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見た目だけのウェブサイトはもういらない！

戦略的ウェブマスター
虎の巻

佐々木裕彦＋清秀紀＋編集部 協力：ネットイヤーグループ株式会社

どんな企業でも看板としてのウェブサイトを持つのは常識。しかし、見た目の派手さや表面的なデザインにば
かりこだわり、全体構造を設計することや将来に渡るメンテナンス性がおろそかになっていないだろうか。企
業の顔でもあるウェブサイトを戦略的なツールとしてとらえ、構造と管理の側面から考える
「戦略的ウェブマス
ター」
を目指そう！
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100

業界激変！

プロバイダー＆キャリア選びの
新基準
石田慶樹＋坂本仁明＋石田卓也＋編集部

ブロードバンド時代にプロバイダー
（ISP）
やキャリアを選択する基準はどこにあるのだろうか。従来はプロバ
イダーの選択基準だけを考えていればよかったが、現在ではプロバイダーの役割はある意味で大きく変わり、
キャリアとの役割の違いを認識しなければならなくなっている。ユーザーも業界の大きな変化を知らなければ
正しい選択はもうできない。
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カード1枚でつながる無線LANスポット情報
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個人ホームページで ちょっと かせいじゃおう！

柳澤健二

より詳しい情報、新しい情報、そして読者参加コーナーもあります。
ぜひ、本誌ウェブページにアクセスしてみてください。
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