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今月のニュース一覧

WAVE UP！ Archives

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。

パソコンで検索してi モードでアクセス
iモードサイトだけでも検索できる
BIGLOBE はパソコンとi モードの双方から

知らせるメール

それぞれのページを検索できる「BIGLOBE

が送られてくる

サーチ Attayo!」サービスを開始した。独自

ものだ。

のi モードサイト検索機能を使うことで、パソ

そのほかにも

コンからi モード専用ページを検索できる。そ

i モードで検索

の結 果 を登 録 制 ポータルサービス

する場合でも入

「BIGLOBE バインダ」が持つ「モバイルブッ

力が少なくてす

① iモードサイト
の検索

Attayo!

iモードサイト
②ブックマーク
の登録

③ブックマークの利用

BIGLOBEバインダ
モバイルブックマーク

クマーク」に登録することで、i モードからは

むように、フリ

リンクをたどるだけで目的のサイトにアクセス

ーキーワード検

できる。また、ブックマークに登録したサイ

索のほかに、
「人気キーワード検索」
「カテゴ

に閲覧したウェブサイトのURL、検索に利用

トについては、プーマテックの「Mind-It」を

リー検索」
「地域別検索」など簡単に入力で

したキーワードの履歴、回数ランキングなど

利用した更新通知サービスも受けられる。こ

きるメニューをそろえている。

も表示できる。

れは指定したサイトが更新されると、それを

キーワードで
iアプリが検索できる

また、これまでの検索履歴の一覧や、過去

attayo.jp

ネットスケープの最新版が登場
「Netscape 6.1」
が正式リリース

インフォシークは携帯電話用アプリケーシ

米ネットスケープ・コミュニケーションズ

ョンのポータルサイト「アプリ★ゲット」を運

は、
「Netscape 6.1」の正式版をリリースし

営しているスパイシー・べクターと提携し、i

た。前バージョンの6 と比べて、起動の高速

モードに対応した情報検索サービス「i-seek」

化や動作の安定が図られている。そのほかに

上で、i アプリを検索できるサービス「i-seek

も、保存されているパスワードを利用するた

i アプリ検索」を開始した。スパイシー・ベク

めに、そのパスワードにさらにパスワードをか

ターのサーバーに収められた1100 本あまりの

ける「マスターパスワード」機能の付加など、

i アプリのなかから、フリーキーワードによる

プライバシーの保護が強化されている。また

検索や「RPG/アドベンチャー」
「シミュレー

メーラーでは、オフライン状態でのIMAP ア

ション」
「ネットワークツール」
「情報ツール」

カウントメールへの対応などの機能が付加さ

など9 つのカテゴリー検索によって目的のi ア

れた。価格は無料で、専用サイトからダウン

プリを見つけ出せる。そのほかにも注目のi ア

ロードできる。

プリや、
「アプリ★ゲット」登録 i アプリと公

マスターパスワ
ード登録時の
パスワード品
質メーター。

home.netscape.com/ja/

式 i アプリのダウンロード数ランキング情報な
どを提供する。
i アプリの作者が自作のi アプリを登録する
際には、
「アプリ★ゲット」で作者登録とア
プリ登録をする必要がある。
iseek.infoseek.co.jp
www.appget.com
www.infoseek.co.jp
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Netscape 6.1 の起動画面

下段のメニューバーが細くなり画面表示範囲が広くなった。
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有料のメールマガジンの配信を
代行するサービスがスタート

WAVE
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新幹線のチケットが
インターネットから買える

premium.mag2.com

www.jr-central.co.jp

まぐクリックとまぐまぐは、有料メールマガジンの配信システム「ま

JR 東海はi モードやインターネットで東海道新幹線の特急券を予約

ぐまぐプレミアム」のテスト配信を開始した。発行回数にかかわらず

できる「エクスプレス予約」を9 月 3 日より開始する。同社の発行し

料金は月額固定で100 円から設定できる。そのうち40%が発行手数

ているJR 東海エクスプレスカードの会員サービスの1 つで、インター

料となる。決済はクレジットカード、もしくはジャパンネット銀行か

ネットから予約すると割引きになったり、予約変更が容易になったり

らの引き落としとなる。本格サービスは9 月からだ。

する特典が付く。決済には同カードを利用する。
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再生ソフト不要の動画広告を
バリュークリックがスタート

WAVE

UP!

D

Archives

ドメインの検索と登録ができる
「Yahoo!ドメイン」がスタート
domains.yahoo.co.jp

www.valueclick.ne.jp

バリュークリックジャパンは視聴に特定のソフトを必要としない動

www.onamae.com

Yahoo!はグローバルメディアオンラインとの提携により、ドメイン

画広告配信サービス「ビデオバナー」を9 月から始める。バナー広告

の検索と登録申請、レンタルサーバーの申し込みができる「Yahoo!

のなかに動画を流す窓を設け、文字と映像を組み合わせて配信する。

ドメイン」サービスを開始した。登録できるTLD は「.com」
「.net」

広告のサイズもこれまでの2 種類から縦長や大型長方形など5 種類を
追加した。広告料金は1 回の表示で6 円程度だ。
WAVE

UP!

なみに.jp の登録料金は最初の1 年が7,950 円だ。
D

Archives

デオデオでアットホームの
ブロードバンドコンテンツが見られる
www.jp.home.com

「.org」
「.tv」
「.jp」の5 つ。契約自体は「お名前.com」と行う。ち

www.deodeo.co.jp

WAVE
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リキッドオーディオ・ジャパンが
インターネットカフェ事業に進出
www.liquidaudio.co.jp

アットホームジャパンとデオデオがコンテンツサービスにおけるパー

リキッドオーディオ・ジャパンは、インターネットカフェ事業に進

トナー契約を締結した。これによりデオデオのインターネット接続サ

出し、12 月にも横浜元町に「サイバーミュージックカフェ」をオープ

ービスのユーザー、デオデオからISP サービスをうけているふれあいチ

ンする。同店舗は高速インターネット回線の敷設とともに、音楽配信

ャンネルとケーブルシティ22 のユーザーは、アットホームのブロード

や大型ポスターのプリントができるようにするなど、情報発信が意識

バンドコンテンツを見られるようになる。

されており、これまでのインターネットカフェとは一線を画す。
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匿名で家計診断が受けられる
家計簿サイトが登場

WAVE

UP!

D

Archives

EZwebやJスカイでも
WebMoneyが使えるように

www.5en.jp

www.webmoney.ne.jp

5en 事務局は家計簿サイト「5en 家計簿」を開始する。通常の家

電子決済システム「WebMoney」のサービスがEZweb とJ-スカ

計簿ソフトのように、科目や金額を記入して収支を記録する。希望

イに対応した。WebMoney はコンビニやパソコンショップで販売す

すれば匿名で収支データだけを専門家であるプランナーに公開して助

るプリペイドカードWebMoney カードや、クレジットカードを使用し

言を受けられる。費用はかからない。一方、プランナーになるのは有

たオンライン少額決済システムだ。これによりショッピングサイトや

料で、各種統計の閲覧や、ユーザーへの金融商品の紹介ができる。

有料サイトへの支払いが可能になる。
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自分のパソコンをプロが
完全カスタマイズしてくれる

WAVE

UP!

D
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東急の自動改札を通過すると
タウン情報が詰まったメールがくる

www.plathome.co.jp

www.goopas.jp

www.omuron.co.jp

ぷらっとホームはパソコンのカスタマイズサービス「Custom Order

オムロンは自動改札を通過した際に、そのタイミングで携帯電話に

Assembly Service」を開始した。用途や要望を伝えることで、スタ

メールする「goopas」
（グーパス）の実験サービスを9 月 29 日に開

ッフが4000 以上のパーツからパソコンをカスタマイズする。またアド

始する。入会するとその際に登録したデータに基づき、ユーザーごと

バイスも受けられるため、用途にあわせ不要なパーツを取り除くこと

にカスタマイズされたメールが1 日 4 回配信される。実験対象となる

でコストを削減できる。

のは中目黒駅を除く東急東横線の22 駅。会員登録は無料だ。
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今月の e ビジネス情報

BUSINESS on the WAVE

町の自販機が情報端末に
iモードと連携したCmodeが登場
日本コカ・コーラとNTT ドコモ、伊藤忠商

を購入し、それをシーモに提

事はディスプレイやスピーカー、プリンター、

示する。シーモはそれをシー

バーコード読み取り装置などを内蔵した自動

モードサーバーに確認するこ

販売機「シーモ」とi モードを連携させて、地

とでサービスを提供する。

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。
会員登録
①会員登録

Cmodeサーバー

②ポイントパス発行

域情報やクーポンを引き出したり、飲料購入

実証実験で提供されるサー

の際にポイントを加算して、そのポイントに

ビスはグルメぴあクーポン、

応じてサービスを提供したりできる「Cmode」

ぴあストリートマップ、

の実証実験を開始する。i モードの画面に2 次

TSUTAYA レンタルランキン

元のバーコード画像の「ポイントパス」を表

グとクーポンなど。

示して、それをシーモが読み取り、NTT ドコ

また、シーモは「ワールド

モのパケット通信網「DoPa」をとおして

オブ コカ・ コーラ 東 京 」

プリペイド入金
①ポイントパス

②個人認証

③プリペイド入金

④入金情報

シーモ

「Cmode サーバー」に問い合わせることで認

「Shibuya109」
「ドコモショ

証を行い連携をとる。チケット決済はシーモ

ップ渋谷宮益坂店」など、東

への現金投入による現金決済、もしくは専用

京都渋谷地区を中心に展開

口座へのプリペイド入金、獲得ポイントによ

する予定だ。

つかう（購入）
入

るポイント決済で行われる。また実際にポイ
ントを利用してサービスを受けるときにはi モ

①購

入手
ット
チケ
②C

www.cocacola.co.jp
www.nttdocomo.co.jp
www.itochu.co.jp

⑥ポ
イン
ト付
与
④個
人、
商品
認証
③Cチケット提示

⑤サービス、商品入手

ードサイトで2 次元バーコードの「c チケット」

税理士のアドバイスが
受けられる会計ソフト

XMLについての
技術者認定制度が発足

松下電器とエイベックス
がコンテンツ配信で提携

ミロクドットコムは販売、会計、給与を統

インフォテリアほか5 社は、XML 技術者の

松下電器とエイベックスは、ブロードバン

合できるウェブアプリケーション「c l e a r

認定制度「XML マスター」を発足し、10 月

ドにおける映像の配信サービスにおいて協力

works」を発売する。対象は中小企業や

に「XML マスターベーシック」の試験を実施

していくと発表した。今回の提携によって両

SOHO。ユーザーにあわせたこまかい設定が

する。試験範囲は「XML とは何か」などの

社はブローバンド配信におけるコンテンツ制

可能だ。購入後の使用率を100%にまで高め

知識を中心としたXML の基礎となる。受験

作から著作権保護、課金、そして端末機ま

ることを目的として、技術的なところから会

料は15,000 円。

でのEnd to End システムを構築し、それによ

計コンサルティングまで、幅広いサポート体

今後はXML プログラミングなどの技術を試

制を用意している。特に税理士や会計士とウ

験する上級者向けの認定試験も実施していく

具体的な検討項目としては、セットトップ

ェブのデータにある会計情報を共有すること

が、独自の仕様拡張を利用した技術に関す

ボックスを使った次世代放送「e プラットフ

でリアルタイムなコンサルティングを受けられ

る試験は行わず、標準的な技術力を認定す

ォームサービス」での番組制作、ショールー

るのを売りとしている。価格は1 ユーザー3 ク

るものにとどめる予定だ。

ムやスタジオ機能を持った来秋オープン予定

ライアント版で12 万円からだが、税理士から
のコンサルティングなどは別途となる。同社
は初年度で5000 企業、8 億円の売り上げを
見込んでいる。

www.infoteria.com
www.necsoft.co.jp
www.canon-soft.co.jp
www.cis.co.jp
www.hitachi-system.co.jp
www.pfu.fujitsu.com

るビジネスモデルを確立する。

の「松下センター」で行うエイベックスが主
催するライブや、数万人規模でのブロードバ
ンド有料ライブの中継などを挙げている。

www.mjs.co.jp
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「WAP2.0」
がリリース
ドコモ案が全面的に受け入れられる
www.nttdocomo.co.jp/new/contents/01/whatnew0802.html
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WAVE

エコーネットコンソーシアムが
電灯線ホームネットの規格を一本化
www.echonet.gr.jp

WAP フォーラムはドコモとエリクソンの共同提案を全面的に受け

エコーネットコンソーシアムは電灯線を利用したホームネットワー

入れる形でWAP2.0 を策定した。同仕様は、IETF 標準のTCP/IP、

クでの通信規格を「スペクトラム拡散方式」に一本化した。この方式

W3C 標準のXHTML などを採用している。NTT ドコモは現在試験サ

は10kHz から450kHz 帯を使用し、ノイズが多い環境でも通信でき

ービスをしているFOMA において、すでにWAP2.0 と同様の仕様を採

る。通信速度は9.6Kbps だ。将来的には、現在は利用が規制されて

用しており、今後正式な仕様に変更できるよう検討を進める。

いるメガヘルツ帯を利用した高速通信が検討されている。

BUSINESS

on

the

D

WAVE

フレッツ・ADSLで固定IPが
使えるサービスがスタート

BUSINESS

on

the

D

WAVE

ブラウザー上で操作できる
データベースを発売
www.sisos.com

www.jens.co.jp

JENS はフレッツ・ ADSL で固定 IP が使える「JENS ADSL サービ

スマートインターネットソリューションはブラウザー上で操作するデ

ス」を開始した。料金は割り当てIP が1 個で初期費用 30,000 円、月

ータベース「ハンマーヘッド」を発売した。独自の検索エンジンを使っ

額9,800 円。付加サービスとして、ドメイン名を利用できる「DNS ホ

て、データベースの作成から管理、検索までを行う。サービスはイント

スティングサービス」やメールのウイルスを削除する「ウィルスチェッ

ラ型とASP型の2つの形式で提供される。価格はイントラ型が150,000

クサービス」などが利用できる。

円から、ASP 型が月額25,000 円から。
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Officeとの相性抜群のグループ
ウェアをホスティングするサービス
www.xteam.jp

BUSINESS

on

the

D

WAVE

中小企業やSOHO向きの
本格的なグループウェアが登場
www.hotbiz.jp

グローバルメディアオンラインはマイクロソフトのグループウェア、

アドミラルシステムは予定表や伝言板、ウェブメールなどの11 機能

「SharePoint Team Services」のホスティングサービス「Xteam」を

を標準装備した本格的なグループウェアのASP サービス「ホットビ

開始した。Office との親和性が高く、Xteam の予定表をOutlook に

ズ」を発売した。i モードからのアクセスにも対応することで、高い機

とりこんだり、Excel やWord などのファイルを共有したりできる。

動性を実現した。価格は初期費用が10,000 円、月額費用は10 ライ

サーバースペース200MB、ユーザー数無制限で月額 19,800 円だ。

センス2,000 円から。
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メトロ向けCWDM 装置が登場
低コストで光ファイバーを多重化

BUSINESS

on

the

D

WAVE

W3C が SMIL 2.0 を正式に公開
モジュールを組み合わせられる
www.w3.org/2001/08/smil2-pressrelease.html.ja

photonixnet.com

フォトニクスネットは低密度光波長多重化装置、LightEdge 500 を

World Wide Web Consortium （W3C）はマルチメディアプレゼ

8 月31 日に発売する。1 芯の光ファイバー上で双方向通信を可能とし、

ンテーション記述言語「SMIL 2.0」をW3C 勧告として公開した。

メトロエリアにおける既存の光ファイバー回線を低コストで多重化でき

SMIL はXML ベースの記述言語で、ビデオや音声、テキストなどのコ

る。最大伝送速度は5Gbps で、最大伝送距離は96Km。標準価格は

ンテンツを同期させられる。2.0 ではモジュール化されたため、ニーズ

2 波多重、管理機能付きで150 万円から。

にあわせて個別に、または組み合わせて利用できる。

BUSINESS
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D

WAVE

CPIがバックボーンを増強
NTTへ100Mbpsで接続

BUSINESS

on

the

D

WAVE

中国での電子政府システム構築へ
北京工大と日立が提携

pr.cpi.ad.jp

www.hitachi.co.jp

www.bjpu.edu.cn

ホスティングサービスを提供しているCPI が、NTT の100Mbps 回

日立製作所と北京工大は今年 10 月にも北京工大内に電子政府の

線を追加することでバックボーンを増強した。これまではJPIX に

ショールーム「China CyberGovernment Square（CCGS）
」を共

100Mbps で接続していたが、これによりあわせて200Mbps でインタ

同で開設する。電子政府に関するイメージ映像や電子認証技術の紹

ーネットアクセスができる。また、別ルートを確保することによって、

介デモなどを展示することで、政府や行政、企業関係者からの意見

冗長性も高くなり安全性が高まった。

や要望を集めて、関連技術やノウハウの蓄積していく予定だ。
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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。

「RBB TODAY」からイー・アクセスに
加入すると抽選でクリエや現金1万円が当たる

どこでもシークで
旅行券がもらえる

ブロードバンド関連の最新ニュースを配信

EasySeek に出品されている商品を購入で

しているサイト「RBB TODAY」からイー・

きたり、欲しい商品のキーワードを登録して

アクセスのADSL 接続サービスに加入すると、

おくと関係ある情報のメールを送ってくれた

抽選で2 人にソニーのクリエが、100 人につ

りする「どこでもシーク」サービスがスタート

き1 人に現金 10,000 円が当たる。また、当

した。それを記念してオープニングキャンペ

たらなくても全員にガソリンスタンドなどで使

ーンを実施中だ。デジカメのIXY DIGITAL や

えるQUO カード1,000 円分をプレゼントす

20 万円分のJTB 旅

る。締め切りはウェブからの場合は9 月 30 日

行券などが抽選で

まで、郵送の場合は10 月 4 日必着だ。直接

当たる。締め切り

プロバイダーに申し込むとプレゼント対象外

は9 月 10 日だ。

になるので気を付けよう。
www.easyseek.net/present/
www.rbbtoday.com

AirH"対応のISP
「PRIN」の
接続料金が年内無料に もしくは「ネット25」を利用していること。
DDI ポケット株式会社は、AirH"「つなぎ
放題コース」の開始にあわせて、AirH"利用

キャンペーン期間は12 月 31 日まで。
www.ddipocket.co.jp

ADSLのオプションが
6か月間無料に
朝日ネットは、
「ASAHI ネット」の取次ぎ
窓口から「フレッツ・ADSL」を申し込むと、

者向けのインターネット接続サービス「PRIN」

月額 500 円のフレッツ・ ADSL のオプション

の接続料金 1 分 5 円を無料にするキャンペー

料金が6 か月間無料になるキャンペーンを実

ンを実施している。これにより、通話料のみ

施中だ。すでにASAHI ネットに加入している

でインターネットに接続できる。キャンペー

人でも申し込める。締め切りは10 月31 日だ。

ン対象の条件はAirH"の「つなぎ放題コース」

コンテンツを作って
100万円をゲット!

www.asahi-net.or.jp

@niftyでイー・アクセスかアッカの ADSLを
申し込むと3か月間の月額料金が1,000円割引き

NTT 西日本の大阪支店が、ブロードバンド

www.nifty.com/connect/adsl/

を生かして100Mbps の帯域を利用した新し
い表現を用いたホームページを募集する「時
代を動かす100MB ホームページコンテスト」
を開催している。
「コンシューマー部門」
「ビ
ジネス部門」の2 部門があり、両部門を通じ

DTIのADSL-Eプランを11月20日までに
申し込むと3か月間、月額料金が1,000円割引き
www.dti.ad.jp/service/xdsl/adsle/

てのグランプリ受賞者には賞金 100 万円が贈
られる。応募対象は大阪府在住者、もしくは
通勤、通学者で、募集期間は9 月30 日まで。
応募用紙をダウンロードして郵送しよう。
www.cbw.osaka.isp.ntt-west.co.jp/100mhp/
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Hi-HOの
「まとめてADSLコース」に
9月15日までに申し込めば、初期費用が半額に
home.hi-ho.ne.jp
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8 月 29 日 8 月 31 日

9月7日

9 月 10 日 9 月 11 日

9 月 12 日 9 月 14 日

名称

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

otn.oracle.co.jp/idevelop/
NTT SOFT Solution Fair 2001

www.ntts.co.jp
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

9 月 26 日 9 月 28 日

10 月 2 日 10 月 6 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
Linux Conference

lc.linux.or.jp/lc2001/
CEATEC JAPAN 2001

www.ceatec.com
Integrate Tokyo 2001

10 月 9 日 10 月 11 日

10 月 12 日 10 月 14 日

10 月 24 日 10 月 25 日

www.omgj.org/omgj/workshop/
Integrate2001/greeting.html
東京ゲームショウ 2001 秋

www.cesa.or.jp
Linux World C&D/Tokyo 2001

www.idg.co.jp/expo/lw/

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

IT ビジネスのコアテクノロジーに関する講演会
と展示会

www.nikkei.co.jp/events/
database/

10 月 31 日 11 月 2 日

海 外

開始日 終了日

www.mesago-messefrankfurt.
com/micro/
LCD/PDP International 2001

expo.nikkeibp.co.jp/lcd/

名称

9月6日

9月5日

9月7日

NetWorld+Interop 2001 Melbourne

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

9 月 9 日 9 月 14 日

ウェスティンホテル東京
東京都目黒区三田 1-4-1
（恵比寿ガーデンプレイス内）

www.key3media.com/interop/
atlanta2001/

E

主催・問い合わせ先
The International Communications
Industries Association
問 INFOCOMM Japan 2001 事務局
TEL.03-3273-6180
主
問

主
問

i Develop2001 Japan
カンファレンス事務局
03-3804-5014

NTT ソフトウェア株式会社
03-5782-7041

株式会社シー・エヌ・ティ
03-5297-8855

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

パソコンとインターネットに関する総合展示会

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

Linux についてのカンファレンス

明治記念館
東京都港区元赤坂 2-2-23

主

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

主

IT 産業関連の総合展示会

通信機械工業会/（社）電子情報技術産
業協会/（社）日本パーソナルコンピュー
ターソフトウェア協会

ビジネスユーザーのIT 戦略の立案、展開を支
援するカンファレンス

明治記念館
東京都港区元赤坂 2-2-23

主

OMG ジャパン、IDG ジャパン
03-3560-6147

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

主

コンピュータゲームの展示会

国内最大のLinux イベント

新宿 NS ビル「NS イベントホール」
東京都新宿区西新宿 2-4-1

主

国内最大のデータベース展示会

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

問

問

主
問

主
問

問

問

問

問

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

日本 Linux 協会
03-5298-4671

（社）コンピュータエンターテインメント
ソフトウェア協会
03-5512-3154

LinuxWorld 統括事務局
03-5800-4831

主 （財）データベース振興センター /
問

科学技術館
東京都千代田区北の丸公園 2-1

主 （財）マイクロマシンセンター
問

03-3262-8441

フラットパネルディスプレイの総合展示会

パシフィコ横浜
横浜市西区みなとみらい1-1-1

主

日経 BP 社
03-5210-7003

問

開催場所

日本デ

ータベース協会
03-5281-1570

マイクロマシンに関する国際展示会

概要

www.aspworldnet.com/
aspworld_hk2001/

V

主

ASP WORLD HONG KONG 2001
9月4日

A

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

マイクロマシン展
10 月 31 日 11 月 2 日

W

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

DATABASE 2001 TOKYO
10 月 30 日 11 月 1 日

s

主

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

w

2001 年 8 月〜10 月
概要

INFOCOMM Japan 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。

今月の展示会・セミナー情報

開始日 終了日

9月6日

&

主催・問い合わせ先

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

主
問

問

問

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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