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「 And roid P ay 」 が 日本でもス ター ト --グ ー
グ ル と 楽天Ed y が 提携、フ ェリ カと の連携も
グーグルは12月13日、Androidスマートフォン向けデジタルウォレット「Android Pay」の国
内提供を開始した。同サービスのローンチは日本が9カ国目となる。
2016/12/13 17:10

企画特集

-P R-

定量的なコール分析を実現
著名人とつながれる 会員制
コミュニティ「D M M
Lounge」が刷新--新機能
「匿名サロン」も発表

アップル、「iOS 10.2」で画
面ショ ットを無音に設定可、
写真は控えめ シャ ッター音に
2016/12/13 11:58

2016/12/13 13:04

アップル、ソフトバンクの 10
兆円ファンド に出資か

着信前の状態まで見える化できる
ナビダイヤルのトラフィックレポート

「奉行シリ ーズ」電話サポート革命
着信前のコール件数を見える化して、
お客様企業の業務継続に貢献

マ イ クロソフト、AIに特化した
ファンド を設立

2016/12/13 10:56

2016/12/13 11:47

マ ルウェア対策にオス ス メ！！
AI技術を駆使！パターンファイルに
依存しないマルウェア対策とは！？

【調査】クラウド セキュリ ティ対策
クラウド利用/検討中の方へ

資生堂が推し進め る 世界に
勝てる ブランド 強化--JCM O
音部氏

Linuxカーネ ルに3件の 深刻
な脆弱性--早急にパ ッチの 適
用を

2016/11/21 07:30

セキュリティへの現状と課題をお伺いします

本当に「買い」なの か！？
投資対効果で考える
オールフラッシュストレージの新常識

「標的型サイ バー攻撃対策」新考
Spec ial

PR

導入・運用事例に見る！
ネットワーク可視化の本当の価値

「奉行シリ ーズ」の 電話サポート革命！活用事例をご紹介

中堅・中小企業の IT変革をサポート

「ナビダイヤル」の「トラフィックレポート」を利用したことで着信前のコール数や離脱

”ＪＢＣＣ×デル”の新タッグが解説する、

数など、コールセンターのパフォーマンスをリアルタイムに把握するに成功。詳細はこちらから

SMBこそハイパーコンバージドが効く理由

意思決定とビジ ネ ス 分析を統合

新着記事

クラウド型アナリティクスが創造する
市場で勝つための新しいビジネススタイル

腕輪型ス マ ートトイ 「M off」を介護予防やリ ハ ビリ で活用--三菱総合研究所と提携
2016/12/13 18:21

次世代の サーバにはどんな技術が？
PCサーバ出荷台数世界1位(*)となった
Dell EMC、次世代の製品開発の方向性と戦略

京王電鉄、「京王アプリ 」で新たに列車走行位置の リ アルタイ ム 表示サービス を提供

D evOpsをクラウド で始め る 【前編】
必要なものが全て揃った

2016/12/13 14:15

Oracle Cloud Platformがスタートに最適

新しい道路を自動で地図に反映--KD D Iとナ ビタイ ム がカーナ ビアプリ に新機能
2016/12/13 14:00

ス トレージ を制す はIoTを制す
データの取得・活用を支える！
デジタル変革に必須となるストレージとは？

価値ある データを集め 活用す る 方法
Uberでは有名人や元交際相手の 追跡も可能か--元従業員が提訴

デジタル変革のためにまず踏む出すべき一歩
埋もれている自社のデータ活用が鍵

2016/12/13 12:24

企画特集一覧
未 来 へ の ヒン トが みつか る次 世 代 デ ジ タル 戦 略

面白法人カヤ ックの 「エゴサーチ採用」--検索結果が“履歴書”に

C N E T ど っち

2016/12/13 11:17

物件リ アルタイ ム 査定「IESH IL」、参入から1年で感じた不動産業界の 変化

「Pokemon GO」の国内配信から4カ月、まだ遊
んでる？

2016/12/13 11:13
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2016/12/13 11:13

ネ ットギアの 一部ルータ製品に深刻な脆弱性
2016/12/13 10:55

CNET どっち一覧
「Skype Translator」が固定電話や携帯電話への 通話でも利用可能に--「Skype」の
プレビュー版で
2016/12/13 10:45

画面を搭載す る 「Window s 10 IoT Core」端末で「Cortana」をサポートへ
2016/12/13 10:33

グ ーグ ル、キーボード アプリ 「G board」の Android版をリ リ ース --米国で
2016/12/13 10:09

記事一覧
ホワイ トペーパ ー

編 集 部 おす す め

読まれている記事

経営

セキュリティ

クラウドコンピューティング
D eN A運営「WELQ」の 発注先だっ
たクラウド ソーシング 、大手2社の 対

「iOS 10.2」が正式リ リ ース --気に
なる 変更点をチェック

ビジネスアプリケーション

モバイル
マーケティング

応は？
ネ ットに蔓延す る 虚偽ニュース にだ
まされない方法

アップル、「iOS 10.2」で画面ショ ッ
トを無音に設定可、写真は控えめ
シャ ッター音に

嘘の ニュース は確証バイ アス を肥や
しに成長す る

「Android Pay」が日本でもス ター
ト--グ ーグ ルと楽天Edyが提携、
フェリ カとの 連携も

朝日イ ンタラクティブからの お知らせ
「ZDNet Japan トップインタビュー」：CEOや
CIOが毎回登場（毎週木曜更新）
【採用情報】正社員：媒体営業の新しいメン
バーを募集中！

パ ナ ソニックの “貼る 化粧”メイ ク

著名人とつながれる 会員制コミュニ

アップシートはこう して生まれた

ティ「D M M Lounge」が刷新--新
機能「匿名サロン」も発表

なぜ 、女子高生はInstagramで「バ

画面を搭載す る 「Window s 10

トン」をす る の か？

IoT Core」端末で「Cortana」をサ
ポートへ

Android狙う マ ルウェア

面白法人カヤ ックの 「エゴサーチ採

「G ooligan」、100万超の G oogle
アカウントに被害

用」--検索結果が“履歴書”に

次期iPad/iPh oneはホーム ボタン

フジ テレビ、「Pokemon G O」の ド

を廃止か--Appleニュース 一気読
み

キュメンタリ ー番組を制作--開発現
場の 舞台裏を初公開

ジ ョ ニー・アイ ブ（アップル）という 何

AI食料品店「Amaz on G o」でレジ

とも気になる 存在

係が消える ？--起こりう る 変化を予
測

フォ ト レ ポ ー ト

社内DJ、勝負服貸し出しとユ

ボタンを押すだけで日用品が

ビートたけしさんや藤原竜也さ

アマゾン、最新の“運搬ロボ”を

ニークな社内制度を採用する
「博報堂アイ・スタジオ」

届く「Dash Button」を試す-セットアップから購入まで

んら俳優陣がそろって登壇-PS4「龍が如く6」完成披露会

国内初公開--その名も
「Amazon Robotics」
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アマゾン、ボタンを押すだけで
日用品が届く「Dash Button」

懐かしのリズムアクション「パ
12月1日は世界エイズデー-ラッパラッパー」がPS4で発売- アップルストアで恒例の赤いロ

写真で見る「Daydream
View」--スマホ装着の仕組み

を日本でも発売

-体験版が12月5日配信

や使い心地をチェック

ゴ、新（RED）グッズも販売

グ ル ー プメ デ ィ ア

テクマトリックスなどが上昇--12月13日の国内

学びばこ：WordやPowerPointから独自の教材

IT株動向

が作成できるeラーニングシステム

セールスフォースとCCCが提携、Marketing

経費BankII：複数の承認ルートに対応の経費

CloudとTポイントをデータ連携

精算--申請書もカスタマイズ

導入数1位はAWS、検討数1位はAzure--MM
総研が国内クラウド動向調査

2020年までのロボット技術予想--ロボット・ア

NTTドコモなどが上昇--12月12日の米IT株動
向

「Windows Defender」のコマンドライン活用
術--より高度な機能の実行を可能に

ユーロポールと13カ国の警察当局が連携、
DDoS攻撃ツール利用容疑の若者ら拘束

スマホの内線化や在宅での社用電話--運用効
率と利便性を高めるPBX 5選

中国景気に回復色--円安・トランプ期待に続く
追い風に

軽技Web：データの検索や分析に専門的な知
識や技術が不要なBIツール

DevOpsをクラウドで始める 【後
編】──Oracle Cloud Platformで、ここまで自

ノロウイルスどう防ぐ？手洗い徹底、トイレふたし
て流す

ズ・ア・サービスや最高ロボット責任者も

動化＆簡単化！

ロシアの主張は冷戦時代の論理

Ziddyちゃんの「私を社食に連れてって」：日本
工学院の学食で若者向けランチに大満足編
DevOpsをクラウドで始める 【前編】──必要
なものが全て揃ったOracle Cloud Platformが
スタートに最適
「Java EEをクラウド時代のプラットフォームとし
て大きく発展させる」 Java EE 8の変更、Java
EE 9を新たに提案──JavaOne 2016基調講
演まとめ
企業のアプリケーション開発担当者は必聴！ 12
月2日は「Javaで創るクラウド時代のエンタープ

領土交渉は

前途多難
ロシア高官「信頼醸成が前提」
しい見通し

首脳会談に厳

ファイナル４連覇の羽生結弦が帰国
全然ない」
南京事件から７９年
中国

「充実は

追悼式典に１万人参列

西宮市長、中高生に校内喫煙の経験語る
議会が問題視

市

ライズ開発」へ──Java EEに対するオラクルの
最新提案をアニール・ガー氏が解説
“持たざる設備＆IT”で需要増大に応える──
三菱重工航空エンジンが「Oracle Java Cloud
Service」の上で加速するサプライヤーとの協業
推進

ホーム

3 of 4

3.11

デジタル製品

CNET_ID

フィード

Generated by HeartRails Capture 1.0.4

朝日インタラクティ
ブ

2016/12/13 20:19

ニュース
製品・サービス

特集
インタビュー

企業・業界
社会
オフトピック
トピック
解説

オピニオン
CNET Japan ブログ
パネルディスカッション

モバイル

新規登録

RSSフィード

PC

ニューズレター

Twitter

AV

検索

http://japan.cnet.com/
ブ

サイトマップ

ZDNet Japan
builder by ZDNet
Japan

デジタルカメラ

TechRepublic Japan

アップル

Tetsudo.com

エンターテインメント

CNETどっち？
CNET Japan STREAM

タグ

リリース
イベント
記事一覧

The Japanese edition of 'CNET' is published under license from CBS Interactive, Inc., San Francisco, CA, USA. Editorial items appearing in 'CNET Japan' that were originally
published in the US Edition of 'CNET', 'ZDNet', 'TechRepublic', 'GameSpot' and 'CNET News.com' are the copyright properties of CBS Interactive, Inc. or its suppliers.
Copyright (c) CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved. 'CNET', 'ZDNet' 'GameSpot' and 'CNET News.com' are trademarks of CBS Interactive, Inc.
個人情報保護方針

利用規約

訂正

広告について

運営会社

当サイトは最新ブラウザでの閲覧を推奨します。
Copyright (c) 2016 ASAHI INTERACTIVE, Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

4 of 4

Generated by HeartRails Capture 1.0.4

2016/12/13 20:19

