インターネットマガジン 創刊記念

読者プレゼント／読者モニター募集／アンケート調査
インターネットマガジン創刊に際して、読者プレゼントおよび

また、同時にアンケート調査を実施させていただきます。日本

読者モニターの募集をします。応募は、はがきと電子メールの２

のインターネットはまだ始まったばかりで、私たちも暗中模索の

通りで受け付けますので、どんどんご応募ください。

状況です。読者の皆さんのプロフィールを教えていただき、今後

特にインターネットマガジンでは、電子メールを積極的に活用
していきたいと考えています。インターネットからのダイレクト
な電子メールはもちろん、最近はパソコン通信サービスからもイ
ンターネットの電子メールを送れるようになってきています。電
子メールを利用できる方は、ぜひ電子メールで応募ください。

の記事作りの参考にしたいと思っています。
プレゼント／モニター／アンケートの応募方法は、158 ページ
に掲載しています。
Special Thanks ：製品やノベ ルティなど を提供してくださった各社様、
ありがとうございました。

読者モニター募集
読者モニターを募集します。モニターの選定は、製品を使用できる方に限らせていただきます。なお、モニターになられた方に
は、後日、使用レポートを提出していただきます。

● SS4251WW
標準価格 298,000 円
B5 ファイルサイズ・サブノートパソコン
CPU:SL Enhanced i486SX（25MHz）
／メモリ:4MB ／内蔵 HDD:120MB ／
3 . 5 " 着 脱 式 内 蔵 F D D × 1 （ 3 モード
式）／ディスプレイ:白黒 64 階調液晶／
ポインティングデバイスとしてアキュポ
イント採用／バッテリ駆動時間:約 2.4 〜
4 時間／ Windows 3.1 & MS-DOS 6.2/V
をインストール済み

M-2 : コードレス電話 1名様
提供：株式会社大興電機製作所
● CLR102A 強力小電力形／盗聴防止／留守番電話機能付

M-3 : CHAMELEON TCP/IP for Windows 1名様
提供：株式会社フォーバル クリエーティブ
● Windows 専用 TCP/IP接続ソフト
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M-1 : 東芝 DynaBook SS 1名様
提供：株式会社インプレス

M-4 : MICROCOM MICROPORTE 2 名様

M-5 : ノバシティー英会話 CD 2 名様

提供：株式会社 NTT PC コミュニケーションズ
● MNP クラス10 対応モデムHyper Pockemo

提供：株式会社エヌ アイ エス
● Macintosh 版
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読者プレゼント

A-1: CD キャリー5 色セット 50 名様
提供：エフティ技研株式会社

B-1: 多機能時計 5 名様
提供：デルコンピュータ株式会社

E-1: クリーニング CD 5 名様
E-2: MO ディスク 5 名様

F-1: オーガナイザー [Windows 対応] 3 名様
F-2: キャップ 5 名様

提供：マクセルメディアサービス株式会社

提供：ロータス株式会社

I-1: ポロシャツ3 名様 I-2: クロスボール
ペン1 名様 I-3: テレホンカード5 名様
提供：株式会社ジャストシステム

J-1: A4 書類ケース 3 名様
J-2: テレホンカード 3 名様

M-1: アメリカオンライン 4 名様
M-2: テニスボール + タオル 3 名様

N-1:PC-VAN ウエルカムキット10名様 N-2:マウスパッド
N-3:スーパー文具セット N-4:三色水性ペン 各 5 名様

提供：日本スプリント株式会社

提供：日本電気株式会社

Q-1: T シャツ 5 名様
Q-2: テレホンカード 10 名様

R-1: 世界時計 5 名様
R-2: マウスパッド 10 名様

提供：日本オリベッティ株式会社

提供：日本シスコシステムズ株式会社

C-1: ナショナルチタン電気シェーバー 3 名様
C-2: 日立電動歯ブラシ 2 名様

D-1: 世界時計 10 名様
D-2: T シャツ 4 名様

提供：ネットワンシステムズ株式会社

提供：ノベル株式会社

G-1: スタータキット 3 名様
提供：株式会社アスキー

H-1: T シャツ3 名様 H-2: メモクリップ10 名
様 H-3: ロゴ入りペン 10 名様
提供：株式会社インターネット イニシアティブ

K-1: カメレオンぬいぐるみ 2 名様

L-1: システム手帳 4 名様
L-2: テレホンカード 10 名様

提供：株式会社フォーバル クリエーティブ

提供：株式会社ソリトンシステムズ

提供：株式会社フジクラ

O-1: カメレオンぬいぐるみ 4 名様 O-2: ジーソ
フト・ウルトラファックス [Windows 対応] 3 名様
提供：住友金属工業株式会社

P-1: プラスワードショップ 5 名様

S-1: インターネットマガジンロゴ入りCD

T-1: インプレスマグカップ 10 名様

ケース 10 名様
提供：株式会社インプレス

提供：株式会社インプレス
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提供：第一紙業株式会社
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応募方法

読者プレゼントおよび読者モニターへの応募は、本誌の綴じ込
みはがきを利用する方法と、電子メールを利用する方法の２通
りがあります。

（郵政省メール）
はがき
で

応募する方法

本誌の綴じ込みはがきの該当欄に、プレゼント
（またはモニター）
番号と住所／氏名、
できればアンケート回答を記入してお送りくだ

読者プレゼ ント

さい 。

希望の方へ

「読者プレゼントを希望」の欄にプレゼント番号を記入してお送
りください。プレゼントの応募締切は10月 15日です（当日の消印
有効。電子メールの場合は送信日）。応募多数の場合は抽選とさ
せていただきます。当選は、次号誌上にて発表いたします。

電子メール で

応募する方法

インターネットからダイレクトの電子メールと、パソコン通信サ
ービス（NIFTY-Serve、PC-VAN、ASAHI ネットなど）からの電子
メールで応募できます。
(1) まず、編集部の情報窓口（アドレス
：ipmag-box@impress.co.jp）

読者モニターに

に電子メールを送ってください。その際、メールの本文の１行目

応募する方へ

に「#form」とだけ記入しておいてください。

「読者モニターに応募」の欄にモニター番号を記入してお送り
ください。読者モニターの応募締切は 10 月 15 日です（はがきの
場合は当日の消印有効。電子メールの場合は送信日）。応募多
数の場合は抽選とさせていただきます。当選は、次号誌上にて発
表いたしますが、ご本人には直接ご連絡します。

(2) 編集部はそれを受け取り、 読者はがきの内容と同等の記入
フォームを返信します。
(3) 次に読者は、その記入フォームにエディタやワープロなどを使っ
て、回答を記入します。
※パソコン通信をご利用の方は、まず記入フォームをダウンロー
ドしておきます。
(4) 最後に読者は、 記入済のフォームを編集部に返信します

アンケート 調査の

（アドレスは同じ）
。

お願い

※パソコン通信をご利用の方は、まず記入済フォームをアップロ

はがき、または電子メールでアンケート調査にご協力ください。
応募方法は、はがきの場合は次ページのアンケート項目を読み、
回答をご記入のうえ、郵送してください。電子メールの場合は、
「電子メールで応募する方法」をご参照ください。

ードしておきます
(5) これでOK です。受け取りのご返事はお出ししませんのでご
了承ください。
パソコン通信からインターネットへの電子メールの詳細は、104 ページに関連
記事があります（BBS ユーザーのためのインターネット入門、山田祥平）
。

創刊期待号プレゼント当選者発表
＜茨城県＞
鈴木 登
＜栃木県＞
西橋 香奈子
＜群馬県＞
多胡 志津男
＜埼玉県＞
伊藤 誠一
小林 裕一
櫻井 博文
竹中 光
森山 英明
和田 光教
＜千葉県＞
川口 宏
酒井 和久
林 孝雄

柳田 正博
山本 巌
＜東京都＞
秋山 實
飯塚 宣男
一井 信吾
浦城 康弘
岡田 長治
柏木 秀幸
金子 誠
鎌田 康史
河合 和順
北島 竜也
北野 博之
栗原 好昭
小坂田 明広
近藤 秀樹

松山 直道
毛利 隆夫
森ヶ崎 正人
山本 忠裕
吉田 悠樹彦
吉原 匠
米沢 典剛
渡辺 仁
＜神奈川県＞
加登岡 隆
小林 文明
五味 和洋
佐久間 矢優暉
笹部 哲郎
清水 純
下條 敏男
竹居 正浩

作間 孝志
櫻井 智明
佐藤 淳
佐藤 実
柴山 敦史
鈴木 直彦
高井 祐二
高橋 登
田中 秀岳
富澤 明男
西牧 哲也
野澤 肇
長谷部 宏
兵頭 誉志
前田 真樹
牧田 浩幸
増田 誠士

田尻 元秀
出口 範嗣
中川 久雄
成瀬 英隆
芳賀 敏紀
林 周志
藤原 隆人
保坂 丈世
松本 豊
吉井 章二
＜長野県＞
阿藤 浩一
福島 礼史
＜山梨県＞
岡 裕人
＜静岡県＞
大庭 康生

※プレゼント品目は当社にて振り分けさせていただきます。ご了承ください。
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鈴木 教郎
原子 拓
＜愛知県＞
保黒 政大
水野 勝教
米村 資裕
＜滋賀県＞
武田 善樹
＜奈良県＞
越桐 國雄
森 晴信
＜京都府＞
浅野 義夫
小野 秀貴
藤井 直人
＜大阪府＞
明石 創

飯島 昭博
古賀 昭博
笹原 辰夫
麓巖
森本 茂樹
＜兵庫県＞
有岡 真
岡野 淳
藤本 直彦
吉田 領介
＜福岡県＞
加嶋 啓章
下園 幸一
＜大分県＞
長尾 誠
＜熊本県＞
富永 伸哉
以上100名様（敬称略）

読 者アンケート

q 読者プレゼントを希望

t パソコン通信サービスの電子メールアドレス（ID）をお持

プレゼント番号を記入してください（3 個まで可）。

ちですか？
ａ） １：はい

w 読者モニターに応募

２：いいえ（いいえの方は6 へ）

ｂ） アドレス名

モニター番号を記入してください（1 個のみ）。

e 本誌の記事について、面白いものは1、どちらでもないもの

ｃ） 主な用途は何ですか？

y インターネットの電子メールアドレスをお持ちですか？

は2、つまらないものは3、読まなかったものは4 を選んで

ａ） １：はい

２：いいえ（いいえの方は7 へ）

ください。

ｂ） アドレス名

(a)

これがインターネットの世界だ

ｃ） インターネットで何をしていますか？（複数回答可）

(b)

パソコンで始めるインターネット

1. メールを読み書き

(c)

インタビュー 村井純

2. ニュースを読み書き

(d)

インタビュー エドワード・クロール

3. ftp

(e)

パソコン通信 vs インターネット

4. telnet

(f)

TCP/IP ソフトウェア[Windows 編]

5. Gopher

(g)

すごいネットワークゲームがやって来た DOOM

6. www(Mosaic)

(h)

BBS ユーザーのためのインターネット入門

7. その他

(i)

業者を呼ばないネットワーク接続講座

(j)

インターネットのある暮らし

ｄ） メールソフトは何を使っていますか？（複数回答可）
1. ucb-Mail

(k)

ISDN 探検隊

2. MH(mh-e)

(l)

Welcome to the Internet

3. Elm

(m)

日本に根づくか インターネットカルチャー

4. Eudora

(n)

news.

5. Chameleon-Mail

(o)

HOW THE INTERNET WORKS

(p)

後藤滋樹の新・社会楽

(q)

市民の声とインターネット

(r)

BOOK REVIEW

(s)

YELLOW PAGE No.1:Music

(t)

付録：インターネットリソースＣＤ

(u)

付録：インターネット素朴な疑問、一問一答

6. その他
ｅ） アドレスを取得したのはいつですか？

u インターネットにどんなことを期待しますか？
i 編集部へのご意見、ご要望をお願いします。
o 今後、電子メールによるお知らせをしてもいいですか？

r コンピュータをお使いですか？
ａ） １：はい

１：よい

２：よくない

２：いいえ（いいえの方は5 へ）

ｂ） 主にどこでお使いですか？
１：自宅
ｃ） 機種名

２：会社

３：自宅と会社で
ありがとうございました。

ｄ） ＯＳ名
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定期購読のお申し込み

インターネットマガジンでは、年間定期購読を受け付けていま
す。年間購読を申し込まれた方には、インプレスの特製ノベルテ
ィを差し上げます。

(4) 最後に読者は、記入済のフォームをインプレスに返信します
（アドレスは同じ）
。
※パソコン通信をご利用の方は、まず記入済フォームをアップロ

なお、お申し込みは、電話注文と電子メールによる注文の２
通りがあります。

ードしておきます
(5) これでOK です。

電話で

注文する方法

株式会社インプレス販売、TEL 03 -5275 -2442、FAX 03 -5275 2444 に、ご連絡ください。申し込み用紙をお送りします。

お 支払い 方法
申し込み記入用紙に記入するときに、クレジットカード、振り
込みの、どちらかお選びください。クレジットカードは、DCカード、
MASTER CARD、VISA がご利用でき、引き落としは申し込み後
25日〜45日になります。振り込みの場合は、申し込み用紙到着後

電子メールで

注文する方法

インターネットからダイレクトの電子メールと、パソコン通信サ

に振り込み用紙をお送りします。銀行または郵便局から、お支払
いください。

ービス（NIFTY-Serve、PC-VAN、ASAHI ネットなど）からの電子
年間（６冊）予約購読料

メールで注文できます。
(1) まずインプレスの販売窓口（アドレス：ipmag-sales@impress.co.jp）

（送料当社負担 ）11,880 円

に電子メールを送ってください。その際、メールの本文の１
行目に「#form」とだけ記入しておいてください。
(2) インプレスはそれを受け取り、注文フォームを返信します。

お問 い合わせ

(3) 次に読者は、その注文フォームにエディタやワープロなどを
使って、必要事項を記入します。

株式会社インプレス販売

※パソコン通信をご利用の方は、まず注文フォームをダウンロー

東京都千代田区三番町 20

ドしておきます。

TEL 03-5275-2442、FAX 03-5275-2444

インプレス特製ノベルティ

No.2

No.3

●●マグカップ

●●●ボールペン & クリップ

No.1
● INTERNET MAGAZINE ロゴ
入りCD ケース

※お好みのノベルティを注文時にご指定ください。
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［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
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