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3-3 情報サービス・アプリケーション
資料3-3-1 携帯電話による情報サービスの利用有無 194
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資料4-6-1 ウェブサイトの内容 257
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資料4-6-8 個人情報保護方針の掲載状況 260

資料4-6-9 ECへの取り組み状況 261

資料4-6-10 全体の売上に占めるB2Cの比率 261

資料4-6-11 来年度のECの売上増減見込み 262

資料4-6-12 アフィリエイトの導入状況 262
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