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WAVE UP! Archives は「ニュース書庫」
。
注目のニュースや新製品など、旬なネタを一
覧できるページです。

今月のニュース一覧

WAVE UP！ Archives

音声で操作するインターネット
情報サービスが登場

個人でも簡単に映像を
配信できるソフトが登場

日本テレコムは音声でインターネット上の

開設や、e メールやウェブと連携することに

エスケイネットはビデオサーバーを必要と

情 報 を検 索 できる音 声 ポータルサービス

よる使用感の向上、課金システムの構築など

しない映像配信ソフト「生放送」を発売し

「Voizi」
（ボイジー）のトライアルサービスを

に取り組み、12 月には本格的なサービスに移

た。同ソフトはカメラからの映像を静止画と

行する予定だ。

して取り込み、圧縮加工したうえでウェブサ

開始した。7 月 14 日現在、提供しているコ
ンテンツはニュースや株価情報など６種類。
７月中には道路交通情報も始まる予定だ。
Voizi を利用できるのは一般の固定電話か、
DDI ポケットおよびアステルのPHS、もしく
はJ-フォンの携帯電話から。サービスを受け
るには、固定電話とPHS からは0088-36-

「ボイジーメニュー」
「ヘルプ」
「リピート」
「コンテンツのトップ」

ばよい。トライアル期間中の情報料は無料で、

「バイバイ」

通話料金のみでサービスを受けられる。通話

提供コンテンツ

10 円、PHS からだと1 分 13 円。ただ、J-フ
ォンからの場合は、情報ダイアル通話料金に
準じる。
今後は、Voizi 用にオリジナルの音声コン
テンツを制作できるサイト「Voizi Lab!」の

止画をウェブページのJava アプレットが連続
的にダウンロードすることにより動画のよう

主な音声コマンド

8839、携帯電話からは#8839 をコールすれ

料金は全国一律で、固定電話からだと1 分

ーバーに自動的にアップロードする。その静

www.voizi.net
www. japan-telecom.co.jp

メインメニューに戻る
メニューに応じたヘルプメッセ
ージが聞ける
直前もしくは提供中の情報最
初から聞ける
提供中の各メニューのトップ
に戻る
Voizi のサービスを終了する

ジャンルは海外、経済、政治など
更新は1 日あたり5 回から8 回
都道府県、最寄駅、食事の種類、
予算からのレストラン検索
占い
動物占い
株価情報
東証1 部、2 部、店頭公開銘柄の
株価
プロ野球速報
試合速報やチーム順位
CD、映画最新情報 映画、CD シングル、CD アルバム
の週間ランキング情報など

www.sknet-web.co.jp

ニュース

レストラン

Hotmailがリニューアル
ユーザーインターフェイスを改良

生放送中。家のペットを中継すれば心配いらず。

今 回 追 加 された
Hotmail ホーム。

マイクロソフトがウェブ上で提供する電子

になり、より厳しいスパム対策が取れるよう

メールサービス「Hotmail」がリニューアルし

になった。また、アドレス帳からあて先を指

た。これによりユーザーインターフェイスが大

定して新規メールを作成できる「クイックア

幅に変更となり、また機能面ではスパムやジ

ドレスリスト」機能も追加された。

ャンクメールへの対策が追加された。

に見せられる。価格は1 万 2,800 円。

www.hotmail.com/JA/

ユーザーインターフェイスの変更点として
は、全体的なビジュアルの変更とともに、送
受信メール数や新着メール数、メッセンジャ
ーのメンバー表 示 、検 索 などをまとめた
Hotmail ホームの設置がある。
また、一方のスパム対策では、ユーザーが
カスタマイズできるフィルター機能「In-box
Protector」のバージョンアップがある。これ
によってメールのフィルターレベルを「なし、
低、高、知人のみ」の4 つに設定できるよう
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フィルター機能で迷惑メールを受信拒否できる。
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クイックアドレスで新規作成。
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@niftyが新サービス
ケータイでインスタントメッセージ
www.nifty.com
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so-netとソニースタイルが
EC促進に向けて連携
www.so-net.ne.jp

@nifty は携帯電話でのインスタントメッセージ（IM）サービス「ケ

e

www.jp.sonystyle.com

So-net とソニースタイルは、EC の促進を図るため、オリジナル商

ータイデリ」を8 月 1 日に開始する。対応する携帯電話はi モードと

品の共同での提案や、So-net でのオンライン決済方式「Smash」を

EZweb、そしてJ-Sky（ステーション対応）の3 種類。同社が手が

ソニースタイルへ導入するなどして、双方の連携を強化する。オリジ

ける@nifty 会員向けのパソコン用 IM サービス「デリポップ」のオプ

ナル商品の第 1 弾として、
「CLIE」の関連商品をソニースタイルで販

ションとして月額 100 円で提供する。

売することが予定されている。
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読むだけじゃない！
音楽が流れるメルマガ
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インターネットから
本物の絵葉書を送ろう
www.excite.co.jp

www.melma.com

メールマガジンのポータルサイト「melma!」は、メールマガジンに

エキサイトは、インターネットから絵葉書を送れるサービス「エキ

音楽を付けて配信する「音付きmelma!」サービスを開始した。パソ

サイトポストカード」を開始した。ウェブページで絵葉書を選択した

コンに専用のアプリケーション「メロディプラス」をインストールする

うえで相手住所やメッセージを記入すると、相手先に絵葉書が郵送

と、メールマガジンを開封すると同時に音楽が流れる。携帯電話で

される。絵葉書には広告が入っており、その広告主が郵送料金を負

は、i モード端末の502i と503i に対応している。

担するため、利用者は無料で送れる。
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インフォシークの検索能力がUP
「ワードアシスト機能」などが追加
www.infoseek.co.jp

WAVE

UP!

D

Archives

パレスホテルなら常時接続できる
最大10Mbpsの高速通信
www.palacehotel.co.jp

インフォシークは検索システムに新たな機能を追加し、検索能力を

パレスホテルは8 月から、全客室と宴会場において最大10Mbps の

強化した。今回追加された「ワードアシスト機能」では、入力された

常時接続が行えるサービスを始める。ホテルまでは100Mbps の光ケ

キーワードに対して一般ユーザーの傾向を分析した結果を付加したり、

ーブルで、館内は銅線を使ったVDSL で結ぶ。利用料金は客室では1

組み合わされることの多い語を提示したりする。また、検索結果の表

泊 500 円、ビジネスセンターでは30 分 500 円。今後は映像コンテン

示ページをユーザーごとにカスタマイズできるようになった。

ツの配信やネットワークゲームなどのサービスも提供する予定だ。
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ストロベリーコーンズのピザを
インターネットで注文しよう
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ホームページ上で
ホームページが作れる！

www.strawberrycones.com

www.e-com.co.jp

ピザ宅配のストロベリーコーンズは、インターネットからピザの注文

イーコマース総合研究所はASP 型のホームページ制作ソフト「Web

を受け付け配達するサービスを開始した。サービス当初は宮城県の一

Hosting Builder 2.5」を発売した。エンドユーザーはブラウザーだけ

部の店舗が対応する。入力した住所から宅配可能な店舗を絞り込み

でワープロ感覚でホームページを作成できる。同社はポータルサイト

30 分以内に宅配する。将来的にはバイク便を利用して、食品以外の

運営業者やISP 業者によるユーザーサービス、教育機関での実習とし

デリバリー業にも展開する予定だ。

ての利用を見込んでいる。
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PDAに対応した
電子書籍ビューワーが登場
books.bitway.ne.jp
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異界発のホームページを
探し出せ！

www.toppan.co.jp

www.tbs.co.jp

www.mayoiga.com

凸版印刷は、PDA による使用などを想定した電子書籍ビューワー

TBS はアイ・エム・ジェイおよびザックス・エンターテインメント

「Book Jacket2」を発表し、同社の運営する「Bitway-books」
（ビ

と共同で、インターネットドラマ「マヨイガ.com」を8 月 27 日より

ットウェイブックス）で無償配布を始めた。同ソフトはパソコンで読

配信する。期間は約 3 か月。
「異界」から発信されているホームペー

書をするための専用コンテンツ表示ソフトウェアで、画面にあわせた

ジを見つけ、擬似的なBBS やチャット上で展開されるキーワード「異

細かいレイアウトができる。

界」を探すというストーリー。料金は無料だが、会員登録が必要だ。
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今月の e ビジネス情報

BUSINESS on the WAVE

Business on the WAVE は、e ビジネスに
関する最新情報を紹介するページです。

有料ストリーミング配信サービスで
ポニーキャニオンとNTT Comが提携

オープンコンテンツに
向けて協議会を設立

NTT コミュニケーションズとポニーキャニ

れないとしている。配信する映像の品質はビ

京セラ、シャープ、日本ビクター、英 Tao

オンはブロードバンド向けの映像コンテンツ

ットレート256kbps、500kbps、1Mbps の

Group Limited の4 社は、情報家電や通信機

を有料で配信する「OneDayVision」を開始

3 種類。ユーザーが回線の状況に応じて選べ

器において特定のOS やハードに依存しない

した。ストリーミングは端末にファイルを蓄

る。なお、見るにはウィンドウズメディアプレ

積しないため、不正コピーされにくいとされ

ーヤーが必要だ。

ているが、同サービスではさらに配信するフ
ァイル自体を暗号化し、もしコピーされても
ライセンスを購入したパソコン以外では見ら

配信作品の第 1 弾としてアイドルの映像コ
ンテンツが提供されている。
www.onedayvision.com

プラットフォームの仕様策定と普及を目指す
「オープン・コンテンツ・プラットフォーム協議
会」
（Open Contents Platform Association
以下 OCPA）を9 月に設立する。
Tao Group が開発したJava アプリケーシ
ョン実行環境「intent」を中心とし、拡張
API を備えた拡張モジュールを組み合わせて
いく。
OCPA によって共通プラットフォームが策
定できれば、あらゆるデバイスやOS 上で、共
通のアプリケーションやコンテンツを利用で
きるようになる。

環境に応じた画質が選べる

ウィンドウズメディアプレーヤーで再生している

紙のチラシはもう古い
メールで販促

情報通信白書が発表に
環境格差が課題

www.kyocera.co.jp
www.sharp.co.jp
www.victor.co.jp
tao-group.com/2/tao/

日本語ドメインの普及
に向けて協会を設立

グローバルエリアネットワークは、商店の

総務省は7 月13 日、
「情報通信に関する現

7 月13 日、日本語ドメインを扱うアプリケ

販促チラシの替わりにCRM システムと連動

状報告」
（情報通信白書）を発表した。同報

ーションの開発と普及を目的とした「日本語

したE メールを送る「e-chirashi」
（イーチラ

告によると、インターネット利用者は順調な

ド メ イ ン 名 協 会 」（ Japanese Domain

シ）サービスを開始した。あらかじめデータ

伸びを見せており、2005 年までに8720 万人

Names Association）が発足し、同日、設

ベースに登録したユーザーの個人情報をもと

に達すると予測している。また、携帯電話に

立総会が行われた。発起人にはJPNIC 理事

に、ユーザーの生活スタイルやニーズにあわ

よる利用者の多さも指摘しており、2005 年

長の村井純氏のほか、VeriSign GRS の副社

せた販促メールを携帯電話に配信する。同社

の個人向けネットサービス市場規模、7 兆

長 Tom Newell 氏などが名を連ねている。

はデータベースの構築などのシステム運用や、

9,000 億円（予測）のうち、22%が携帯向

メールの制作や配信などの加盟店のサポート

けであると予測している。

総会ではJDNA 会長に早稲田大学教授の
後藤滋樹氏が選任されたのち、i-DNS.net

を行なう。初期設定費用5 万円、配布先500

今後の課題としてはインターネットの利用

International のJames Seng 氏、VeriSign の

アドレスまでが毎月1 万9,500 円、1000 アド

機会の確保を指摘し、地域別、都市規模別、

Jeongjun Seo 氏の記念講演が開かれ、多言

レスまでが毎月 3 万円。同社によると、北海

年齢別のデジタルデバイドの問題を取り上げ

語ドメイン標準化の動向などについて語った。

道や大阪での15 か月間のテストにおいて、平

ている。解決策としては、IT 講習の推進に加

今後、JDNA は日本語ドメイン名に関する

均 12.5%の売上げの拡大、平均 32.8%の経

えて、電話機や双方向テレビなどの操作簡単

標準化活動や、日本語ドメイン名ツールキッ

費削減の効果をあげたという。

なデバイスの普及が重要であるとしている。

トの開発などを主な活動としていく。

www.e-chirashi.co.jp
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アクセス経路を確認して
クレジットカードの認証を強固に
www.ginix.co.jp
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撮影から認証、決済まで
ストリーミングサービス全般を提供
fenics.fujitsu.com/fstream/

www.arearesearch.co.jp

ジニックスジャパンとサイバーエリアリサーチは、アクセス経路情報

富士通は映像コンテンツ配信サービス「Fstream」
（エフストリー

を利用したクレジットカード不正利用防止システム「AI（エリアアイ

ム）を発売した。同サービスはストリーム配信を中心に、現地での撮

デンティティー）認証システム」を開発した。購入者がクレジット決

影、コンテンツの作成と編集、コンテンツに対する認証と決済までの

済をしようとすると、購入者のアクセス経路を分析し、実際の購入者

業務機能を提供する。このサービスを利用することで、ストリーミン

の情報とマッチングさせることで不正利用の可能性を数値化する。

グ業務の全般を一括して委託できる。
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インフォシークが無料ホームページ
サービスを買収
www.infoseek.co.jp
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ニュースリリースは
News2u.netで配信
www.news2u.net

www.freeweb.ne.jp

インフォシークはトライネットワークインターナショナルが運営して

ニューズ・ツー・ユーは有料会員制の企業広報支援サービス

きた無料ホームページサービス「freeweb」を買収し、8 月をめどに

「News2u.net」を開始した。同サービスに登録し、専用ウェブサイト

同社のポータル「infoseek」でサービスを開始する。同社は2001 年

で発信したい情報と対象メディアを設定すると、各社にその情報がメ

1 月から「インフォシークメンバーサービス」を開始するなどコミュニ

ールやFAX で配信される。また配信されたリリースはウェブサイトにて

ティー強化を図ってきたが、今回の買収もその一環としている。

公開され、企業名やリリース日などで検索できるようになる。
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エキサイトが B2Bポータル
「ExciteB2B」
を開始

NTTがブロードバンド時代の
コンテンツ専門企業を設立
www.ntt.co.jp/news/news01/0106/010629.html

www.excite.co.jp

b2b.excite.co.jp

NTTはブロードバンド向けコンテンツの流通基盤を手がける「エヌ・

エキサイトはB2Bの総合情報ポータルサービス「エキサイトB2B」を

ティ・ティ・ブロードバンドイニシアティブ株式会社」
（NTT-BB）を設

開始した。業界ごとに各マーケットプレイスについての情報が提供され

立した。コンテンツデリバリーネットワークの提供のほか、コンテンツ

ることにより、ユーザーは多くのサービスを横断的に眺められる。ほか

の加工支援、セキュアコントロールなど、企業が簡便にコンテンツを配

にも、与信や決済の際に利用できるサービスや業界の情報メディアにつ

信できる仕組みを提供する。

いての紹介があり、B2B取り引きをする際の手助けとなる。
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Yahoo!が音楽コンテンツを強化
米LAUNCH Mediaを買収
www.yahoo.com
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Linuxサーバーの管理がウェブから
できる新製品
www.hde.co.jp

www.launch.com

米 Yahoo!は米 LAUNCH Media を約 1,200 万 ドルで買 収 した。

ホライズン・デジタル・エンタープライズ（HDE）は、Linux サー

LAUNCH Media は音楽ポータルサイト「Launch.com」を運営して

バーの管理をウェブページのインターフェイスからできるようにするソ

おり、ストリーミングラジオ「LaunchCast」が人気を呼んでいる。

フト「HDE Linux Contoroller 2.4 ISP Edition」を発売した。これ

Yahoo!はすでにエンターテイメント系コンテンツとして「Yahoo!

を使えば、バーチャルドメインの作成や管理などがウェブから簡単に

Music」などを持っているが、今回の買収でサービスの強化を狙う。

できる。価格は単体販売で12 万 8,000 円。
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インターネットエクスプローラが
ウィンドウズから削除可能に
www.microsoft.com/japan/
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低価格マルチベンダーに
対応したラックが登場
www.apc.co.jp

米マイクロソフトは、OEM 向けデスクトップ版ウィンドウズのライ

エーピーシー・ジャパンはマルチベンダーに対

センス方式を変更し、ウィンドウズXP においてインターネットエクス

応 したサーバー用 ラック「 NetShelter 22U

プローラを削除できるようにした。また、ウィンドウズ98、2000 およ

Premium Base Enclosure」と「NetShelter

びMe においても削除できるようになる。同社はこれによるウィンドウ

40U Standard Enclosure」を発売した。価格

ズXP の発売日の変更はないとしている。

はそれぞれ16 万 4,800 円と13 万 9,800 円だ。
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N e w s W A V E

R CAMPAIGN WAVE
今月の 無料・割引・プレゼント情報

CAMPAIGN WAVE ではインターネットに
関するオトクな情報を紹介します。

アドビの定番ウェブページ作成ツールが
お得な値段で買える
@nifty とアドビは「Adobe GoLive 5.0」

口座を開いて
1,000円ゲット
AD4Commerce では、会員登録の際に振

「Adobe LiveMotion」
「Adobe Photoshop

り込み指定口座をジャパンネット銀行に開設

Elements 」の3 本をあわせてキャンペーン価

すると、その口座に1,000 円をプレゼントす

格の2 万 4,800 円で提供する。また、購入者

るキャンペーンを実施している。対象となる

にはアドビ製品のセミナーに無料で参加でき

のは、先着 500 名まで。ただし、同サービス

るなどの特典が付いてくる。

を経由しない口座開設には適用されない。

store.nifty.com/event_adobe/

www.ad4commerce.com

専用カードで支払えば
livedoor が安くなる

eカードを送って
デジカメを当てよう

チェラティンビーチで
リゾートしちゃおう

Hi-HO が提供しているメッセージカード送

livedoor は、
「ライブドア・フリービット・

信サービス「e カード」を利用すると、抽選

エコノミーアクセス」の料金決済にlivedoor

チェラティンビーチ5 日間の旅やエアボードな

でデジタルカメラやギフトカード3,000 円分

VISA カードを利用した場合、通常3 分8.4 円

どが当たるキャンペーンを9 月 28 日まで実施

などが合計103 人に当たる。申し込み方法は

の通信料金を3 分 7.7 円に割り引きする会員

している。会員でなくても応募できるうえ、

e カード送信時にアンケートに答えるだけ。期

向けキャンペーンを実施する。期間は8 月 1

これとは別に新規会員と既存会員それぞれを

間は8 月 19 日まで。

日から12 月 31 日まで。

対象にしたプレゼントも行っている。

town.hi-ho.ne.jp/ecard/

ぷららが会員数 100 万人達成を記念して、

www.livedoor.com/card/visa/

暑中見舞いにぴったりのe カード

AOLに入会してローソ
ンの商品券をもらおう
AOL は、ローソンが展開している「ジブリ
がいっぱい」キャンペーンと連動して、ロー
ソンの全店舗と協力して入会キャンペーンを
実施している。ローソンで配布しているCD-

www.plala.or.jp/access/event/

プロバイダーをBIGLOBE に乗り換えると
「使いほーだい」コースが半年間無料
campaign.biglobe.ne.jp/norikae/

楽天ブックスが配送料完全無料キャンペーンを
8月31日まで延期
books.rakuten.co.jp/RBOOKS/

ROM でAOL に入会すると、抽選で2000 人
にローソン商品券2,000 円分が当たる。また、
映画「千と千尋の神隠し」チケットプレゼン
トの抽選にも応募できる。
www.jp.aol.com
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「名づけてねっと」がドメイン転送サービスの
利用料を無料にするキャンペーンを実施
www.nadukete.net
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U
国 内

CAMPAIGN

EVENT

8月 3日

名称

www.meltdown-tokyo.com
ASP SUMMIT TOKYO SUMMER

www.sbforums.co.jp/asp/
ネットセキュリティー&

8月 22日 8月 24日 ストラテジー展 2001

www.nikkan.co.jp/eve/01netsc/
8月 22日 8月 24日

8月 29日 8月 31日

9月 7日

9月 12日 9月 14日

インターネット&
教育支援システム展 2001

www.nikkan.co.jp/eve/
01Internet-education/ik.htm
INFOCOMM Japan 2001

www.jij.co.jp/infocomm/
i Develop2001 Japan

otn.oracle.co.jp/idevelop/
第 3回自動認識総合展

www.cnt-inc.co.jp/scantech/

開催場所

www.delphi.co.jp/aec/
9月 19日 9月 22日

9月 26日 9月 28日

海 外

開始日 終了日
8月 7日

8月 9日

8月 14日 8月 16日

8月 19日 8月 23日

WORLD PC EXPO 2001

www.wpc-bp.com
国際フロンティア産業メッセ2001

www.kobefair.com

名称

ASP に関する講演とセッション

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

ネットワークセキュリティーに関する展示会と
シンポジウム

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

「デジタル化した未来の教育の提案」をテーマ
にした展示会

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

オーディオビジュアル、プレゼンテーション機
器に関する展示会

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

開発者を対象にOracle9i を中心とした最新技
術情報を提供

パシフィコ横浜
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

認識デバイス、ソフトとそれを統合するネット
ワーク、アプリケーションの展示会

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

主

建築、建設、土木業界における国内最大のIT
総合展

サンシャインシティ コンベンションセン
ターTOKYO
東京都豊島区東池袋 3-1

主

ネット上のさまざまなソリューション、コンテン
ツ、サービスやそれらを支える先端技術の総合
展示会

幕張メッセ（日本コンベンションセンター
国際展示場）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

IT、バイオ、環境、メカトロニクスなど成長産
業分野の展示会

神戸国際展示場
兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1

8月 26日 8月 30日

9月 6日

9月 5日

9月 7日

問

主
問

問

主
問

主
問

問

問

主
問

主
問

開催場所
Hilton New York
New York, USA

組み込み向けサーバーなどに関する展示会とカ
ンファレンス

Santa Clara Convention Center
Santa Clara, USA

主

CRMに関する展示会とセミナー

Moscone Center
San Francisco, USA

主

www.key3media.com/comdex/
international/2001/korea.html

コンピュータとインターネットに関する展示会
とセミナー

COEX （Korea Convention &
Exhibition Center）
Seoul, Korea

LinuxWorld Conference &EXPO

Linux 関連機器、ソフトの展示会およびカンフ
ァレンス

Moscone Convention Center
San Francisco, USA

ASP に関する展示会とセミナー

Hong Kong Convention & Exhibition
Center
Hong Kong

最新のネットワークテクノロジーとビジネスソ
リューションに関する展示会

Melbourne Exhibition Centre
Melbourne, Australia

主

最新のネットワークテクノロジーとビジネスソ
リューションに関する展示会

Georgia World Congress Center
Atlanta, USA

主

Embedded Internet Conference

www.embeddedinternet.com
Customer 360° Conference &
Expo

www.key3media.com/
customer360/

www.linuxworldexpo.com

www.aspworldnet.com/
aspworld_hk2001/
www.key3media.com.au/
interop/
NetWorld+Interop 2001 Atlanta

www.key3media.com/interop/
atlanta2001/

W

A

V

E

マイクロソフト株式会社
Meltdown Tokyo 2001事務局
TEL.03-5449-0565

ASP Summit Tokyo Summer
TEL.03-5549-1312

日刊工業新聞社
総合事業局
TEL.03-3222-7014
日刊工業新聞社
インターネット＆教育支援システム展
2001事務局
TEL.03-3222-7232
The International Communications
Industries Association
INFOCOMM Japan 2001事務局
TEL.03-3273-6180
i Develop2001 Japan
カンファレンス事務局
03-3804-5014

株式会社シー・エヌ・ティ
03-5297-8855

A/E/C SYSTEMS JAPAN
組織委員会事務局
03-3222-5041

日経 BP 社
03-5210-7003

国際フロンティア産業メッセ2001
実行委員会
078-306-6806

主催・問い合わせ先

インターネットにおける広告に関する展示会と
セミナー

www.jup.com/jupiter/events/

NetWorld+Interop 2001 Melbourne

9月 9日 9月 14日

主

主

ASP WORLD HONG KONG 2001
9月 4日

問

主

COMDEX IT Korea 2001
8月 23日 8月 26日

主

センチュリーハイアット東京
東京都新宿区西新宿 2-7-2

概要

Online Advertising Forum

s

主催・問い合わせ先

ウィンドウズXP へのポーティングに必要な技
術情報の紹介

建築新技術展
9月 19日 9月 21日 A/E/C SYSTEMS JAPAN2001

w

2001 年 8 月〜9 月
概要

Meltdown Tokyo 2001

e

EVENT WAVEでは、国内と海外の注目イベ
ント情報を紹介します。

EVENT WAVE

7月 30日 8月 1日

9月 6日

N

WAVE

今月の展示会・セミナー情報

開始日 終了日

8月 2日

&

問

問

問

主
問

主
問

主
問

問

問

Jupiter Media Metrix
TEL +1-212-780-6060

TEG WorldWide Media
TEL.+1-858-756-1843

Key3Media Events
TEL +1-781-433-1719

Key3Media Events
TEL +1-781-433-1527

IDG World Expo
TEL.+1-800-657-1474

Terrapinn Singapore
+65-322-2707

Key3Media Events
TEL 03-5549-1311

Key3Media Events
TEL 03-5549-1311

※カレンダーの日程はあくまでも予定です。お出かけの際は、問い合わせ先へお確かめください。
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