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SHOPPING

制 服 、水 着 、女 性 モデル… 。「 あなた
のファッションページ」見 つける出 発 点
となればうれしいです。

World Wide Web Fashion Page by L.S

内容豊富なオンライン
ファッションマガジン

ACCESS to http://www.charm.net/~jakec/

ズン、オールシーズン、Esoterica、過去の
シーズン、レビュー&オーバービュー、レファ
レンス、ウェブファションサーフィンといった
構成になっている。
内容は、ファッションショーのムービーや
写真、化粧の仕方のチップス、
「Scene on
The Streets of England」
、Lynda さんの目
にとまった各シーズンのファッショントレンド
についての記述、モデルエージェンシーの連
絡先一覧、ファッション関連書籍一覧、他
のファッションサイトへのリンクなど多彩な記
売り子からバイヤー、マネージャーまで経
験し、子供服からイブニングウェアまでたく
さんの商品を取り扱ったことがあるという

Lynda Stretton さんが出版するオンラインフ

事が集められている。
さすがファッションページだけあってデザイ

ァッション雑誌。
目次は今シーズンのファッション、来シー

ンもすばらしいページである。

HOT YELLOW PAGES を使おう sインターネットマガジンに付属しているインターネットナビゲーター CD には、ここに紹介されたサイトを集め
た「HOT YELLOW PAGE」コーナーがある。ここでは興味をもったホームページの名前をクリックするだけで、そのサイトにジャンプすることができる。
キーボードから URL を打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。詳しい使い方は、227 ページを見てほしい。
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ColorTech

画像ファイルをメールしてオリ
ジナルシャツを作成

ACCESS to http://webcom.com/~color/

INTERNET

しっかりしたページの作りだが）
。
ネットサーフィンをイメージしたものや動物
の写真など20 くらいのデザインが用意されて

YELLOW

いるが、お気に入りのものがなければ自分で
用意した画像ファイルをメールすることにな
る。GIF、PCX、BMP、RLE、TIF、JPG、

PAGES

CDR といったフォーマットでファイルを送る
と、それをシャツやセーターなどにプリントし
てくれる。

SHOPPING

料金は、送料と手数料込みでT シャツが15
ドル、スポーツセーターが30 ドルなどで、自
本誌7 月号「今泉 洋のWhat's Cool」で紹

というものだったが、 今 回 紹 介 する

分の送るファイルをプリントしてもらう場合

介された「Graphiti」
（http://philadelphia.

「ColorTech」も、主にシャツを扱っている

はプラス5 ドル、アメリカ国外への発送の場

libertynet.org/˜graphiti/link30.html） は

ことや電子メールでファイルを送るというほ

合はプラス7 ドルといった具合である。そん

グラフィックファイルをFTP で送るとそれをT

かは、Graphiti とほぼ同じサービスを提供し

なに高くないと思うので、一度申し込んでみ

シャツやマグカップなどにプリントしてくれる

ている（どちらかというとGraphiti のほうが

ては？

Supermodels

スーパーモデルを堪能するページ

ACCESS to http://blade.ccs.yorku.ca/supmod.html

っているモデルもいる。
写真は全部で100 枚近くはあろうかという
充実ぶりだが、長い時間見ていてもあきない
ものである。
このページでは「Babe of the Month」な
るものも行われていて、8 月の場合は1 日から
23 日まで投票の対象となるきれいな女性の写
真を受け付け、24 から30 日までこのページ
を見に来た人がその写真の中から気に入った
ものに投票し、31 日にその結果がページ上で
発表される。7 月の結果も見ることができて、
地、身長（1 フィート＝ 30.7cm ＝ 12 イン

非常にセクシーで刺激的な女性の写真が選ば

Patricia Ford、Niki Taylor といったスーパ

チ） 、3 サイズ（1 インチ＝2.56cm）
、靴の

れていた。

ーモデルの情報、大量の写真が提供されてい

サイズ（9=26cm、10=27cm）といったデ

るのがこのページ。

ータを見ることができたり、さらには家族構

Cindy Crawford、Stephanie Seymour、

それぞれのモデルについて生年月日、出身
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このようなページは何度来ても新鮮な楽し
さを感じるのは、筆者だけだろうか？

成、1 日にいくら稼げるかといったことまでの
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Fashion Net

Fashion についてならなんでもありの
情報集、リンク集

ACCESS to http://www.fashion.net/

が提供されている。URL などを入力すると自

INTERNET

分でここに追加できるので便利である。
「Fashion Industry」の
YELLOW PAGES

THE FASHION

では、膨大なファッシ

YELLOW

ョン関連企業の企業概要、住所、FAX、電
話番号、メールアドレス、ホームページの
URL（企業によってはない）といった情報が分

PAGES

類 さ れ て い る 。 ま た 、 PORTFOLIO /
PRESENTATION SERVICE

では初期費
SHOPPING

用100 ドルでhttp://www.fashion.net/
yourcompany/に自分の会社のホームページ
このページは大きく分けて2 つの部分から

「Fashion & Style 」ではMAGAZINES、

なる。ファッションに関係したページへのリ

ENTERTAINMENT 、SHOPPING 、COOL

ンク集「Fashion & Style 」とファッション

FASHION / STYLE SITES といったカテゴリ

産業のためのさまざまなサービスを提供する

ーごとにそれぞれ20 くらいのページへのリン
クポインターと、ページ内容の簡単な説明文

「Fashion Industry」 である。

を作ってくれるサービスが紹介されている。
他にもファッションニュース、求人・求職
情報といったものも掲載されている。
ファッション業界の人は一度目を通してお
くべきではないだろうか。

NFL やNASCAR などの帽子、
T シャツをオンライン販売

CJ Sports - Interactive Catalogue
ACCESS to http://www.texel.com/home/cjsports/

くといいだろう）
。
NFL の帽 子 は Chicago Bears、 Dallas
Cowboys 、New York Giants など全部で
12 種 類 。 NASCAR の 帽 子 は #3 Dale
Earnhardt 、 #7 Geoff Bodin、 NASCAR
logo on black など11 種類、T シャツは#94
Bill Elliot ThunderBat、Brickyard 400 Aug
5 '95 at Indy、など14 種類販売されている。
ほかにMortal Kombat のT シャツといったも
のも扱っている。
な お 「 TransAmerica Hats Listings」
このページでは、NFL の帽子や、アメリカの

して「send order」ボタンを押すだけである

カーレースであるINDY とNASCAR に関した

（Netscape のセキュリティー機能に対応して

html）では、オンライン注文はできないが、

帽子やT シャツなどをオンライン注文できる。

おらず、少し心配かもしれない。電話番号は

NFL の帽子やヘルメットのほかに、多数の野

気に入った商品のBOX をクリックして、数

1-800 番号しか書かれておらず日本からは電

球の帽子を販売していて、ドジャースの帽子

量、クレジットカード番号、住所などを入力

話できないのでメールしてFAX 番号などを聞

もあるようだ。

（http://www.ceainc.com/TransAm/hats.
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The Milne Jewelry Company

アメリカ南西部のインディアン
ジュエリーを日本語で販売

ACCESS to http://www.xmission.com/~turq/

INTERNET

注文はオンラインフォームにクレジットカ
ード番号など必要事項を書き込むか、FAX を
送る方式。

YELLOW

日本への送料+ 手数料は、最初の1 個目が
20 ドルで2 個目以降が1 つにつき8 ドル。品
物が届くまでに4 〜 6 週間かかる。また、商

PAGES

品には保証がついていて10 以内に返送すると
返金される。
「税金に対する注意：日本への個人輸入に

SHOPPING

はアメリカ国内の消費税はかかりませんが、
日本国の関税と消費税がかかります。10 万円
商品の説明を読むのも注文するのもすべて

彫りの天然石と貝殻をあしらったデザイン 、

以下の少額輸入貨物（一部の商品を除く）

36 ドル）
、ホピ族のピアス （シルバーに伝統

には簡易課税率が適用され、銀製アクセサリ

的な太陽神をデザイン 、42 ドル）といった

ーには10 ％関税がかかります（1993 年 4 月

石をあしらった手工芸品、30 ドル 、右の画

ユニークな装飾品30 点くらい（8 月8 日現在）

時点）
」といったような情報もしっかり書かれ

面）
、ズーニ族のフェティシュネックレス（手

を扱っている。

ているので安心して注文できるだろう。

日本語でできるのがうれしいこのページ。
ナバホ族のペンダント （シルバーにトルコ

「全国の学校制服向上」を旗印に
掲げる女性アイドルグループ

制服向上委員会
ACCESS to http://www.st.rim.or.jp/~ski/

〜制服向上委員会の誕生〜」
、メンバーたち
の可愛い写真満載の「メンバー・ユニット紹
介」
、関係したCD ・ VIDEO などの紹介、
S K I の曲のランキングを見ることができる
「Count Down 100」
、元気で明るい10 代の
女の子を募集している「制服向上委員会3 期
生募集!!」といった内容の本当に感動的なペ
ージである。
なお、近々このホームページの大改造が行
われるらしく、非常に楽しみである。
このように所属事務所まで巻き込んだペー
日 本 さるビデオ党 （ Apple Macintosh

て踊るなどの活動を行っている「制服向上委

ジは佐野元春のページ（http://www1.sony.

User Group）が企画・制作し、制服向上委

員会」についての多くの情報や写真を提供し

co.jp/MOTO/index.html）に続き日本で2

員会の所属事務所である（有）PTA コミテ

ている。

番目だと思われるが、ファンが喜ぶことはも

ィが監修するオフィシャルなホームページ。

すごく役立つ「イベント・コンサート情報」
、

制服ファッションショーや制服を着て歌っ
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このグループの歴史がわかる「2 年間の軌跡

ちろん、ページを見て新規ファンも生まれる
のではないだろうか。
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BME: Body Modification Ezine

ピアスから入れ墨まで、さまざま
な人体装飾についてのページ

ACCESS to http://www.io.org/~bme/Overview.html

INTERNET

見ることができる。
もちろん写真だけではなく、どうやってや
るのかといったテキストやリンクポイントも多
数用意されていて、その力の入れようは並で

YELLOW

はない。
こんな調子で入れ墨、カッティング、焼き
印、宝石などのツール、宗教的儀式のための

PAGES

ボディーアート、その他の人体装飾と続くの
で、気の弱い人はとても見ていられないかも
しれない。ほかに、人体装飾の歴史や文化、
関連書籍なども紹介されている。
ホームページの写真（左の画面）を見て普
通の人はまず衝撃を感じるのではないだろう
か。耳や唇にピアス、手や後頭部に入れ墨
（？）で人体装飾した人たちを見ると「現代
のファッションはここまで来てしまったのか」

という感じである。

「人間の救済は大衆の中にあったことはな

この写真はまだまだ序の口であって、たと

く、いつも個人の創造的な精神のなかにあっ

えばピアスだけとってみても、耳、眉尻、鼻、

た」というような言葉が意味ありげなところ

舌、へそ、乳首といった体のいたるところに、

に書かれているのが

さまざまな種類のピアスをつけている写真を

ある。

Southern Exposure
Swimwear Home Page

深い

といった感じで

夏はやっぱり水着である

ACCESS to http://www.forman.com/southern/

が添えられている。
このページでは一応オンライン注文もでき
るが、サイズを指定するところがなかったり
商品番号と商品の対応がわからないものがあ
ったりしてしまう。
その点では、Ujena Home Page（http://
www.gointeract.com/ujena/default.html）
は大丈夫なのだが、こちらのほうはオンライ
ン注文ができない。うまくいかないものであ
る（英語がばっちりな人なら電話でいいが…）
。
ともあれ、実際に水着を買いたいという人
このページでは、たくさんのカラフルな女

Acapulco、

Cancun、

Las Vegas、

よりも水着を着た女性が出ているページを見

性用の水着を販売している。もちろん水着は

Monte Carlo といったカテゴリーに分けられ

るだけで十分という人が大多数であろうから、

モデルが着ているので、セクシーな写真を楽

ていて（どんな基準で分類されているのかよ

そういう意味では両方ともなかなかすばらし

しむといった見方もできる。

くわからない）
、品番のほかに簡単な説明文

いページである。
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SHOPPING

Playware Web Lingerie Catalog

数百ものランジェリーを販売している
オンラインショップ

ACCESS to http://www.playware.com/

INTERNET

ォームをプリントアウトして、そこに必要事
項を書き込む。
カタログはConservative（控え目な）
、

YELLOW

Evocative（呼び起こす）
、Risque（きわど
い）といった印象別に分類された部分と、シ
ュミーズ、キャミソール、ストッキングスとい

PAGES

った商品別に分類された部分からなる。また
少しだが、男性の下着も掲載されている。
なかでもPlayware 社のモデルを紹介した

SHOPPING

ページは必見である。このサイトでは印刷さ
れたカタログを注文することもできるし、ラ
美人モデルのセクシーな写真満載のオンラ

グを選択し（同じ大きさの画像ならJPEG の

ンジェリーを着たモデルを堪能できるビデオ

インカタログを眺めて、ランジェリーをオンラ

方が画像サイズは小さい）
、気に入った下着

も販売されている。

イン注文できるのがこのページ。FAX での注

があれば[Order]のところをクリックして、住

文も受け付けている。

所、クレジットカード番号などを入力すると

トップページでJPEG 版かGIF 版のカタロ

いうまでもなく、見るだけでも十分楽しめ
てしまうページである。

注文完了である。FAX で送る場合は入力フ

Tilley's Endurables

ハット、ベルト、ベストなどアウト
ドア製品を扱うお店

ACCESS to http://www.cheetahs-gold.com/cheetah/tilley/tilindex.html

品説明といった情報を見ることができる。
さらに、服や靴などのサイズが実際にどれ
くらいの大きさなのかがわかる換算表のペー
ジもあるなど、なかなかの気配りだ。
注文はオンラインフォームや電話やFAX と
いった方法があり、オンラインオーダーでは
VISA、MasterCard、American Express、
Diners Club/en Route のクレジットカードが
使える。
「クレジットカードの番号をインター
ネットで送りたくない場合は、空欄にしてお
いてください。担当者がご連絡いたします」
Tilley's Endurables は、 世界最高の旅
行、アドベンチャー用衣類

をオンライン販

売しているというお店。
売られている商品はアウトドア系のハット、

INTERNET MAGAZINE 1995/10

という気配りがなかなかうれしい。もちろん

といったところ。

カナダ、アメリカ以外の国への発送もしてい

それぞれその下にサブカテゴリーがあって、

シューズ、ベルト、ジャケット、ベスト、パ

198

ンツ、シャツ、ショーツ、スカート、その他

そこで希望のものを選択するとその商品の写

るので日本からも注文できる（値段はカナダ
ドル表示なので注意が必要）
。

真、値段、色・サイズの選択肢、簡単な商

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Other WWW Servers
Poleys_Big_and_Tall_Clothing
http://shops.net/shops/Poleys_Big_and_Tall_Clothing/home.html

サマーウェア

INTERNATIONAL MALE
http://mainsail.com/intmale/
●lNTERNATIONAL MALE ではスイムウェアなどのサマーコレ
クションを紹介。

●Palm Beach Blazer やFree Slacks などの紳士服がオーダー
できる。
YELLOW

Leather Bike Jackets - from Zeffa
http://www.u-net.com/~gaeia/zeffa.html

Ujena International
http://www.gointeract.com/ujena/default.html
●Global Interactive のサーバー。スイムウェアを中心にサマー
ウェアやサマーグッズなどのオーダーを行っている。

INTERNET

●70 年代のレザーバイクジャケットの古着をオーダーできるペ
ージ。
PAGES

Va Rocki
http://www.village.com/varocki/welcome.html

AZ Sports Magazine
http://www.netwest.com/azsports/
●スポーツを中心とし変わったジャンルまで取り上げているペー
ジ。スイムスーツのページでは1995 年のスイムウェアを紹介し
ている。

●プロフェッショナルスポーツチームの帽子やパーカーなどのオ
ーダーができるページ。

Welcome to the All Sports.Com company store.
http://allsports.questtech.com/nfl/store.html

Swimwear Illustrated
http://www.netaxs.com/people/sportbet/ujena/

●NFL 公認のジャージやジャケットをはじめ、ヘルメットなどの
オーダーも扱っているページ。

●Ujena International のページ。女性用のスイムウェアの豊富
なカタログからオンラインオーダーができる。

帽子

下着

Welcome To The Running River
http://www.webcom.com/~witnet/biz/rrh/

2(x)ist Underwear
http://www.digex.net/2xist.html

●Running River の帽子に関するサーバー。カウボーイハットの
ような帽子を販売。

●マッチョの男性モデルのカタログで彩る男性用下着の販売ペ
ージ。

TransAmerica Hats Listings
http://www.ceainc.com/TransAm/hats.html
●TransAmerica の帽子のオンラインショッピングサーバー。ベ
ースボールからフットボールまでのキャップを取り扱う。

California Muscle
http://www.primenet.com/calmuscle/
●男性用のちょっとエッチな下着などを販売している。

DRAMA BOOK PUBLISHERS CATALOG
http://www.interport.net/~dramapub/underware.html
●DRAMA BOOK の下着に関するサーバー。

Baseball “Salary Cap”
http://wormhole.map.com/~cjim/salcap.html
●New Vision Products 社のSalary Cap のオーダーができるペ
ージ。

Global Caps
http://iss.net/glocap/

スーツ・タキシード・ジャケット

ELEGANT TUXEDOS
http://branch.com:1080/tuxedo/tuxedo.html
●男性用のかっこいいタキシードがオーダーできる。

●アメリカをはじめとする国旗のデザインがされている帽子をオ
ーダーできるページ。

靴

Menswear Unlimited
http://www.clark.net/pub/menswear/suits.html
●スーツ、ウールコート、レインウェア、ネクタイのオーダーが
できる。

HempBC’s Online Catalog
http://www.hempbc.com/virtual_store/catalog/catalogmain.html
●HempBC のオンラインショッピングサーバー。T シャツから財
布まで幅広く取り扱っている。

Merrell Footwear
http://www.outdoorlink.com/merrell
●ハイキングブーツやスポーツサンダルなど。アウトドア派必見
のページ。

Merrell Boots
http://www.outdoorlink.com/mac/allshop/sia/merrell/html/hiking_
dir.html
●MERRELL のハイキングに関するページ。ハイキングブーツの
情報満載。

Sahadi’s University Shop
http://www.bergen.com/ads/univshop/
●スポーツウェアからフォーマルウェアまで幅広くメンズウェア
を紹介している。

Terri’s Shoe Page
http://www.xensei.com:80/users/terri/shoes/
●Terri 嬢のホームページ。ハイヒールについてのフォトなど。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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The Vershina Page
http://ouray.cudenver.edu/~cmklaasm/

Appellation Spring’s Winery T-Shirt Display
http://www.wilder.com/winery.html

●登山靴に関するページ。オンラインオーダーができる。

●Robert Pecota などのアーチストのデザインしたT シャツのオ
ンラインショッピング。

Queen Cushion Shoes Show Room
http://199.170.0.46/qcs/qcs.html
INTERNET

YELLOW

PAGES

SHOPPING

●Queen Cushion Shoes ではハイヒールを中心にオンラインシ
ョッピングができる。

Welcome to ARTWHERE!
http://www.packet.net/business/artwhere/
●ARTWHERE に関するＴシャツや変わったT シャツのオンライ
ンショッピング。

RAICHLE HOMEPAGE
http://www.allshop.com/mac/allshop/sia/raichle/html/
raichle_hp.html

UFO
http://www.airworld.com/ufo/

●RAICHLE のページ。ハイキングカタログでは図解でブーツの
説明をしている。

●ミステリーな情報を提供しているサーバー。宇宙人のプリント
されたT シャツを販売している。

Howard Rheingold’s Shoes
http://www.well.com/user/hlr/art/shoes/index.html

Graphiti: Home page
http://libertynet.org/~graphiti/link06.html

●Howard Rheingold 氏のページ。
「なぜみんな靴に色を塗らな
いのか？」と自分のペイントした靴をフォトで紹介している。

●T シャツをはじめとするセーターやジャケットなどを自分のデ
ザインでオーダーできるページ。

Birkenstock Express
http://www.footwise.com/

Offshore Drilling T-Shirts
http://204.189.61.2/isg/osd/osd.htm

●Birkenstock のサーバー。豊富なスタイルのサンダルをフォト
で紹介している。

●Offshore Drilling のスポーツにマッチするT シャツをオーダー
できる。

G.C. Blucher Boot Co.
http://www.fn.net/business/boots.html

Capt’n Mike’s Tackle Towne
http://da.awa.com/cm/cmaftco.html

●Blucher Boot のウエスタンブーツ専門のページ。男性用だけ
でなく女性用のブーツもオーダーできる。

●Aftco Bluewater Wear という海好きの人にはもってこいのシ
ャツを紹介しているページ。

D. M. Basic Shoes & Boots
http://www.w2.com/docs2/s/scdmhome.html

Welcome to HACRETEES on the Web!
http://www.execpc.com/~htees/hthome.html

●イギリスの有名なワーキングブーツのページ。カジュアルシュ
ーズからブーツまでを扱っている。

●ハッカーT シャツなどコンピュータに関するT シャツやネクタイ
などのオーダーができる。

シャツ

Net Sweats and Tees
http://www.icw.com/netsweat/netsweat.html

NetSurfer Products Electronic Catalog
http://branch.com/netsurfer/netsurfr.html
●ネットネットサーファーT シャツなどがオーダーができる。

●InterConnect West のサーバー。サイバーデザインやアイン
シュタインなどのT シャツをオーダーできる。

HIKING, WALKING & RUNNING T-SHIRTS
http://www.thinout.com/

T-Shirts Unlimited
http://interoz.com/tshirtu.htm

●THIN OUT のランニング用T シャツのオーダーができる。

●猫、虎、犬なを中心としたモノクロデザインのT シャツのカタ
ログオーダーのページ。

Star Trek- The Next Generation T-Shirt
http://www.icw.com/global/startrek.html
●スタートレックのホログラフィックT シャツをオーダーできる
ページ。

GWAR Catalog
http://ec81.residence.gatech.edu/mosaic/gwar/catalog/catalog.html
●GWAR のちょっとファンキーな12 種類のT シャツをオーダー
できるページ。

Doggie Diamonds Clothing
http://www.primenet.com/~gillett/clothes.html

子供服

●T シャツをはじめとするカジュアルウェアを中心に紹介してい
るページ。

Wear Your Bear
http://www.cs.umanitoba.ca/bear-wear/
●Bear Wear の子供服のページ。T シャツ、帽子などオーダー
できる。

Van-Mungo Graphics T-Shirt Sales Home
http://www.vanmungo.com/
●VAN-MUNGO GRAPHICS のサーバー。怪しげなT シャツを
オーダーできる。

Rainbow Rags
http://www.promotion.com/rainbow/
●PRoMOTION 社のサーバー。かわいいデザインの子供服のオ
ンラインカタログ。

artCentric Products
http://www.trinet.com/artc/
●アーチストMarco Zambetti のデザインするT シャツのオンラ
インショッピング。

Pretend Like Fashions
http://virtumall.com/Pretend/main.html
●女の子用のかわいい服のオンラインショッピングのサーバー。
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Mosakin Fashion Page
http://www.skypoint.com/members/mosakin/fashion.html

洋服全般

Body Pizazz
http://www.olworld.com/olworld/mall/mall_us/c_appare/
m_bodypi/index.html

●Mosakin Corporation のオンラインショッピングのページ。
大人服から子供服までをオーダーできる。

●女性用のジャケットからキャットスーツまで幅広く紹介し、販
売もしている。

JCPenney Internet Store
http://atlas.jcpenney.com/shopping/products/
●JCPenney Internet Store のオンラインショッピング。
HUNT CLUB などの商品を中心に扱っている。

HOT Couture Home Page
http://empnet.com/hotcout/docs/tncoats.htm

INTERNET

●女性用のカラフルなジャケット、
ベスト、
コートを紹介している。

Clear Plastic Fashions
http://clearplastic.com/

Enchanted Collection, LTD — Lingerie 1
http://www.netrix.net/enchantweb/
●豪華なドレスを豊富なフォトで紹介しているページ。オーダー
もできる。

YELLOW

●プラスティックレインコートの作り方が図を用いながら説明し
てあるサーバー。

Gui ‘N Da Hood
http://www.dnai.com/~gui/upyoursproductinfo.html#top

Watters and Watters Home Page
http://wwi.computek.net/

PAGES

●ブライダルドレスのカタログでオーダーできるページ。

●いろいろなサスペンダーを紹介していてオンラインオーダーが
できる。

Fashion Design
http://ziris.syr.edu/dj/dj.Fashion/Fashion.html

Fashion Catalog
http://www.ventura.co.il/e/export/consumer/fashion/

●vogue magazine に関連したファッションを一流モデルで彩
るページ。

●InternetIsrael の提供するファッションページ。下着からスー
ツまでオーダーできる。

FashionTelevision
http://www.citytv.com/citytv/fashiontv.html

New England Bride Magazine
http://www.arts-online.com/models/wedding/nebride.htm

●CityTelevision からリンクされているファッションに関する最
新情報などのページ。

●New England Bride が提供するブライダルファッション情報
サーバー。

STEAMED HEART INTERNATIONAL
http://steamedheat.com/women.html

★★★

SHOPPING

Crazy Moon Fashions
http://empire.na.com/crazymn/crazyhp.html

●ちょっと過激な女性のスイムウェアからドレス、エキゾチック
ウェアまでを紹介・販売している。

●ECMG のオンラインショッピングサーバー。ジーンズ、セータ
ーなどカジュアルウェアの販売をしている。

Fashion World International
http://www.quiknet.com/fashion/fwi.html

Virgin Territory
http://www.getnet.com/~virgint/

●ビクトリア朝のコルセットなどに関するカタログを公開してい
るサーバー。

●Virgin Territory のオンラインショッピング。女性用ファッシ
ョンを中心に販売している。

NICOLE MILLER
http://www.interactive.line.com/nicole/ferrari1.html

NetGear Polo Shirts
http://www.NetGear.com/NetGear/

●NICOLE MILLER のページ。NICOLE MILLER の商品のオー
ダーから彼女自身の情報も提供されている。

●NetGear のポロシャツ中心のオンラインショッピング。

Hanes
http://www.shopping2000.com/shopping2000/sara_lee/

Dress & Dance Fashion
http://www.owplaza.com/dd/ddindex.html
●World Internet Corporation のダンス用ファッション販売ペ
ージ。

●Hanes に関する情報、および商品のオンラインショッピング
が提供されている。

Fantasies In Lace
http://www.abmall.com/fil/fil.html

Chic Paris
http://www.inetbiz.com:80/chic/
●Chic Paris では忙しい女性のために夏・秋コレクションのオ
ンラインオーダーを受け付けてくれる。

Sonie’s Creations（FASHION DESIGNING HOUSE &
BULLETIN BOARD SERVICE）
http://neptune.tcn.net/~sonie/scindex.html
●Sonie's Creations のファッション情報サーバー。ダンスウェ
アやエキゾチックウェアのオーダーができる。

●エキゾチックなレースの製品に関するオンラインショッピング
のサーバー。

Dark Side Creations
http://www.canuck.com:80/Darkside/
●ラテックスファッションに関するカタログオーダーやFAQ など
がある。

Welcome To Solar Tan Thru Suits
http://www.highwayone.com/solar/
●男性用と女性用のスイムウェアを数多く販売しているサーバ
ー。ソーラーファッションショーのムービーなども見ることがで
きる。
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Karen’s Tie-Dye Shop- Products Page
http://www.tie-dye.com/products.htm

High Fashion Jewelry for Sale
http://www.whitedove.com/Premier/index.html

●絞り染めした衣服のドレスから子供服までの商品を扱うサー
バー。

●White Dove が提供するオンラインショッピング。ジュエリー
を中心に販売。

INTERNET FASHION MALL / FASHION PLANET
http://order.picnet.com/

Rings by DoPaso
http://www.webstore.com/do01.htm

●アクセサリーのオーダーからファッションショーの情報までフ
ァッションに関するほとんどの情報を網羅しているサーバー。

●天然トルコ石のリングやラピスのリングなどのカタログによる
オンラインオーダーのページ。

ネクタイ

YANTAR, Chicago
http://www.wtinet.com/wti/yantar.htm

★★★

Swarpat Int’l Trading
http://www.owplaza.com/sp/index.html

●SWARPAT の次世代ネクタイのページ。Demo of the Tie で
はうまいネクタイの締め方を紹介してる。
PAGES

●ビーズ、ブレスレット、イヤリングなどのアクセサリーを中心
としたオンラインショッピング。

Etienne Perret
http://media1.hypernet.com/perret.html

T M Lewin & Sons
http://www.londonmall.co.uk/tmlands/default.htm
●T M Lewin & Sons が扱ういろいろなネクタイ、さらにはアク
セサリーまでを紹介している。

●デザイナーEtienne Perret 氏のジュエリーを取り扱ったサーバ
ー。

サングラス

Catalog of Jewelry by Diana Kane
http://www.tagsys.com/Ads/DianaKane/catalog.html

QUETEE HOME PAGE
http://www.sportsite.com/qt

●Diana Kane のオリジナルデザインのシルバーリングやブレス
レットなどのコレクションがオーダーできる。

SHOPPING

●スポーツ用アイウェアを中心としたページ。サングラスなどを
注文できる。

スカーフ

JR Gifts
http://www.olworld.com/olworld/mall/mall_us/c_jewelr/m_jrgift/
index.html

Kozyhoods
http://www.mbnet.mb.ca/flatland/mall/kozyhood/

●サウスウエスタンデザインのシルバーイヤリングを中心に取り
扱っているページ。

●スカーフとヘッドギアの一体となった商品をカタログでオーダ
ーできるページ。

ジュエリー

EARRINGSby Lisa!
http://mmink.cts.com/mmink/kiosks/earrings/earrings.html
●トルコ石をビーズにしたイヤリングを中心としたイヤリング専
門のページ。

PREZIOSI
http://www.inrete.it/preziosi/homepage.html
●イタリアで始めてのインターネット宝石ショップ。18K ゴール
ドと宝石を組み合わせたイタリアンデザインが中心。

Penny Garside, Jewelry
http://www.cruzio.com/~juice/gar.html
●Penny Garside 氏のデザインによるイヤリングのページ。

The Jewelers of Las Vegas
http://www.manifest.com/Jewelers/index.html
●The Jewelers が扱うイヤリングやネックレスのオンラインカ
タログが紹介されているページ。

Marine Jewelry by Robert L. Straight
http://www.stw.com/rls/rls.htm
●ダイバーであるRobert L. Straight 氏のサーバー。マリンジュ
エリーを中心に販売している。

Towne Jewelers
http://www.digimark.net/Towne/
●Towne Jewelers ではイヤリングをはじめ、ダイヤモンドリン
グなどのカタログショッピングを行っている。

Welcome to Harbour Galleries
http://www.teleport.com/~ktbeers/Jewelry.html
●ダイヤモンドネックレス、
ブローチなどを取り扱っているページ。

★★★★★

M. C. Ginsberg
http://www.exclusive.com/ginsberg/

GOLDMINE.COM HOME PAGE
http://www.goldmine.com/

●M. C. Ginsberg のジュエリーを取り扱ったギャラリー。ジュ
エリーのほかに芸術作品も展示している。

●GOLDMINE 社の提供するジュエリーのオンラインショッピン
グ。ジュエリーを中心とした豊富なアイテムがある。

FREE Jewelry!
http://Clever.net/polyjon/

Earth Spirit Designs - Jewelry, Beads, Findings, Gifts
ftp://ftp.serv.net/pub/tomh/EarthSpirit/index.html

●PolyJon Enterprises のリング、ブレスレット、イヤリングな
どのアクセサリーがオーダーできる。

●Earth Spirit Designs のジュエリーを中心としたページ。豊富
なジュエリーをオーダーできる。

Allegro Designs
http://www.allegro-designs.com/index.html

Goldsmith Kim Koch
http://www.execpc.com/~netgains/koch/

●Allegro, Inc の提供するジュエリーのオンラインオーダーのペ
ージ。14K ゴールドの商品が中心。

●ウィスコンシン大学大学院のKim Koch のページ。Kim 氏が
デザインしたリングやペンダントなどが数多く展示してある。
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Lady Remington Jewelry
http://ladyremington.com/

Bodyart
http://www.cis.ohio-state.edu/text/faq/usenet/bodyart/top.html

●Lady Remington 社のジュエリーオンラインオーダー。

●Usenet のrec.arts.bodyart から集められたBodyArt に関す
るFAQ 集。

Gemology & Lapidary Pages
http://www.teleport.com/~raylc/master/lobby.html
●Gemology & Lapidary のサーバー。ジュエリーの制作工程な
ども見ることができる。

香水

The Fragrance Outlet
http://www.gate.net/~beaumont/fragrance/index.html

★★★★★

FADMAG Megazine
http://205.162.155.2/FADMAG/index.html

●FADMAG Megazine が提供するファッションアートページ。

Technomedia Aran Sweater Home Page
http://www.easynet.co.uk/pages/tmedia/arhome.htm

●数多くの香水がオンラインショッピングできるサーバー。

●セーターに関する情報を提供しているページ。関連したニット
のオンラインマガジンなどへもリンクを張っている。

Perfumes NOW! Ltd Home Page
http://infoweb.net/perfume/

GSpot Magazine Issue 15
http://www.hardnet.co.uk/gspot/

●Sunflowers をはじめとする香水のオンラインオーダーができ
る、女性用だけでなく男性用も取り扱っている。

●GSpot Magazine のサーバー。ファッションアートフォトグ
ラフィーが豊富。

Le Parfum
http://www.netview.com/svg/shopping/leparfum/

Video Library
http://shalini.clas.niu.edu/hem.avi

●Le Parfum のページ。お店に関する情報やメーリングリスト
のサービスを行っている。

●ファッションショーに関するビデオライブラリーが提供されて
いる。

Welcome to Kamala Perfumes
http://www.cencom.net/~kamala/kamala.html

Scott Kosits’s Home Page
http://tasha.ns.ccf.org:8080/kositss/w.4

●香水からボディーケア商品まで、プライスリストなどの情報を
提供している。

●Scott Kosits 氏のページ。ベルリンでのファッションショーの
フォトなどが公開されている。

Welcome to the Montage Homepage
http://www.cicat.com/montage/

スーパーモデル

●香水ボトルの情報センター。いろいろな形の香水ボトルのオー
ダーもできる。

Supermodels Frequently Asked Questions
http://www.portal.com/~graham/faq.html
●Graham Watt 氏のページ。スーパーモデルに関するいろいろ
なFAQ など。

TOTAL: Body Language
http://www.totalny.com/vc/vcmd/vcmdc.html

●Gill 嬢のホームページ。髪の長い女性に関する情報など。

●total New York からリンクされているページ。スーパーモデル
の情報など。

カウボーイファッション

Cody’s — For the Cowboy in All of Us
http://www.codys.com/index.html

Cindy Crawford Main Page
http://ws1.theochem.uni-hannover.de:80/gerald/ccmain.html

●カウボーイファッションに関するページ。ジーンズやベルトな
どがオーダーできる。

●Cindy Crawford に関する情報を豊富なフォトで提供してい
るページ。

ファッションアート

Charlie’s Sneaker Pages
http://galaxy.einet.net/galaxy/Leisure-and-Recreation/Fashion.html
●Charlie 氏のホームページ。スニーカーに関するサイトに多数
リンクしている。

Models
http://www.cimtegration.com/3eye/mpeg/models/

The London College of Fashion
http://www.dircon.co.uk/lcf/lcf.html
●London College のホームページ。 B.A. Fashion Promotion
では５つのカレッジのアートを展示している。

●CIMtegration 社のモデルのページ。Erika Elenaik やKathy
Ireland などのムービーがある。

Ed’s Supermodel Supermarket
http://rohan.sdsu.edu/home/atrero/pics01.html

Chiossone Studio Photography
http://www.escape.com/~chiosson/
●Carlos 氏のフォトギャラリーが展示されているページ。

●San DiegoState University のEd 氏のホームページ。スーパ
ーモデルがカタログで紹介されている。

BME: Piercing Gallery
http://www.io.org/~bme/bme-pg.html
●BME のアートページ。ピアスを中心としたフォトアートを公
開。
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SHOPPING

Long Haired Lady
http://www.dungeon.com/home/nod/gillhome.html

●Keri 氏のホームページ。FASHION & PORTRAITS では女性
モデルのすばらしいフォトを公開。

YELLOW

★★★★★

ヘアースタイル

★★★★★
Keri advocat: photography
http://www.phantom.com/~kadvocat/portfolio.html
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