○顧問
○アドバイザー

村井 純◎慶應義塾大学教授
山崎 敦史◎山崎テクノロジー CEO：US 在住
砂原 秀樹◎奈良先端技術大学院大学教授

○ AD

岡田 志乃助◎ PAGE FIELD INC.

○デザイン

水谷 独◎ PAGE FIELD INC.
岩楯 友恵◎ PAGE FIELD INC.

4 月 28 日発売
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鈴木 葉子◎ PAGE FIELD INC.

予告

ゲルハルト中沢◎ tplot.inc
志賀屋 清兵衛
岡田 志乃助◎ PAGE FIELD INC.
○フォトグラフィー

津島 隆雄
渡 徳博

○イラスト

延山 博保◎ infogram

○ダイアグラム

森上 暁◎ infogram
水谷 独◎ PAGE FIELD INC.
岩楯 友恵◎ PAGE FIELD INC.
鈴木 葉子◎ PAGE FIELD INC.
ゲルハルト中沢◎ tplot.inc

○校正

中川 恭助

○印刷・製本

凸版印刷 株式会社

○生産管理

高橋 弘子 [takahahi]

○広告営業

中村 照明 [nakamura]
有田 俊雄 [arita-t]
渡嘉敷 篤 [tokasiki]
宮奈 徹 [miyana]
長安 正枝 [nagayasu]
Mail-to: ad-mag@impress.co.jp
http://www.impress.co.jp/ad/

○企画編集室

柳沼 俊宏 [yaginuma]

○雑誌営業

三門 健一郎 [mikado]

○販売促進

中島 信敏

太田 美有紀 [ohta-m]

吉田 和彦

［インタビュー］

小西 研吉

坂村 健 教授

岩崎 裕行
○定期購読

［企業技術戦略研究シリーズ］

村田 哲史
山下 純一

第 4 回 KDDI

http://direct.ips.co.jp/

ほか。

○制作管理担当

原田 麻衣 [harada-m]

○編集

仲里 淳 [nakazato]

◎一部地域では発売が遅れることがあります。
◎内容は変更することがあります。

岩本 有平 [iwamot-y]
○アソシエイトエディター

錦戸 陽子 [nisikido]
三木 泉 [miki-i]
威能 契 [ino]
池田 健二 [ikeda]
安田 英久 [yasuda]
堀田ブロム有利江 [horita]

E D I T O R S

N O T E S

青山 祐輔 [aoyama]
○副編集長

三橋 昭和 [mihashi]
中島 由弘 [nakajima]

花粉症なのか鼻炎なのかはたまた風邪な

放送。スポーツニュースのように楽しんで

のか分かりませんが、とにかく毎日鼻水が

いる私は不謹慎。

[nakajima]

○編集長

井芹 昌信 [iseri]

止まりません。

○発行人

井芹 昌信 [iseri]

[iwamot-y]

第 4 世代（4G）へのアプローチは 3G から

最近では母体保護のために胎児の体重を

か、WiMAX からか、今後が熱い！[mihashi]

おさえて出産するのがトレンドだとか。生

我が家のテレビをデジタル放送に切り替

まれる前からダイエットかぁ。 [nakazato]

えた。チャンネル操作がめんどうになり同

完治したはずの花粉症が復活しかけてる

居人が怒っていた。

気配がします。

[.+]@impress.co.jp

[iseri]

[harada-m]

◎乱丁・落丁・CD-ROM 破損はお取替えいたします。
◎広告索引は 29 ページにあります。
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