
ITIT‐‐related information world NO.1related information world NO.1 GartnerGartner
ITIT informationinformation utilizationutilization briefing briefing 

（（J /E li hJ /E li h））（（Japanese/EnglishJapanese/English））
November 11November 11thth ＜＜ Registration not required ＞＞

【Time】 1st 10:00～10:30 Japanese／English
2nd 12:20～12:50 Japanese／English
3rd 17:00～17:30 Japanese

◆Contents "The Gartner report" which you  can utilize for the quotation to the 
choice of the study theme and a report, an article in a site enrolled in Waseda-Net 
portal "Research Service" of the study support

3rd 17:00～17:30 Japanese
4th 18:15～18:45 Japanese

【Place】 Nishiwaseda campus 63 Building  3rd floor Computer Room D

Research analysis report of Gartner that can be accessed and downloaded at Waseda Univ. 
◆ C t t d l th h th f h i d t ifi t h l h l

portal, Research Service  of the study support.
The use of a "Gartner report" summary and the portal site, the introduction about the 
report search method.
◆ Participants Waseda-net ID holder

◆ Contents and along the research theme of each industry-specific or technology as a whole, new 
developments and technology trends, for each industry, detailed information vendors, such as about the 
product / service 
◆ Topics IT more than 2,000 
◆ Report focused company, product, market, decision-making factors, tactical guidelines, case, and 
strategic planning

Utilization scene <example＞

・The choice of the study theme
・Quotation to a report and an article
・Intelligence of the IT technique trend
・Intelligence of the IT product market

Research analysis 

reports that were te ge ce o  t e  p oduct a et 
evaluation
・Information collection that you want to 
employment
・Study of the business English

investigated / 

analyze a wide range 

of latest information 

technology in the 

world

About Gartner

ガートナー ジャパン http://www.gartner.co.jp
Gartner,Inc.              http://www.gartner.com

About Gartner
Gartner is an independent IT research & adviser re-company of the IT industry's greatest scale.As for all of 
Waseda University, a market trend for IT of the world, a technical evaluation and future, reading of various 
reports of Gartner about user examples, downloading, quotation are possible.

ContactContact:: MSEMSE OfficeOffice msemse--seminar@mseseminar@mse..wasedawaseda..acac..jpjp



ITIT関連情報関連情報 世界世界NO.1NO.1ガートナーガートナー
ITIT情報活⽤情報活⽤ 説明会説明会ITIT情報活⽤情報活⽤ 説明会説明会

（⽇本語（⽇本語/English/English））
1111⽉⽉1111⽇⽇（⽕）＜参加登録（⽕）＜参加登録 不要＞不要＞1111⽉⽉1111⽇⽇（⽕）＜参加登録（⽕）＜参加登録 不要＞不要＞
時間：時間：1回⽬ 10:00〜10:30 ⽇本語／English

2回⽬ 12:20〜12:50 ⽇本語／English
3回⽬ 17:00〜17:30 ⽇本語3回⽬ 17:00 17:30 ⽇本語
4回⽬ 18:15〜18:45 ⽇本語

場所：⻄早稲⽥キャンパス場所：⻄早稲⽥キャンパス
６３号館６３号館 33階階 コンピュータルームコンピュータルームDD

◆内容 Waseda-Netポータル、研究支援の「Research Service」に登録

されているサイトで、研究テーマの選定やレポート・論文への引用に活用
可能な、「ガートナーレポート」概要とガートナーのポータルサイトのご利
用、レポート検索方法についてご紹介いたします。

早稲田大学で閲覧・ダウンロードできるガートナーのリサーチ分析レポート

◆参加対象 Waseda-net IDをお持ちの方

◆ 2,000以上のテクノロジ、アプリケーション、トレンドのITに関するトピック

◆技術全体または各業種固有のリサーチ・テーマに沿った内容や、トレンド、各業
種の新しい技術や発展、ベンダー、製品/サービスなどに関する詳細な情報

■ガートナーについて
ガートナーは、IT戦略および投資について最善の決断を下せるよう、テクノロジ⾯からのアドバイスを提

バ ザ供するIT業界最⼤規模の独⽴したITリサーチ＆アドバイザリ企業です。
早稲⽥⼤学の皆様は、世界中のITを対象とした、市場動向、技術評価や将来性、ユーザ事例などに関するガー

トナーの各種レポートの閲覧、ダウンロード、引用が可能です。
ガートナー ジャパン http://www.gartner.co.jp

Gartner,Inc.              http://www.gartner.com
問合せ先問合せ先: : 理⼯メディアセンター理⼯メディアセンター
msemse--seminarseminar@mse.waseda.ac.jp@mse.waseda.ac.jp
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