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料を著作物に利用される 鳩合には、表記の権利者にお問い合わせ頂くことが必要です。
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ショナル株式会社、および資料をご提供頂いた各社になります。必ず。出所をご確認の上、

手続きをとってご利用ください。

●インプレスにお問い合わせ頂くもの

【表記1 】 インターネット白書'99c インプレス。

Access Media International&IAJ, 1999

この表記がついている資料は、株式会社インプレ ス、日本インターネット 協会（IAJ ）

アクセスメディアインターナショナル株式会社による本書独自の資料です。

【表8己2】 ｒ 酊71 各社資料を元に偏集部で作成

編集部が複数の資料を元に独自の構成をして作成した資料です。

【表記３】 町1ｒ71 編集部の独自調査

編集部が独自に調査して作成した資料です。

●問い合わせ方法

・個人のレポートや社内文書への利用
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２２　 ◆ インターネット白 書･ ９９

連絡先：〒１０２-００７５ 東京都干代田区三番町２０
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e-mail ：「elease@impress.co. 」ｐ

■アクセスメディアインターナショナルへお問い合わせいただくもの

【表記】lllｒｌ Access Media International, 1999

｢インターネット白書'99  c インプレ ス,｣ と併記してない場合は，アクセスメディアイ
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●問い合わせ方法
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TEL : 03-5467-5771
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・ 資料をご提供頂いた各社にお問い合わせいただくもの

【表記】111EI ～の資料 を元に作成

他メディア、企業、官庁などが発表しているデータを許可を得て、 独自に図版化して掲
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