
http://www.mswave.co.jp/

News Release!

（株）マルチメディアスクール･ウェーヴについて
http://www.mswave.co. jp/
全国に 11 校を有する、Web、DTP、プログラミングから資格取得まで選べるコースが
満載の Web・IT に特化したスクールです。PHP 講座の他にも、Ruby on Rai ls 講
座、Java 講座など Web エンジニアや Web デザイナーのためのスキルアップ講座の
豊富ラインナップを用意しております。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ 担当：笠原　美紗
Mail：elaward@mswave.co. jp   TEL：03-6279-4501
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◆e-Learning Awards 2012 フォーラムについて
人材育成、組織戦略の現状と未来を語り合う、e ラーニングを中心とした総合フォーラムです。
“ スマホ ”“ タブレット ”“ クラウド ”“ ソーシャルラーニング ”といった e ラーニングを強
力にバックアップするテクノロジーとの連携・統合などの最新動向も取り入れ、新た
なビジネス・雇用機会の創出、教育改革・学力の向上など、e ラーニングの普及・発
展に大きく寄与しうるものとなるよう、総力を上げて実施するものです。
当日は「第 9 回 日本 e-Learn ing 大賞」の授賞式・受賞発表イベントを実施する
ほか、鈴木寛参議院議員（元文部科学副大臣）、放送大学学園 白井理事長（元早稲田
大学総長）をはじめ、大手企業・大学・自治体等から集まった魅力的な講師陣による
多種多様な企画講演、および最新の e ラーニングサービスをご紹介する展示ブース
をご用意しております。

【会　期】：  2012 年 11 月 28 日 ( 水 ) 11:30-18:00
　　　　　 2012 年 11 月 29 日 ( 木 ) 10:00-18:00
　　　　　  2012 年 11 月 30 日 ( 金 ) 10:00-18:00

【会　場】：  東京 秋葉原 UDX
　　　　　  東京都千代田区外神田 4-14-1（JR 秋葉原駅徒歩 2 分）
【主　催】：  e-Learning Awards フォーラム実行委員会および
           　 日本工業新聞社 (フジサンケイ ビジネスアイ )
【入場料】：  無料　※要事前申込
【公式サイト】：http://www.elearningawards.jp/

併催企画：  第 9 回 日本 e-Learning 大賞 授賞式・受賞者講演
               2012 年 11 月 28 日（水）12:00 ～授賞式開催（入場自由）
               e ラーニング・オブ・ザ・イヤー ( 最優秀賞 ) ほか、
               経済産業大臣賞、文部科学大臣賞、総務大臣賞、厚生労働大臣賞、部門賞決定

以上

報道関係者各位

株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ
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マルチメディアスクールWAVEは
e-Learning Awards2012 フォーラムのスポンサーおよび講演を行います。

マルチメディアスクールWAVEは、2012 年11月 28日、29 日、30 日に開催される
「e-Learning Awards 2012 フォーラム」に、アカデミックスポンサーとして参加、講演
いたします。また、開催期間中はパネル･チラシ、および会場内設置機器にて弊社 eラーニ
ングについてご案内致します。

【テーマ】：スマートフォンを利用した eラーニング～アプリ内課金を利用したコンテンツの販売と導入事例について～

【日　時】：2012年11月28日（水）16:00 ～16:50　
【講　師】：マルチメディアスクールWAVE　取締役 CTO　橋本　謙太郎
【申し込み】：http://www.elearningawards.jp/program.html

＜講演概要＞
スマートフォンが急速に普及し、動画や書籍などの追加コンテンツの購入が可能となりま
した。これに伴い、eラーニングの動画をタブレット端末上で販売し、ストリーミングやダウ
ンロードによる配信も行うことができます。
現在のアプリ内課金やスマートフォン向けリワード広告のような新しいタイプのスマート
フォンにおけるマネタイズ動向やマーケティング手法の紹介とともに、それらを活用した弊
社の iPad（Apple 社のタブレット端末）向けサービス導入事例をご紹介いたします。

2012年11月14 日
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