○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.

5 月 28 日発売

7 月号

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.
○編集協力・デザイン

クリエイターズギルド

○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

孫 正義 ソフトバンク社長

岩崎 裕行
○定期購読

［誌上展示会］

村田 哲史
山下 純一

アクセスログ解析ツール

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

◎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。

○制作管理担当

原田 麻衣 [harada-m]

○編集

仲里 淳 [nakazato]
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]

E D I T O R S

N O T E S

堀田ブロム有利江 [horita]
青山 祐輔 [aoyama]
三橋 昭和 [mihashi]

会社のそばには桜の名所があるのですが

に・・・

花見をする暇もなく、桜が散ってしまいま

ある売店でマイルスデイビスのご機嫌な

した。切ない。

DVDを買ったが、いまいち怪しい。そこで、

○編集長

井芹 昌信 [iseri]

六十〇ハップ（むとうはっぷ）
が足裏の角質

正規のルートで同じ DVD を買い、比べ

○発行人

井芹 昌信 [iseri]

除去に効くということで使ってみた。いや

てみた。しっかりしていた。

ぁもう驚いた。お試しあれ。 [nakazato]

ケータイで最近はやりの電子書籍を読み

iPod にお茶こぼした。

始めた。画面の文字量が少ないのでペー

[iwamot-y]

[harada-m]

仕事柄いろんなメールがきますがどれも、
フィッシングらしきものも多く、メール不信

[nakajima]

○副編集長

中島 由弘 [nakajima]

[mihashi]

ジめくりが早く、読破感が心地いい。
[iseri]

[.+]@impress.co.jp

◎乱丁・落丁・CD-ROM 破損はお取替えいたします。
◎広告索引は 25 ページにあります。
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