イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

世界のショッピングモールのサーバ
ーで商品を選んで、クレジットカー
ドの番号を入力するだけで、本当に
商品が届くのでしょうか？ ご期待
ください。

このページでは、いままで生活に密
着したインターネットの使い方を紹
介してきましたが、今月からは、い
ま最も多くの人が興味のある通信販
売の実験をしていきましょう。

LIFE WITH INTERNET
通販生活編 1

前から欲しかったものをこの際買ってしまいたい●愚留目 都亜

【秋だ！ショッピングだ！インターネット通販大実験】
3 か月連続で天気の話から始めましょう。
夏も終わりに近づくと、今年は結果的に
「猛暑」だったという結論に行き着きまし

を注文しているので、全部で6 つの商品を

ンピュータ関係のものは、アメリカで売ら

注文したことになります。さぁ、結果はど

れている価格とそう大差のない値段で秋葉

うなるでしょうか。

原で購入できるそうですが、すべてを売っ

た。当初は冷夏の予想だったものが、つぎ

今回注文した1 つ目の商品はコンパクト

ているわけでもなく、また、まとめ買いす

に平年並みとなり、最後は猛暑というわけ

ディスクやビデオテープを販売している

ると送料や手数料を考慮してもやはりまだ

です。「いいかげんにして」といいたくなり

「CDNOW」です。このWWW サーバーは

直接アメリカに注文したほうが安くなりま

検索機能がすぐれていて、お目当ての歌手

す。今回はマイクロソフトの「Wine Guide」

今月はインターネットでのオンラインショ

のCD を見つけるのが容易です。また、輸

というCD-ROM を注文してみようと思いま

ッピング第2 弾です。暑さを忘れるために買

入ものも取り扱っていて、たとえば日本の

す。

いまくるゾー、ということになりました。本

ビデオなども売っています。編集部員の要

最後の商品は書籍です。第1 弾のときに

誌第4 号のオンラインショッピング第1 弾で

望により、今回はU2 のCD を買いました。

Telnet によるサービスをしていた本屋さん

はローリング・ストーンズのジャケット、お

2 つ目の商品はギフト用ゴルフボールで

花、本の3 つに挑戦しました。そのときは

す。別にこれといった購入理由はないので

そこで、またまた挑戦です。旅行関係の本

結局ジャケットと本をなんとか入手するこ

すが、たまたまWWW サーバーを見たとき

を3 冊購入してみます。

とができたのですが、お花は配達されずじ

に買いたくなったのです。イラスト入りボ

まいでした。もちろん、クレジットカードへ

ールを1 ダース買うことにしました。

ませんか？

が、WWW によるサービスを開始しました。

さて、今回注文した5 つの商品とメープ
ルシロップの全 6 品目ですが、いったいい

のチャージもされませんでした。あれから半

3 つ目はおそばです。実は私はそばが大

くつ入手できるのでしょうか。信州そばは

年ちょっと過ぎたいま、第2 弾として5 つの

好きで、1 人のときなどよくおそば屋さんに

すでに手に入り、私と編集部員のお腹に入

商品のオンラインショッピングに挑戦です。

行くのですが、ついにインターネットでお

りましたので、残りの5 品目が問題です。

それぞれの商品の金額がいくらで、送料

そばが買えるようになったとのことで、試

来月のこのコーナーで続編をお知らせした

と手数料がどれくらい必要で、注文してか

してみました。この商品は注文後すぐに入

いと思います。皆さんもどの品目が送られ

ら送られてくるまでにどれくらいの期間か

手できましたので、編集部で食べました。

てくるか予想してみてください。また、こ

かるか、といったことを特に見てみたいと

生麺でつなぎも少なそうで大変おいしかっ

んな商品を注文して欲しいとか、おもしろ

思います。とりあえず今回はその注文編と

たです。そばの前においしい日本酒と焼き

い商品を売っているサーバーなどの情報を

して、5 つの商品の注文の過程を紹介しま

味噌とかがあったら、いうことなしです。

お知らせください。皆さんにかわって、この

す。あっそうそう、前回メープルシロップ
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4 つ目はCD-ROM ソフトです。いまやコ

コーナーで購入してみたいと思っています。
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番号

商品

1番

U2 のアルバム CD
CDNOW http://cdnow.com/
オンラインショッピングで最初に挑戦した

を1 枚だけ注文したのですが、計算された送

商品はCDです。お店は「CDNOW」です。

料と手数料は10.11 ドルでした。理由は不

インターネット体験のある方なら一度は訪

明です。まぁ、安い分には文句はないですが。

れたことがあるのではないでしょうか。それ
ほど有名なお店です。アメリカのみならず、
日本でもテレビで紹介されたことがありま
す。このお店は兄弟 2 人で始めたお店で、
現在は16 万5 千種あまりの商品を世界に向
けて販売する大型店舗となりました。
CDNOW は登録制となっていて、商品
を購入するにはアカウントが必要です。購
入せずに検索だけのときは、アカウントは
必要ないので誰でも利用できます。
日本への送料と手数料ですが、複数枚セ
ットではない普通のCD の場合、最初の1
枚が11.11 ドルで、その後5 枚までが1 枚あ
たり2.69 ドル、さらにその後は1 枚あたり

最終的な注文の画面。送料と手数

▼

2.20 ドルとなっています。しかし、今回CD

料は正確な額が計算されている。
また、税関申告額も記される。

検索結果には、CD やビデオのほかに
輸入物やT シャツなども表示された。

▼

▲
「FIND MUSIC」を使えば、欲しいCD
の検索も簡単にできる。検索は、アーテ
ィスト、CD タイトル、曲目等で行なう。
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番号

商品

2番 プレゼント用イラスト入りゴルフボール
DSC Merketing http://amsquare.com/dsc/
オンラインショッピングの2 つ目の商品は
プレゼント用ゴルフボールです。アメリカ
では夏も終わりに近づくと、そろそろクリ
スマスプレゼントの話が出てきます。もち
ろん、本格的なクリスマス商戦は11 月に入
ってからですが、中には気の早いお店もあ
るわけです。まさか、一年中というわけで
もないでしょうが。
お店の名前は「DSC Marketing」といい、
すごく小さなお店です。商品もギフト向け
ゴルフボールが4 セットのみで、ほかには何
もありません。しかし絵柄がなかなか可愛
いので、買ってみる気になりました。
問題は日本から注文ができるかという点
です。試しに「Order Form」まで進んでみ
ると、記入項目に「Country」がありました。
これは挑戦してみる価値は大いにありです。
このお店には、送料や手数料の細かな表
示がなく「Order Form」中に記
されているのみです。それによ
ると、パッケージングには簡単
な包装から木箱入りまで3 種類
あり、一番安くて1 ダースあた
り27.00 ドルです。また送料は1
ダースあたり4.50 ドルとなって

▲
トップページを

います。はたしてこの送料で日

見ると、4 種類

本まで届くのでしょうか。

のボールセット

なお、注文時に住所

がある。

欄がすべて埋まっていな
いとエラーとなってしま

▲

ここに示した合計
1 2 個のボールが

ったので、アメリカの州
名を入れるべき「State」

今 回 購 入 したボ

に適当に文字を入れまし

ール。クリスマス

た。

セットの9 個すべ
てと、セクシーセ
の3 個。

▲

ットの6 個のうち

最 終 的 な注 文 ペー
ジ。プレゼント用に

別 の送 り先 を指 定
し、メッセージを付
けることも可能。
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商品

3番

信州そば
松栄屋

http://www.st.rim.or.jp/~tonky/matsueya/

▼

「松栄屋」のホームページ。第一
印象で「そば屋」の雰囲気が漂

そばの値段、送料、受け渡し方法が記

▼

っている。

されているページ。ほかに信州そばにつ
いてのページや食べ方のページもある。
信州そばの注文ページ。2 度目の注文か
らは住所の入力は必要ない。また、発送
日の指定などメッセージも記入できる。

▼

オンラインショッピングの3 つ目の商品は
「そば」です。先月号の本誌ならびにその
付録 CD-ROM を見た方ならご存じでしょ
うが、信州そばの「松栄屋」さんがインタ
ーネットを通じてそばを販売しています。
編集部で一度注文しみんなで食べたところ、
大 変 においしかったとのことで、 この
「LIFE WITH INTERNET」関係者でも食
今回もまた編集部内での試食となったので、

べようということになったわけです。
注文は簡単です。注文ページに必要事項

鍋はずんどう型しかありませんでした。編

を入れるだけです。料金は1 食 120 円で、

集部では、つぎに注文するまでには別の鍋

最低 10 食の注文から受け付けます。手数

を用意しておこうということになりました。

料は1 回 100 円で送料はヤマトの宅急便の

インターネットで鍋を買えるお店をご存じ

実費です。なお、4 月から11 月まではクー

ありませんか？

ル宅急便となるので送料が高くなります。

また、編集部にはそばつゆなどが用意さ

編集部で10 食を注文してヤマトコレクトサ

れていないだろうとの配慮から、そばつゆ

ービスに支払った金額は2440 円でした。な

を入れていただきました。ありがとうござ

お、配達可能地域は本州のみです。

いました。通常はそばつゆなどは入ってい

送られてきたおそばのパッケージの中に、

ません。

松栄屋さんの奥さんからの手紙が入ってい

最後に、東京近郊のお勧めのおそば屋さ

ました。その手紙によると、先月号のCD-

んを2 つ紹介します。私のよく行くおそば

ROM を見たとのことで、家庭で作るとき

屋さんは東京神田小川町の「まつや」さん

はお鍋はずんどう型より平たい鍋のほうが

です。ちょっと離れたところでは、埼玉県

熱が十分に伝わってよいとのこと。しかし、

秩父の「こいけ」もお勧めです。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET MAGAZINE 1995/11

155

番号

商品

4番 マイクロソフトのマルチメディア CD-ROM
The Internet Shopping Network http://www0.internet.net/
4 つ目のオンラインショッピングはマルチ

で欲しいソフトの発売会社を指定して、さ

メディアCD-ROM です。訪れたお店は

らに商品を絞ることができます。またほか

「The Internet Shopping Network」（ISN）

に「By Category」というCD-ROM の分野

で、コンピュータ関係商品の品揃えが豊富

別リストもあります。最終的に1 つの商品

なお店です。コンピュータのほかにもステ

に絞り切り、その「Specifications」
（仕様）

レオやテレビ、ビデオといった電気製品や、

を表示させて商品を確認します。似たよう

花屋さんやステーキ屋さんまで出店してい

な商品も多いので、確認は慎重にすべきで

ます。とりあえず今回はCD-ROM を購入

す。特に、ウィンドウズとマッキントッシ

することにしました。

ュの区別や、CD-ROM とフロッピーディス

ISN で商品を購入するには、ISN の会員
番号を取得しておく必要があります。もち
ろん、購入しないで情報を検索するだけで

クなどの販売メディアの違いを確認します。
問題は送料です。日本への送料の詳細は
W W W のページには見受けられません。

あれば、会員番号は必要ありません。支払

「Shipping Info」ページによると、送料が

うクレジットカードの情報は、会員申し込

確定し次第、電子メールで知らせてくると

みのときに指定します。

のこと。さていくらとなるのやら。

商品の検索は簡単です。今回の場
合、トップページで「CD-ROM」を
選ぶと「By Company」という会社名が

▲

リストされているペー

I S N のトップページ。
特別セールの商品には

ジとなります。ここ

ウィンドウズ95 の名前

注文のページ。送付先

▼

も見られる。

の情報や支払いクレジ
ットカードなどの情報
は、会員登録したとき
のものが使われる。表
示される送料に関して
は、アメリカ国内向け
のものであり、日本へ
の送料はこれより高く
なる。

▲
個々の商品の仕様を表示するページでは、どのOS
に対応しているかを確認することが重要。
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番号

商品

5番

日本では手に入りにくい本

Book Stacks Unlimited, Inc. http://melville.books.com/
オンラインショッピングの5 番目の商品

への発送も何の問題もなくOK です。送付

は「本」です。お店は本誌第4 号の「LIFE

方法には航空便と船便との2 種類がありま

WITH INTERNET」でも紹介した「Book

す。船便に関しては、8 月末までは1 回の

Stacks Unlimited, Inc.」 で す 。 当 時 は

注文あたり7.50 ドルの固定料金でしたが、

TELNET によるサービスでしたが、現在で

9 月 1 日からは注文量に応じた従量料金と

はWWW によるサービスが開始され、取り

なります。これはアメリカでの書籍郵便レ

扱い書籍も32 万タイトルを超えました。

ートの変更によるものだそうです。正確な

今回はWWW ページを使って旅行関係の

送料は、注文フォーム上に表示されます。

本を3 冊購入してみたいと思います。1 冊は

第 4 号でも書きましたが、この本屋さん

近々家族でハワイへ行く担当編集者向けの

は「Bookmarks」というポイント制を実施

マウイ島ガイドです。2 冊目は「Official

していて、購入額に応じてポイントが還元

Frequent Flyer Guidebook」というFFP/

されます。このポイントを次のショッピン

FSP などの情報が集められているものです。

グのときに使うことができます。
なお、書籍を購入するためにはユーザー

3 冊目はイギリスのMichael Palin（マイケ
ル・パリン）の「Pole to Pole」という本です。

アカウントを取得する必要があります。

前もちゃんと送られて来たように、日本

▲

▲
トップページ。書籍の検索システムへの

注文のページ。送料は自動的に

移行、システムへのログオン、アカウン

計算され、確定額が表示される。

ト情報のチェックなどの項目が見られる。

1 つの書籍の詳細情報を表示させたところ。
発行日やエディション番号、ISBN、料金
のほかに、Bookmarks が表示される。

▼
自分のショッピングバックの中身を表示さ
せたところ。現在 3 冊の本が入っている。

▼
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