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食べ物サーバーの大特集。レシピあり、
レストラン
情報あり、
飲み物もソフトドリンクからビールまで。
ダイエッ
ト中の人は、
のめりこまないように要注意。

Rolling Your Own Sushi

図解と英語で解説する太巻
寿司の作り方が圧巻

ACCESS to http://www.rain.org:80/~hutch/sushi.html

非常に実戦的な、
いわば
「How to」
ものなのだ。
まずはていねいな寿司用語解説から始まっ
て、寿司づくりに必要な道具の説明、素材
とその入手法、シャリの準備、卵焼（Sushi
Omelet）
、カリフォルニア・ロール、太巻、
巻寿司、手巻寿司（Hand Rolls）
、にぎり
寿 司 （ Hand-Made Sushi）、 押 寿 司
（ Pressed Sushi）、 稲 荷 寿 司 （ Stuffed
Fried Bean Curd Sushi）
、軍艦ずし（Boat
Sushi）……と、英訳を見るだけでも楽しい。
特に図解までを入れて解説してある巻物関係
日頃当たり前だと思って見過ごしているこ

がある（かもしれない）のが、
「日本の寿司

とも、別の国の言葉で子細にわたって解説さ

屋は英国におけるパブである」と喝破する

れてしまうと、変に面白い。また、そこまで

Mark Hutchenreuther 氏のこのページだ。

自分が理解していて、ちゃんと説明できるか
どうか、不安になってしまう……そんな発見

とは言っても、別に肩肘張った日本の食や
寿司の文化論を展開しているわけではない。

は圧巻だ。
おおよその作り方を知っている日本人にと
っては、寿司づくりのプロセスがこういうふ
うに解析・記述されるのか、との感慨もひと
しお。チラシや刺身などの解説もある。
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EXPO Restaurant
Le Cordon Bleu

パリの料理学校「Le Cordon Bleu」
で教えられる料理のレシピ

ACCESS to http://sunsite.unc.edu/expo/restaurant/restaurant.html

が集まってくるという。
このページには曜日ごとに一週間分、毎日
INTERNET

違った料理が紹介されているが、そのほとん
どがマスターシェフによってカリキュラムの中
で教 えられるもの（「 Le Cordon Bleu at

YELLOW

Home」という書籍から抜粋）
。それも前菜
からメインディッシュ、デザートと、一食分
のコースが丁寧に記述されている。

PAGES

実際に内容を見てみると、大人数用の量
と見慣れない名詞、手に入りにくそうな材料
に面食らってしまうが、プロセス自体はわり
ウェブ上で開催されている仮想世界博覧

星数で知られるレストランの多くのシェフを

と簡単に見える。だが、これをプリントアウ

会 。 その中 のレストランがこのページ

生んだフランスの著名なクッキングスクール

トして誰かに挑戦してもらえるような幸運な

で、毎年フランス料理の伝統と最先端のテク

人以外は、最初からレストランに出かけるこ

ニックを学習するため、世界50 カ国から生徒

とを考えたほうが現実的かもしれない。

「Restaurant Le Cordon Bleu」だ。
「ル・コルドン・ブルー」は、ミシュランの

Recipe Archive Index

学生の片手間作業とは思えない膨大な
レシピ集

ACCESS to http://www.vuw.ac.nz/who/Amy.Gale/recipes/index.html

っとウェブで眺めるには物足りないのだが、簡
単な料理であれば必要十分な記述だ。
これ以外にも、彼女の手によって集められ
たインターネット上の別のフードや料理関係
のページが「A List of Food and Cooking
Sites」
（jhttp://www.vuw.ac.nz/who/
Amy.Gale/recipes/other-sites.html）にあ
り、ゼネラルなレシピを集めたサイト、エス
ニック料理、ベジタリアン料理、飲み物、世
界各地のレストラン情報、コマーシャルサイ
トなどへのリンクが張られている。
ニュージーランドはビクトリア大学の大学

ピザ、シーフードやサラダ、ダイエット料理

アクセスに若干時間がかかるときもあるが、

院生エイミー・ゲール女史が作成したレシピ

まで、主に彼女自身の手になるものやニュー

ここをスタートにして興味のある分野をチェ

集だ。

ズグループの仲間から寄せられた、ありとあ

ックすれば、インターネット上のあらゆるフー

らゆる種類の料理のレシピが掲載されている。

ド＆クッキング関係のリソースが分かると考

レシピは文字だけのシンプルなものなのでちょ

えていいだろう。

アペタイザやスナックから、パン、ビスケッ
ト、ケーキ、キャセロール、肉料理、パスタや
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TODD & HOLLAND
TEA MERCHANTS

世界のお茶なら何でも揃うイリノイのお茶屋
さん

ACCESS to http://branch.com:1080/teas/teas.html

商が扱うのは、世界中から集められる250 銘
柄のお茶で、カタログに挙げられているのは、
値段が1/4 ポンド（約 80 杯分に相当）20 ド

INTERNET

ルから最高200 ドルまでのもの。紅茶は自家
ブレンドをはじめ、インドを中心にアッサム、
キーマン、ニリギリス、セイロン、ダージリ

YELLOW

ンなど40 種類、中国からは鉄観音をはじめ
とした5 種類のウーロン茶やジャスミン茶な
ど、緑茶としては中国茶のほか、日本からも
番茶や煎茶、玉露などが登場する。
これ以外にも、5 種類のお茶のギフトセッ
世界中の人はお茶派かコーヒー派かのどち

「black tea（紅茶）
」
、醗酵させない「green

トや月ごとに1/4 ポンド（あるいは1/8 ポンド）

らかに分かれるという……そんな話があるか

tea（緑茶）
」
、そしてその中間にあたるのが

のお茶の詰め合わせを送ってもらうという楽

どうかは知らないが、お茶の世界が3 つに分

半醗酵の「oolongs tea」だ。

しそうなサービスがあり、オンラインで注文

けられるのは本当だ。まずは葉を醗酵させる

イリノイ州リバーフォレストにあるこのお茶

DINING

できる。

外国人短期滞在者のための日本の食（＆飲）
生活ガイド？

ACCESS to http://www.ntt.jp/japan/TCJ/DINING/00.html

場、回転寿司といった話題をはじめとして、
ラーメンや狐うどん、天丼、てんぷら定食と
いった、いかにも日本のサラリーマンが食べ
そうなメニューが写真とともに解説されてい
る。
また「おしぼり」の使い方や割箸の割り方
といった食事のマナーから、さらに話は飲酒
に及び、炉端焼パブや赤提灯、焼鳥屋の解
説もある。また、養老の滝などのチェーン店
を安心できる価格とする一方、
「ホステスの
いるクラブには他の人が勘定を持ってくれる
日本の食文化……というより、サラリーマ
ンの食と酒の生活文化を中心に英文で解説

と思われる、日本の飲食習慣についての記述

とき以外は、金額が天文学的な数字なので行

が面白い。

かないように」といったティップスや「ボトル

しているのがこのページだ。おそらくは日本

昼食時の「定食」やショウケースの中のプ

に短期企業留学したと思われる外国人の視点

ラスチック見本、立ち喰いそば、弁当、屋

から書かれた（あるいはその予定の人向け？）

台、穴場としてのデパートの地下食品売り

キープ」という仕組み、
「乾杯」の仕方まで
がカバーされている。
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Lunch is Served

内容の濃いフード関係のページの中の、
まさにスナック的存在

ACCESS to http://speckle.ncsl.nist.gov/greg-bin/lunch

み合わせという3 つの食べ物の画像が出てく
る。気に入らないものがあった場合には、そ
の項目をクリックすると画面が描きかえられ
INTERNET

て、別のものが出てくる……でも自分で選ぶ
ことはできない……という具合。どうして親
しみを感じるのかを考えてみると、なんのこ

YELLOW

とはない、アメリカの大学生やサラリーマン
が食べている普通の昼食の組み合わせだから
だ（とは言っても、これだけ食べればかなり

PAGES

の量にはなる）
。
何を食べようか、考えるのも面倒くさいレ
いろんなフード関係のホームページを眺め
ていると、あまりにグルメな食事だったり種
類が多すぎたりして、
「実際こんなものばかり

んなときにホッとした気分にさせてくれるのが

イジーな人は、ここをのぞいてみると良いヒ

この「Lunch is Served」だ。

ントが見つかるかもしれない。また、これの

アクセスした途端、選ぶ間もなく「Your

日本版を作るとしたら、何を入れて、どうい

食べてるわけはないし……」なんて考えて、

order has arrived（おまちどう！）
」と言わ

う組み合わせにしたら面白いか、考えてみる

ちょっとばかり食傷気味になってしまう。そ

れて、ドリンクとサンドイッチ、デザートの組

のも一興。

AmrisHome

栄養価もちゃんと考えた手軽な料理を
紹介

ACCESS to http://www.iijnet.or.jp/amris/index.html

例えば「ほたてのグリーンピースがけ」
「お
からクッキー」
「いわしワンタン」
「あっさり
キンピラ」
「しゃきしゃきサラダ」といった具
合。
出来合いのメニューではなく、ちょっとし
たアイデアをいかして、楽しみながら家庭で
オリジナルな料理を作っているという雰囲気
が伝わってくる。眺めていると、材料から準
備、料理手順、でき上がり写真と栄養価ま
でがちゃんと書いてあるから、
「ちょっと作っ
てみようかな」という気持ちにもなってしま
インターネット環境を使ったコミュニケー

「なんば式活生気功」といったものやペット紹

う。こういうページをガールフレンドに見せる

ションサービスを提供している有限会社「あ

介、
「ねこギャラリー」など、作り手の生活

と、彼女がどれくらい家庭的か分かるかもし

むりす」が提供しているホームページは、い

が見えてきそうな内容。中でも「食事は健康

れない。

かにもスモールビジネスという雰囲気だ。同

の基本です」と紹介されている「手軽に作れ

社の業務案内とともに、
「中國西域旅行記」

る料理」がなかなかなごめる。
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3 月現在で5 点と、まだメニューは多くな
いが、これから充実するのが楽しみだ。
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Sapporo LAMeN Server

札幌発で全国制覇を狙う（？）ラ
ーメン情報の本拠地

ACCESS to http://www.sapmed.ac.jp/satui/std/mkonishi/misc/la-infoj.html

まる「サッポロラーメン屋ガイド」は、
「最
近（元）店員が金に困って狂言強盗をやら
かした」とか「解剖学第二講座の石田助教
授御推薦の店」といったちょっとしたコメ

INTERNET

ントが面白い。
また「札幌のラーメン屋」では同大のラ
ーメン愛好者数名の調査による札幌市内50

YELLOW

店以上のラーメン店のチェックリストが掲載
されている。好きでなければとてもできない
力のこもった企画！

各評者ごとに選んだ

ラーメンについての10 点法による総合評価
札幌医大が運営（まさか？）するラーメン
情報のサーバー。同大が作成する「札幌ラー
メン屋ガイド」
「札幌ラーメン屋診療録」に

ク（一部工事中）もあり、ラーメン好きなら

はもちろん、
「値段」
「ラーメンの具」
「麺」

是非チェックしたいページだ。

や「スープ」へのコメントに加えて「店の

「札幌といえばラーメン、ラーメンといえば

雰囲気、清潔さ、経営者の態度、到着ま

加 えて、 関 西 、 関 東 、 東 京 、 荻 窪 、

札幌。札幌ラーメンに憧れてこの地を訪れる

での時間」などもしっかりリストされてい

Lamen-ML より転載された全国版へのリン

あなたのために、札幌医大が推奨……」で始

る。

Chocolate Lovers' Page

チョコホリックなら見逃せない天国
への扉

ACCESS to http://www.ios.com/~mb/chocolate/

らず、ハワイから南アフリカにまで及んでい
る。しかもここに掲載されているチョコレー
トショップの多くは、WWW 上で直接あるい
はE メールでのオンライン注文を受けつけてい
る（両方が使えないお店については電話番号
が掲載されている）
。当然、海外への発送を
行っているところもあるという具合で、これ
を作成したウェブのチョコ好きの「何がなん
でもチョコレート」という執念のすさまじさ
が感じとれる。
同ページにはこのほかにも、チョコレート
「WorldWideWeb-accessible chocolate

だが、ギフトフードショップ、ピーナツバター

ミルクのグルメガイド（！）
、チョコレートの

resources」というと、何かヘンな感じもす

やポップコーン、お酒、果物のお店で扱って

レシピなどのチョコレート関連情報へのリン

るが、これはウェブ上に広告を出している30

いる商品の中にチョコレート系のものが含ま

クもあるので、チョコホリックな方は是非チ

ものお店へのリンクを集めたホームページだ。

れているという程度のものもある。しかしカ

ェックしてみよう。

純然たるチョコレートショップはもちろん

バーしているショップはアメリカ本土にとどま
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The Beer Page

欧米のビール造りの底力を思い知らさせる

ACCESS to http://guraldi.itn.med.umich.edu/Beer/

とにさまざまなビールが作られている。当然、
その銘柄も中途半端な数ではすまない。
ミシガン大学のスペンサー・トーマス氏の
INTERNET

手によるこのホームページは、基本的には自
らの手でビールを作る人のために設けられた
もの。もちろん、一般的なビールに関する情

YELLOW

報もあるが、
「初めての手造りビール」といっ
た非常に詳細なビールの作り方やビールのレ
シピなどを中心に紹介されている。また、200

PAGES

以上の世界のビール（しかもほとんどマイナ
ーなものばかり）のカラフルなラベルを収めた
日本でも最近少量のビール生産が可能にな
ったが、まだまだビールは大企業の量産製品

さい」という但し書付きでビール製造キット

FTP サイトへのリンクもあり、眺めるだけで

が売られているが……。

も楽しい。

であり、自家製のビール造りは禁止されてい

ところが欧米では「Home Brew」と言葉

このほか、30 くらいのビール関係サイトへ

る。もっとも某DIY 店などでは「酒税法違反

がよく使われるように、自家製のビール造り

のリンクも用意されており、文字どおりビー

にならないように砂糖の量に気をつけてくだ

は生活文化の一部になっており、その土地ご

ルの世界に酔うことができる。

The Electronic
Gourmet Guide

アメリカの典型的グルメの世界をちょっと
のぞき見る

ACCESS to http://www.deltanet.com:80/2way/egg/eggpage.html

しっかり地元スポンサーや自社製品のレシピ
掲載CD-ROM の広告も記事に絡めて入れて
あり、一方では割引提供といったおいしいサ
ービスも忘れていないのはさすが。
Netscape の話とか、
「サリーおばさんの
CyberKitchen」 とか「 Global Gourmet」
といったいかにもウェブ風ネーミングのコラム
もあるが、全体的には「ワインとフード、ス
マートなファッションと住まい、優雅な人た
ち」といった構成で、
「Town & Country」
あたりを読んでる西海岸の若い主婦にアピー
「インターネット初のフード＆クッキング隔

ュース、クッキングティップス、新しいレシ

ルしそう……だが、そういう層というのが本

週刊誌」を標榜するこのホームページは、そ

ピ紹介、レギュラーのコラム、フードクイズ

当にウェブにアクセスしてるんだろうか？

の内容もシェフやフード業界の関係者へのイ

……という、いかにもカリフォルニアのライ

いう疑問も残る。

ンタビュー、フードやワイン関係の特集、ニ

フスタイル・マガジン的な作りになっている。
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The Switzerland
Coke Machine

インターネットに繋がった自動販売機。

http://www-swiss.ai.mit.edu/htbin/coke

自動販売機は、前からfinger によってアク
セスできる（gopher://g.gp.cs.cmu.edu:79
/0coke など）サイトがあったが、最近では

INTERNET

www でも自販機のジュースの在庫や冷え具
合までがわかるようになった。
こ の サ ー バ ー は 、 Coke、 Diet Coke、

YELLOW

Dr.Pepper などの在庫量がわかるのはもちろ
ん、過去 60 日間の消費量がきれいなグラフ
を使って表示される。またユーザー名とパス
ワードを入力すると注文もでき、さらに最近
誰がジュースをどれくらい飲んだのかまでわか
インターネットにはいろいろな機械が繋がっ

を遠隔操作できたり、ケンブリッジ大学のコ

ってしまうという徹底ぶり。
ちなみにMIT のこの自動販売機の一番の売

ていて（「 Internet Accessible Machines

ーヒーメーカーの様子が見れたり（http://

List」http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.

www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html）

れ筋は、Pepsi やSprite よりもやはりクラシ

edu/user/bsy/www/iam.html）
、ロボット

する。

ックなCoke のようだ。

Joe Cool's
Coca-Cola Galore

コーラが大好きなJoe Cool さんの
ホームページ

http://www.unm.edu/~madrigal/coke.html

の中身はハンパじゃない。
ページの内容は、コーラに関したアスキー
アートやスクリーンセーバー、イメージファイ
ル、レシピや他のコーラサイトへのリンクなど
で、よくこんなに集めることができたなといっ
た感じである。
ところで、本家のコカコーラカンパニーが
サーバーを立ち上げた(http://www.cocacola.
com/）
が、まだロゴしか上がっていない。4
月の第 3 週から本格的にページをオンライン
にするようであるがそれに向けてジョー・クー
アメリカにはコーラのビンやノベルティグッ

（http://bronze.ucs.indiana.edu/˜jkonrath

ル氏も力を注いでいるようで、楽しみである。

ズを集めている
「コーラおたく」
（？）がたくさ

/coke/coca-cola.html やhttp://xenon.

んいるらしく、インターネットにも、コーラお

stanford.edu/˜liao/home.html など）
。ジ

ーバーはなかなかいいできで、結構楽しめる

たくサーバーがいくつか上 がっている

ョー・クール氏もその種の人の一人だが、そ

みたいだ。

ちなみに、ダイエットコークスクリーンセ
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Other WWW & FTP Servers
レシピ

★★★

The Recipes Folder!
http://english-server.hss.cmu.edu:80/Recipes.html
INTERNET

●ベジタリアン、牛、豚などと分類された莫大な数のレシピが
ある。

Index of /pub/local/RECIPES
ftp://ftp.cs.ubc.ca/pub/local/RECIPES
YELLOW

PAGES

Taste Unlimited home page.
http://www.ip.net/tu/home.html
●果物やケーキなどたくさんの食べ物を紹介しているオンライン
ショップ。

The Smithfield Farms home page.
http://www.ip.net/smithfield/home.html
●オンラインハム屋さん。

●ヨーロッパ、中東、オリエンタルなどとカテゴリーに分けられ
たたくさんのレシピ。

Sunnyland Farms, Inc. Home Page
http://www.icw.com/sunny/sunny.html
●ピスタシオやペカンのお菓子などが売られている。オンライン
で注文を受けつけているが日本には配達されない。

Glass Wings: Recipes Vegetarian Fine Cuisine
http://www.aus.xanadu.com/GlassWings/food.html
●チョコレートケーキやチョコレートチップやベジタリアン料理
などのレシピ。

Welcome to Sweet Enchanment
http://www.wilder.com/sweet.html
●ボストンのキャンディーやチョコレートを売っているお店。電
子メールで注文できる。

CookBook Index...
http://me-www.jrc.it/cook.html
●UseNet からの4500 ものレシピ。

Ice Cream World
http://www.ot.com:80/icw/

Ridiculously Easy Recipes
http://www.sar.usf.edu/~zazuetaa/recipe.html

●ペンシルベニア州アレンタウンのアイスクリーム屋さんのクー
ポン券が手に入る。

●簡単な料理のレシピ。

Cooking Recipes of the Institut of Nuclear Chemistry
http://dkcmzc.chemie.uni-mainz.de/~FRANZ/recipes.html
●ドイツの核化学研究所の方々が集めた手軽で安価な料理のレ
シピ。

オンラインショップ

★★★

Hot Hot hot Welcome
http://www.hot.presence.com/g/p/H3//

Ann Hemyng Candy, Inc.'s Chocolate F A C T O R Y
http://mmink.cts.com/mmink/dossiers/choco.html
●コンピュータの形をしたチョコレートなどを売っている。日本
には届かないみたいだが、オンラインで注文できる。

Salsa Express
http://www.stw.com/se/se.htm
●すごく辛そうなソースを売っている。注文はお電話で。

●オンラインスパイシーフード屋さん。辛さや成分などで商品が
分類されていてオンラインで注文できる。日本への発送も可。

Mirical Nutrition Corporation
http://health.mirical.com/site/Mirical/mirical.html

★★★
Japanese Noodles Yamada-ya
http://anchor-net.co.jp/rental/nire/yamadaya/index-j.html

●"Personal Food Analyst"という食事の栄養成分を計算して
くれるソフトを販売している。デモバージョンを手に入れること
もできる。

●うどん本陣「山田屋」
。地方発送うけたまわります。

Branch Mall by Branch Information Services 313-7414442 - electronic mall, storefronts,shopping, advertising,
marketing, commercial services, catalogs
http://branch.com:1080/index.html

Welcome to Pizza Hut!
http://www.sco.com/
●有名なピザハット。配達区域を拡大中。

●10 以上の食べ物に関係したショップがある。

Fine Food Emporium Home Page
http://www.food.emporium.com/~finefood/index.html

ラーメン

●オンライン食べ物屋さん。メールで注文して小切手を送ると
いろいろな食品が手に入る。

★★★
MATSUDA KOICHI's HOME PAGE
http://www.ke.ics.saitama-u.ac.jp:80/matsuda/cup/cup.html
●カップラーメン情報や駄食倶楽部活動報告書などがあって笑
えるページ。

The Virginia Diner
http://www.infi.net/vadiner/
●ピーナッツやクッキーやハムなどをオンラインで注文できる
（クレジットカードナンバーなどを入力する）
。

How to choose ramen at "Ramen Jiro"
http://www.sfc.keio.ac.jp/~c92205mu/jiro.html
●東京都港区三田のラーメン二郎で要求される独特の注文の仕
方を紹介している。
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Ogikubo ra-men map
http://www.dec-j.co.jp/noodle/ra-men_map.html

自動販売機

CMU's Networked Coke Machine
http://porsche.boltz.cs.cmu.edu:8001/htbin/coke2

●春木屋のチャーシュー麺の写真があったりする。

★ ★★ ★ ★

●カーネギーメロン大学SCS 自販機のコーラ、スプライト、ダ
イエットコークの残り本数がわかる。

最近行ってきたラーメン屋(ramen shop)
http://www.comp.ae.keio.ac.jp/~kenjiro/ramen/
●慶応大学の田中健次郎さんが行った膨大な数のラーメン屋さ
んが地図とコメント付きで紹介されている。

ICG/MagNET Communications
http://nexus.interealm.com/
●ジュースの在庫量や冷え具合を知ることができる。

フルーツ
りんごの種類

http://www.hirosaki-u.ac.jp/apple/html/Apples/apples.html
●弘前大学のホームページの一部で、８種類のりんごの写真と
説明が見られる。

Florida's Finest Fruit Company, Inc
http://www.gate.net/~flfruit/

bsy's List of Internet Accessible Coke Machines
http://www.cs.cmu.edu:8001/afs/cs.cmu.edu/user/bsy/www/coke.
html
●インターネットにつながっている自動販売機に関するサーバー
へのリンクが10 以上集められている。

YELLOW

コーラ

●日本からは注文できないがおいしそうな果物を売っている。

SULLIVAN VICTORY GROVES
http://www.gate.net/sullivan/

Always On Line
http://www.cocacola.be/cocacola/
●コーラボトルの形の変遷を見ることができるなど、コカコーラ
の歴史を知ることができる。

●フロリダのオレンジが売られている。

Jon's Coca-Cola Homepage
http://bronze.ucs.indiana.edu/~jkonrath/coke/coca-cola.html

FTRS WWW Japanese home page
http://ss.fruit.affrc.go.jp/japanese.html
●農林水産省果樹試験場のサーバー。果樹試験場育成の品種
紹介や果樹試験研究成果情報など。

●1886 年からの広告キャンペーン名が分かったり、コカコーラ
の音を聞けたりする。

ベジタリアン

Bobby Liao
http://xenon.stanford.edu/~liao/home.html

World Guide To Vegetarianism - Mail Index
http://catless.ncl.ac.uk/Vegetarian/Guide/index.html

●Bobby 氏のコレクションの一部である700 点以上のコーラグ
ッズのリストを拝見できたりする。

●ベジタリアン御用達の世界中のお店が集められている。

The Coca-Cola Company
http://www.cocacola.com/

Herbs & Spices
http://www.teleport.com/~ronl/herbs.html
●ハーブとスパイスに関係する書籍の紹介やレシピ、オールスパ
イスなどの説明。

●4 月の第3 週からサービスをスタートする予定の公式コカコー
ラサーバー。

コーヒー

Index of /pub/Vegetarian/Recipes/CADAdmin/
ftp://ftp.geod.emr.ca/pub/Vegetarian/Recipes/CADAdmin/
●ベジタリアンのためのレシピがたくさんある。

Trojan Room Coffee Machine
http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html

★★★

●ケンブリッジ大学Trojan ルームのコーヒーメーカーの現在の
状態を見ることができる。

チョコレート

★★★

Godiva Online home Page
http://www.godiva.com/

INTERNET

Over The Coffee
http://www.infonet.net/showcase/coffee/

●チョコレートがバーになるまでのオデュッセイアがあったりチ
ョコレートの歴史が分かったりする。

●コーヒーレシピやフォトギャラリーやポエムや他サイトへのリ
ンクなど。

I Need My Chocolate
http://www.qrc.com/~sholubek/choco/start.htm

THE ORGANIC COFFEE COMPANY
http://www.bid.com/bid/cybercafe/occ.html

●たくさんのチョコレートのレシピが集められていたりする。

●コーヒー業者のサーバーで卸売りの値段や製品を紹介。form
に記述するとカタログを送ってくれる。

The Gourmet's Guide to Chocolate Milk in the Lehigh
Valley
http://www.lehigh.edu/~den0/creative/chocmilk_guide/chocmilk_
guide.html
●たくさんの種類のチョコレートミルクの栄養成分や個人的評
価が見られる。

ビール

The Virtual Pub & Beer Emporium
http://lager.geo.brown.edu:8080/virtual-pub/index.html
●いろいろなビールについて、意見を交換できたりする。

NICHOLSON WALL OF BEER
http://www.halcyon.com/shummer/engbeer.htm
●ガレージに集められた世界各国の650 以上ものビールの空き
瓶コレクションを垣間見る。
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All About Beer
http://www.w2.com/docs2/c/allaboutbeerform.html

Welcome to Masa-Sushi!
http://msushi.com

●アメリカの「All About Beer」という雑誌。オンラインで購
読申し込みができる。

●カリフォルニアの中村さんが自宅で立ち上げたお寿司屋さん
サーバー。14.4Kbps ！

The World-Wide Web Virtual Library: Beer & Brewing
http://www.mindspring.com/~jlock/wwwbeer.html

Question About Udon Information
http://www.takuma-ct.ac.jp/news/udon.html

●ビール関係の膨大な量のサイトへのポインタ。

●お好みうどんアンケート、おすすめうどん店アンケートや讃岐
の手打ちうどんの作り方。

ワイン
INTERNET

Sapporo Snow Fes '95 Home Page
http://www.hokudai.ac.jp/yamamoto/SnowFes/index_J.html

Wine.Com
http://www.community.net/wine/index.html
●世界中の醸造所の情報やワインに関する読み物や法律などな
ど。

YELLOW

PAGES

Wine Home Page
http://augustus.csscr.washington.edu/personal/bigstarmosaic/wine.html

●たくさんのワインのラベルを見ることができる。

SHOGAKUKAN BOOKSHOP
http://www.toppan.co.jp/bookshop/bookshop-j.html

The World-Wide Web Virtual Library: Wine
http://www.ee.pdx.edu/~timt/html/wine.html
●ワインの情報へのポインタがたくさん集められている。

ウイスキー

★★★

●本誌No.3「LIFE WITH INTERNET」で紹介されたサーバー
で、多数のモルトウイスキーの銘柄や蒸留所の情報がある。

Scotch WHisky Cottage
http://ix.urz.uni-heidelberg.de/~cbauman1/whisky.html
Single Malt Whisky
http://www.hut.fi/~jari/Malt/

★★★

●宇都宮のギョーザやラーメンの美味しいお店などが丁寧な地
図を使って紹介されている。

★★★

●英語での寿司用語解説など日本の食べ物ガイド。日本の
food サーバーへのリンクも多数ある。

★★★

Japanese Cuisine
http://www.rerf.or.jp/Outside/EUC/Hiroshima/Dining/
Contents.html

Welcome to Tokushima
http://www.tokushima-u.ac.jp/tokushima/hiroba/index-jp.html
●徳島生活ガイドブック。レストランや喫茶店の住所や電話番
号があったりする。

福岡食べ歩き
http://www.fjct.fit.ac.jp/JP/food.html
●福岡の料理店が上手に分類されて集められている。

Information of Miyazaki
http://www.miyazaki-u.ac.jp/information/info.html
●冷や汁、日向夏みかんの写真を見ることができたりする。

●慶応大学矢上キャンパス周辺の飲食店の詳しい情報を得るこ
とができる。天下一品の支店リストもある。

★★★
Groumet Information
http://www.notredame.ac.jp/Other/Kyoto/groumet-j.html
●「京都の美味しいお店」
。たくさんのお店がコメント付きで紹
介されている。
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●生協のサーバー。学会懇親会・パーティーは近くて便利な生
協で。

●宇和島のふかの湯ざらしや佐妻汁やふくめんなどがイラストつ
きで紹介されている。

日本のお店、食べ物
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阪大生協 食堂部
http://www.coop.osaka-u.ac.jp/text/syokudo/party.html

The City of UWAJIMA
http://hypnos.m.ehime-u.ac.jp/Uwajima/index-j.html

●ウイスキーQ&A や"私の好きなモルト"などがある。

話題別にした理工学部内のデータ
http://www.st.keio.ac.jp/links/subject-jp.html

●東京圏や京阪神圏の「食通の店」が地図付きで紹介されてい
たりナマコのしゃぶしゃぶの写真があったりする。

●広島案内の一部で、お好み焼きやアイスクリームなど、たく
さんのお店の紹介を見ることができる。

●スコッチウイスキーの歴史や作り方など。

Tokyo Food Page
http://www.twics.com/~robbs/tokyofood.html

The World of Gourmet
http://www.sfc.wide.ad.jp/japanese/food.html
●村井先生やWIDE プロジェクトメンバー御用達のインド料理
店「カーナピーナ」
。

ARS ET VINUM
http://zlsm03.arcs.ac.at/users/wk/wine/aev/aev.html

Introduce of Utsunomiya city index page
http://ks001.kj.utsunomiya-u.ac.jp/utsmap/uts.html

Restaurant Kaihin Makuhari(in Japanese)
http://www.toyo-eng.co.jp/NewHome/Messe/Useful-Info/
Restaurant/restaurants-j.html
●幕張の飲食店一覧。電話番号、料金、営業時間、コメント。

●FAQ やワシントン州のワイン製造業者の情報やワインサイト
へのリンクなど。

A malt whisky tour
http://www.dcs.ed.ac.uk/staff/jhb/whisky/

●札幌雪祭りのページ。外国語の分かるレスランガイドがある。

アジアのお店、食べ物

Feasting in Singapore
http://king.ncb.gov.sg/sog/7.food.html
●シンガポールの観光案内の一部で、
「Hawker Food」や御食
事所の紹介。
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北米のお店、食べ物

★★★

Bay Area Restaurant Guide
http://netmedia.com:80/ims/rest/ba_rest_guide.html

●サンフランシスコ・ベイエリアの12,000 ものレストランの情報
をいろいろな方法で（インタラクティブ・マップでも）検索できる。

★★★

Boston Restaurant List
http://www.osf.org:8001/boston-food/about.html

●ボストンのたくさんのお店がアルファベット順などいろいろな
方法で検索でき、値段や場所などが分かる。

★★★

NYC NITE LIFE
http://nyweb.com/ent.html

●ニューヨークのいろいろなお店を検索できる（checkbox をチ
ェックする形式）
。

Jonathan Hue
http://www.island.com/people/Jonathan_Hue/Kamikaze.html
●Jonathan Hue さんお薦めのKamikaze Japanese
Restaurant and Sushi Bar などのお店が紹介されている。

Pittsburgh Restaurants
http://www.cs.cmu.edu/Web/People/mjw/FOOD/Restaurants/Pgh/
MainPage.html
●ピッツバーグの料理店のメニューなど。

★★★

●沖縄の泡盛（琉球大学）
、日本料理ML（近畿大学）
、レス
トランリスト、全国のラーメン屋などいろいろな所へのポインタ。

Other Coffee Resources
http://www.infonet.net/showcase/coffee/websites.html
●コーヒーに関係したサイトヘのリンクが100 ぐらい。

Beer-related WWW Pages
http://guraldi.itn.med.umich.edu/Beer/beer-others.html
●ビールサイトへのリンク60 近く。

INTERNET

The World-Wide Web Virtual Library:Wine
http://augustus.csscr.washington.edu/personal/bigstarmosaic/wine.html

YELLOW

●ワイン関係のサーバー50 以上。

Chili-related Resources and Recipes
http://galaxy.einet.net/EINet/staff/wayne/chili/resources.html
PAGES

●メキシコ料理のレシピなどに関係したサーバー40 以上。

Restaurants (Leisure and Recreation)
http://galaxy.einet.net/galaxy/Leisure-andRecreation/Restaurants.html
●レストランに関係したサーバーへのリンクが30 以上。

中南米のお店、食べ物

Chili!
http://galaxy.einet.net:80/EINet/staff/wayne/chili.html

★★★

●たくさんの唐がらしやメキシコ料理のレシピなど。

食べ物全般,その他

Gourmet Academy
http://www.ita.tutkie.tut.ac.jp/chikata/tetsujin.html

★★★

●「料理の鉄人」
。データベースやML の紹介やアンケートなど。

Welcome to the CHILE-HEADS home page
http://chile.ucdmc.ucdavis.edu:8000/www/chile.html

Miyahara Laboratory Home Page
http://arpeggio.ics.es.osaka-u.ac.jp/

●チリ胡椒に関してのすべての情報がここにある。

●シュークリーム事件やフルーチェ事件が報道されている。

LA COMIDA MEXICANA.
http://www.udg.mx/Cocina/menu.html

Lunch Server
http://physics.purdue.edu/~sho/lunch_main.html

●おいしそうなメキシコの料理がたくさんある。

●Sho Kuwamoto さんがお昼に何を食べているのかが分かる。

ヨーロッパのお店、食べ物

Hungarian cuisine
http://www.fsz.bme.hu/hungary/cuisine/cuisine.html

★★★

Ben's Lunch Information
http://hp8.ini.cmu.edu:5550/cgi-bin/lunch?ben
●Ben さんの膨大な昼食履歴を見ることができる。

●多数のハンガリー料理のレシピがある。

John's Dinner
http://jfwhome.ultranet.com/~jfw/dinner.html

PARIS.CAFES
http://meteora.ucsd.edu/~norman/paris/Cafes/
●パリのカフェが写真と地下鉄の地図付きで紹介されている。

●John さんが夕食に何を食べたかが分かる。

Roberto's Candy Wrapper Collection
http://www.infinet.com/~rbatina/other/candy.html

London
http://www.cs.ucl.ac.uk/misc/uk/london.html

●ロバートさんのキャンディーの包み紙コレクションの一覧。

●ロンドンのたくさんのレストランやパブの情報。

Purdue Food Science Home Page
http://www.foodsci.purdue.edu/

サイトへのリンク集

Entertainment
http://www.yahoo.com/Entertainment

Tokyo Food Page
http://www.twics.com/~robbs/tokyofood.html

★★★

●Food、Cooking、Drinks 関係のサーバー200 以上へのポイ
ンタ。

Recreation, Sports & Hobbies
http://www.ntt.jp/gnn/wic/rec.toc.html

●食料科学学部のサーバー。ニュースレターや、他の大学の食
料に関係した学部へのリンクなど。

FDA Center for Food Safety & Applied Nutrition
http://vm.cfsan.fda.gov/index.html
●米食品医薬品局のサーバー。食べ物に含まれる農薬について
のレポートを読むことができたりする。

●Cooking、Food 、Drink 情報へのポインタがたくさん集めら
れている。
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