イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

る人が多いんです。そうかと思えば、
経理の人からは「これって経費なの？」
ってよく電話がかかってきます。う〜
む。
これって役得ってやつですか？

この記事は、どうやら編集スタッフの
人たちの物欲を満たすページになっ
てきたようです。私のところに「今度、
これ欲しいんだけどなぁ〜」といってく

LIFE WITH INTERNET
通販生活編 3

だんだんと記事のネタが趣味にはしってきた●愚留目 都亜

【今月はスタッフのほしいものを買いまくってしまおう！】
「新年おめでとうございます」という言葉

急に増加したWWW サーバーのうちでは、

ドのバスケットに入っているという商品で

で書き出すべきなのかなぁ、と悩んでしま

インターネット上でのオンラインショッピン

す。わたしの自宅のそばに大きな公園があ

う96 年 1 月号のLIFE WITH INTERNET

グが目立ちます。小さな個人商店のような

るので、春や秋の休日に、お弁当を持って

です。インターネットマガジンはこの号で

店構え（ウェブ構え）のお店から、大手デ

公園に行き、そこでお昼を食べることがあ

通巻12 号、すなわち丸1 年分ということに

パート並みのデザインの本格的なお店まで、

ります。ピクニックバスケットがあれば、公

なります。創刊のころは隔月刊でしたので、

多種多様なお店がインターネット上に並ん

園での昼食がより充実したものになること

実際にはとっくに1 年を過ぎていますが、12

でいます。

は間違いありません。

さて、前々回から「通販生活編」と題

3 つめの商品は「パウダーソルト」、すな

して急激に増えてきたオンラインショッピ

わちお塩です。これは編集部のU 女史の希

インターネットの世界は1 年前と比べて

ングについて紹介してきました。それも単

望で、お風呂に入れて使いたいそうです。

どうかというと、これがまた飛躍的に拡大

に紹介するだけでなく、実際に購入し、結

WWW で表示されるページを見ると、お風

したことは誰しもが認めざるを得ないでし

果を報告してきました。今回は通販生活編

呂用だけでなく、もちろん食用にもなると

ょう。創刊号当時のインターネットサービ

の3 回目として、またまた4 つの商品を購入

のこと。ミネラルなどがふんだんに入って

スプロバイダーの数と現在のそれとを比較

してみます。

いるとのことなので、お風呂に入れても食

冊ということでなんとなく感慨深いものが
あります。

べたとしても、身体にいいこと請け合いで

すれば明らかです。しかし、インターネッ

最初の商品は熱帯魚用のグッズです。打

トサービスプロバイダー間の接続回線は着

ち合わせに編集部に顔を出していると、イ

実に太く、多くなっているのに、ユーザー

ンターネットマガジンのデザイン全般を担

最後の商品は「馬刺し」です。九州の

数の増加と利用頻度の増加の方が急激で、

当しているO 氏とN 氏がやってきたのです

大分県にある会社が特選グルメとして売っ

ネットワークの混雑度が日増しに高くなっ

が、顔を合わせるや否や「熱帯魚用品を買

ているもので、クール宅急便で直送してく

ているように思えてなりません。

ってみない？」とのこと。ON コンビに頼

れます。いうまでもなく編集部一同楽しみ

まれてはいやとはいえません。友人の分も

にしているので、これまでの例からいくと、

含めて、3 つ注文することになりました。

配達日には普段の日と比べて、妙に人がた

ネットワークの混雑度の増加と共に急激
に多くなっているのは、WWW サーバーの

す。

くさんいるといった現象が出そうです。

数ではないでしょうか。どうがんばっても

2 つめの商品はピクニックバスケットで

すべてを見つくすことは不可能で、特定の

す。お皿、コップ、フォーク、ナイフ、ス

さあ、今月は4 つの商品を注文したわけ

種類のものだけを見て回ろうとしても、ま

プーンなどが4 人分と、料理を入れるケー

ですが、実際に手にすることができるのは

だ無理があります。

スが2 つセットになって、大きなハンドメイ

いくつの商品でしょうか？
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先月の成果

S S S S

12 月号の注文はすべて成功。しかも意外と早く商品が届きました。

商品番号

6

インターネットT シャツ
「Branch.com」というショッピングモールに出店している「SFT
Enterprizes」のNetSurfer プロダクトのインターネットT シャツです。

番

注文用のフォームに国名を書く欄があり、海外への送料もちゃんと表
示されるなど、日本からの注文も何ら不安を感じさせませんでした。
WWW のページのフォームを使って注文したところ、アメリカから3 週
間弱で配達されてきました。結局 T シャツ1 枚が16.95US ドルで、海
外への送料が10.00US ドルでした。合計 26.95US ドルで、最終的な
カードへの請求額は2,657 円でした。
j http://branch.com/netsurfer/netsurfr.html

商品番号

7

アンドロメダ星雲の
天体写真

I 編集長の希望で大判の天体写真を購入してみようということに
なり、Galaxy Photography という会社の商品を選びました。私
は天体には大いに興味があるのですが、ただ興味があるだけで、実
際には何も知りません。そこでI 編集長は、だれでも名前を知って
いる有名なものとして、アンドロメダ星雲を選んでくれました。

番

このお店はPostal Money Order（郵便為替）による支払いのみ
しか受け付けていなかったので、郵便局に行く必要があります。
j http://www.galaxyphoto.com/galaxy/

商品番号

8

サンガリアの缶ジュース
つぎは、缶ジュースです。テレビでそのコマーシャルを聞いたことのある人も多い

番

と思いますが、コーヒーやジュースを売っている日本サンガリアという会社の直
販です。販売しているのは2 種類のジュース、コーヒー、サイダーのみですが、何
といってもその価格の安さが目をひきました。
1 ケースには30 本入っていて、注文したのは100%オレンジジュース1 ケースと
100%アップルジュース1 ケースの合計 2 ケースです。この2 ケースが最低注文数
で、価格は3,000 円で送料は無料でした。
j http://www.sangaria.co.jp/

商品番号

9

「ホリディイン」の予約

先月最後の商品は「ホリディインホテル」です。もちろんホテ
ルを買うのではなく、予約を入れて泊まりに行くという意味で
す。予約をして泊まりに行ったのは、東京の八丁堀駅のそば
にある「ホリディイン東京」です。
ホリディインではWeb から予約を入れた場合、予約記録にそ

番

の旨が記されるとのことです。ホリディイン東京に泊まりに行
った日にホテルの方とお話ししたところ、おそらくインターネ
ットで予約して宿泊した初めてのゲストだろうといわれました。
泊まったのはいいのですが、結局、朝まで仕事をする場所にな
ってしまいました。
j http://www.holiday-inn.com/
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番号

商品

10

番 熱帯魚飼育用ヒーター

j http://www2.imall.com/~al/tropical/trdschm.htm

インターネットマガジンのデザイン担当

注文用のフォームには国名を書くところ

のO 氏とN 氏によると、熱帯魚用のグッズ

がありましたが、海外向けの送料について

が日本では大変に高いとのことです。ON

は記述がありません。さて、どうなること

コンビがWWW サーバーを見て回ったとこ

やら。

ろ、アメリカで通販をしているところがあ
るとのことで、さっそく試してみました。
今回は熱帯魚用のセーフティースイッチ
付きヒーターを注文してみました。価格を
見る限り、日本で売られている価格の2 分
の1 から3 分の1 とのことです。

F「Tropical Discount」のトップページ。
トップページ上にすべての商品がリスト
アップされている。なお、Shipping の
選択欄では、
「UPS ground」以外に
選択の余地はなかった。
トップページで購入したい商品をクリックし、S
「Submit Order」ボタンを押すとこの注文
用のフォームが出てくる。100W のヒーター
2 つと150W のヒーター1 つで46.10 ドル。
送料込みでは56.50 ドルと表示された。

A 注文用のフォームに記入し、「Submit Order」
ボタンを押すと、このページとなる。注文の確認
のページである。
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LIFE WITH INTERNET
番号

商品

11

番 アウトドアにでかけよう！ピクニックバスケット
j http://www.csn.net/gift/

今月の2 つめの商品は「ピクニッ

っぴり健康な生活をおくっている気になる

クバスケット」です。最近はキャン

から不思議です。そんなときにこのピクニ

プなどのアウトドアライフが人気を

ックバスケットがあったら、と思うと、心

集めていますが、そこまで大げさで

がウキウキしてきませんか？
ここで紹介するのは、アメリカのコロラ

なく、ちょっとしたピクニック程度
でも十分に心がリフレッシュします。

ドにある「SuperNet」という会社の中にホ

私たち夫婦も近くの公園に食べ物を

ームページを置いている「Gourmet Gift

持っていってランチタイムを過ごす

Net」です。食に関するものがいろいろ入

ことがありますが、それだけでちょ

っていて、見てるだけでおもしろいところ
です。私たち夫婦のお気に入りの場所の1
つです。
問題は、日本からの注文に対して、送っ
てくれるかという点です。いろいろページ
を見て回ったのですが、この件に関しては
何も書いてありませんでした。注文用のフ
ォームの住所欄には、州や国の区切りがな
いので、何とも言えません。
とにかく、無理は承知で注文してみるこ
とにしました。はたしてどうなることやら。

A「Gourmet Gift Net」のトップページ。
D 注文用のフォームにすべて記入し、
「Order Now」

ナッツ、チョコレート、スパイス、料

のボタンを押すと、ここに示したようなメッセージ

理の本など、ボタンが14 個出てくる。

が出てくる。実際には、WWW のフォーム内から
電子メールが出されている。表示されたメッセージ
D「Designer's Table」の中の「Pre-

は、その電子メールの内容ということになる。

mium Picnic Baskets by Ascot」を
選ぶと、このページが表示される。送
料は7 ドルと表示されている。

A 個々の商品が表示されているページ
で、
「Order Here」ボタンを押すとこ
の注文用のフォームが出てくる。住所
などはテキストボックスにすべて入力
する形のものなので、一応日本の住所
も入れることができる。注文する商品
の番号は、自動的には埋められないの
で、自分で入力する必要がある。
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番号

商品

12

番 お肌をきれいにするパウダーソルト
j http://santa.felissimo.co.jp/

今月の3 番目の商品は塩です。カタログ
販売で有名な「フェリシモ」が、WWW に

の4 点を買ってみようと言っていたので、さ
っそく注文です。

よる通信販売を始めました。ある日編集部

実際に注文するには、まずメンバー登録

員のU 女史が、パウダーソルト、ジューシ

をしておく必要があります。メンバーの識

ーラムネ、お香スタンド、オリーブソープ

別はメールアドレスで行われています。

今回 4 点を一度に注文しようとしたので
すが、1 点目のソルトを選択した時点です
ぐに注文の画面になってしまいましたので、
ソルトだけを注文することにしました。

D トップページで「フェリシモショッピング」
を選択し、さらに「HEALTHINESS」
を選択すると、このページが出てくる。
食べ物から枕まで、健康に関するものが
11 個並んでいる。

A 個々の商品のページで「お申し込みページ」を
押すと、この「商品オーダーシート」のページと
なる。メンバー登録してあれば、メールアドレス
とパスワードを入力するだけでよい。

先 のページで S
「メグサランパウ
ダーソルト」を
選んで表示され
たページ。

A 最後に注文の確認のページが
表示される。
A「フェリシモ」のトップページ。十数種類
のカテゴリー分けがされている。今回は
「フェリシモショッピング」へ進む。
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番号

商品

13

番 九州名産の馬刺し

j http://heart.coara.or.jp/VSHOP/NewVSHOP/shop/16shop/16shop.html

今月の最後の商品は、編集部大多数の

同じところに「北海道物産」という名前

者 の希 望 により、 馬 刺 し。 このお店 は

で出店している「中本物産株式会社」と

NewCOARA 内のVirtual Shop に出店して

いう会社もありますが、住所が九州物産株

九州の名産を販売している「九州物産株式

式会社と同じなので、経営母体が一緒かも

会社」です。

しれません。

D 先のページで「ご案内」を選択して送料
や支払い方法を確認したのち、
「ご注文」
を押すと、この注文用フォームのページ
となる。欲しいもののチェックボックスを
クリックし、個数を入力すればよい。

なお、支払いは銀行振り込みのみなので、
ちょっと面倒ですが、編集部一同楽しみに
待っています。

D トップページで「特選グルメ」を選択す
ると、このページが表示される。2 番目
に表示されているのがお目当ての「馬刺」
である。

A 「九州うまかもん」のト
ップページ。
「全品一覧」
を選択すると、
「特選グ
ルメ」と「バラエティグ
ルメ」の全商品を見れる。

トップページで「全品一覧」S
を選ぶと、この「商品一
覧」のページが表示される。
全部で19 品目ある。
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