イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

今月はインターネットでオーダーメイド
できる商品を集めてみました。はたし
て、どんなオリジナルグッズができあが
るでしょうか？

待ちに待った春がやってきました。新
年度が始まり何かと環境が変わる時
期ですが、前向きに頑張りたいもので
すね。
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オンラインショッピングの達人●愚留目 都亜

【インターネットでオーダーしよう！ 自分だけのオリジナルグッズ】
は入れませんが、すぐ前までは行けるので、

というサービスはありますが、ニットに、そ

け、お正月をニューヨークのTimes Square

十分その雰囲気を味わうことができます。4

れも絵柄を編み込んでくれるというのが興

で迎えました。午前 0 時を合図に、ライト

時間程度前から待つのが面倒だという方に

味を引くところです。

に照らされる中でまわりのビルから色とり

は、Times Square 近くのホテルに宿泊する

どりの紙吹雪がまかれる様子はなかなか感

ことをお勧めします。とくにMarriott Mar-

自分の希望する文字や絵を湯呑みに入れら

動的です。

quis はお勧めです。

れるというものです。湯呑みに文字を「書

先月書いたとおり、年末に旅行に出か

2 番目の商品はオリジナルの湯呑みです。

く」タイプのものと、文字や絵を「彫る」

当日の夜はTimes Square を中心にその

今回のニューヨークは3 泊しかできなかっ

まわりを三重から四重にわたってポリスラ

たのですが、毎日1 つずつミュージカルを見

タイプのものがあります。彫るタイプのも

インが引かれます。内側から外側には出ら

ることができました。29 日のキャロル・チ

のは、本職の日本画家の方が彫ってくださ

れますが、外側から内側には入れません。

ャニング主演の「ハロー・ドーリー」にはじ

るそうで、なかなか味わいのある湯呑みが

Times Square でお正月を迎えようとする場

まり31 日の「ショウ・ボート」まで、なか

できそうです。

合は、午後 8 時ぐらいから内側にいる必要

なか見ごたえのあるものばかりでした。残

3 番目の商品はオリジナルキーホルダーで

があります。そうしないと、8 番街や6 番街

念なのはジュリー・アンドリュース主演の

す。アメリカのアリゾナにある会社のサー

「ビクター・ビクトリア」が見られなかった

ビスで、いろいろなデザインのキーホルダー

でロックアウトされる可能性が大です。
私たち夫婦は31 日もミュージカルを見る

ことです。次回はぜひ見たいと思います。

プレートに字を彫ってもらうというもので

予定だったので、
ミュージカルが終わる11 時

さて今回のオンラインショッピングは、オ

す。とにかくプレートの種類の多さに圧倒

ごろには基本的に内側に入ることはできな

ーダーメイド商品です。だれもが手にできる

いと考えました。そこで、宿泊ホテルを

既製品ではなく、世界に1 つしかない自分

Times Square に面しているMarriott Mar-

だけの製品をウェブで注文してみました。

quis にしました。このホテルでは31 日に宿

最初の商品はオリジナルのニットです。

されます。
最後の商品は文字盤の部分をオーダーメ
イドできる時計です。これもアメリカの会
社です。希望する画像イメージを送ると、

泊する客に対しては、通常とは違う色のカ

絵や写真などの画像データを送ると、CAD

文字盤のデザインサンプルを作ってくれま

ードキーを使います。そして、ポリスライン

システムで処理してニットをデザインして

す。サンプルが気に入ったらウェブで注文

を引いてロックアウトしている警察官もそ

くれます。そして、そのCAD システムと接

して、オリジナルの時計ができるというわ

のことを知っていて、そのカードを見せる

続された自動編み機で実際にニットを編ん

けです。

と外側から内側に入ることができるのです。

でくれるというものです。T シャツなどにオ

もちろん、Times Square のど真ん中まで

リジナルの絵や文字をプリントしてくれる
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さて、今月のインターネットショッピン
グの成果はどうなるでしょうか。
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先月の成果

S S S S
商品番号

20

ビール醸造キット
j http://www.shopaustralia.com.au/gday/

番

まずは前々回のビール醸造キットです。メールで問い合わせたと
ころ、お店のほうのシステムのトラブルで、注文したときの情報
などがなくなってしまったとのこと。注文の内容を再度伝えたと
ころ、至急商品を送るとの回答がありました。しかし、それから
1 か月経ちますが、いまだ配送されてきません。

商品番号

22

スウォッチの腕時計
j http://www.tiac.net/users/simonc/main.html

番

先月の最初の商品はスウォッチの腕時計でした。注文フォームには
国名を書く欄があるので、何の問題もなく買えるはずだと思ってい
たのですが、商品は届かないし、お店からの連絡もありません。メ
ールで問い合わせもしてみましたが、その返事さえも来ません。副
編集長 N 氏の希望はかなえられそうにありません。

先月の2 番目の商品はファイロファックスのシステム手帳でした。注文
フォームの送信後、利用するクレジットカードの番号を国際電話で知ら
せる必要がありました。先方の店に電話をかけ、インターネットから注
文したことを告げると、ちょっと驚いていたようでした。商品は注文後
6 日程度で送られてきました。価格は32.30 ポンドに送料の15 ポンドが
加わって全部で47.30 ポンド。カードの請求額は7,809 円でした。

商品番号

23

番

ファイロファックスのシステム手帳
j http://www.farpoint.co.uk/Shop/CGI/feed/Navigation/index.html

商品番号

24

レイバンのサングラス
j http://www.sunglasses.com/def2.htm

番

先月の3 番目の商品はレイバンのサングラスでした。なかなか商
品がこないので問い合わせのメールを出しましたが、返信もなく、
あきらめかけていたら、なんと注文後約 2 か月経って商品が届き
ました。ウェブでは送料は約 18 ドルとありましたが、送付伝票
では15 ドルと書かれていました。

商品番号

25

ラルフローレンの香水
j http://www.ralphlaurenfragrance.com/
Branch Mall の香水ショップ
j http://branch.com/fragrance/menu.html

番

先月の最後の商品は、ラルフローレンの香水でした。香
水のディスカウント店に注文をしたのですが、注文 2 週
間後に手紙が届きました。それによると、注文した香水
は売り切れとのことで、別の注文を待っていますと書か
れていました。残念ですが、あきらめるしかありません。
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番号

商品

26

番 オーダーメイドのニット

j http://www.sphere.ad.jp/nttsuwa/sindex.html
F （株）サトーが提供する「InterKnit」のト
ップページ。ニットのデザイン例を見るに
は、
「ショールーム」か「試着室」に進む。

D 送った画像によるニットのデザイン
シミュレーションは、この試着室の
ページに掲示される。デザインが気
に入ったら注文に進めばよい。

今月の最初の商品はオリジナルニットで
す。これは長野県の諏訪にある（株）サト
ーが提供しています。

将来的にはクレジットカードも可能になる

ン後1 か月間は記念価格として31,500 円で

てくれます。ニットのデザインまでは無料

販売していました。

でやってくれるので、デザインを見たあと
で購入するかどうかを決められます。

ページの指示に従う。申
し込みはこのページの中ほ

税込みで1 枚45,000 円です。なお、オープ

それをもとにニットをデザインし、作成し

どのフォームを利用する。
A 送付した画像

ニットは4 色編みウール100%の製品で、
サイズとして女性物が3 サイズ、男性物が

送付する画像の形式は、GIF、JPEG、

6 サイズあります。また、試着室に掲示さ

TIFF、PICT のいずれかの形式を用います。

れている他人のニットを注文することもで

もちろん、普通の郵便で送ることも可能で

きます。この場合、オリジナルのデザイン

す。Web ページに書かれているところによ

を送った人にニットの注文1 枚につき1,000

ると、画像受領の2、3 日後に「試着室」

円の割引があるそうです。これは、なかな

のページにデザインしたニットのシュミレー

かおもしろいシステムです。

ション画像が掲示されるとのことです。

今回は、編集部員のU 女史が飼っている

デザインが気に入って実際にニットを作

猫の画像と、牛の模様の画像の2 枚を送る

成してもらう際には、現金書留か銀行振り

ことにしました。デザインを見たあとでど

込みで先に代金を支払う必要があります。

ちらか1 つを注文する予定です。

INTERNET magazine 1996/5

を依頼するときは、この

商品の価格は、国内宛ての送料と消費

自分の好きな絵や写真の画像を送ると、
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A デザインシミュレーション

予定とのことです。
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A デザインシミュレーションの申し
込みはメールで行う。これに画像
ファイルを添付して送ればよい。
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27

番 オリジナル湯呑み

j http://netcity.or.jp/yunomi-en/

今回の2 番目の商品はオリジナルの湯呑

2 つ目は彫るタイプのもので、文字だけ

みです。湯呑みに好みの文字や絵を入れて

でなく、似顔絵や風景画などの絵を入れて

くれるというもので、1 個から注文可能です。

もらうことも可能です。この彫るタイプの

このページは、橋本幹子さんと橋本泰好

ものは、日本画家の方に担当してもらって

さんのご夫婦が提供しているようで、お子

いるそうです。湯呑みには、茶色と茶のツ

さんと3 人で写った写真のページがありまし

ートンの２種類あります。
最後は「幸運の湯呑み」という商品で、

た。そのページによると、幹子さんは瀬戸
地方で生まれ育ったとのことで、当時まわ

既定の7 種類の文から1 つ選び、その前に

りは陶器であふれていたそうです。

個人の名前を入れてもらって字を彫るタイ

購入できる湯呑みは3 種類です。ひとつ

プのものです。今回はこれを注文すること

目は文字を書くタイプのもので、湯呑みの

にしました。選んだ文は「○○さん あな

形は角形か丸形、色は3 色あります。入れ

たの目標 必ず達成できます」で、先頭に

る字は、縦書きあるいは横書きで、黒字か

「編集長」と入れてもらうことにしました。

白抜きとなります。

できあがりが楽しみです。
F 「湯呑み苑」のトップページ。オ
リジナル湯呑みの注文は、
「湯呑
み苑 SHOP お土産亭」へ進む。

D オリジナル湯呑みのページ。表面に字を
書くもの、字を彫るものがあり、ほかに
「幸運の湯呑み」というものがある。

A 「幸運の湯呑み」の注文ペー
ジ。今回は「達成湯呑み」の
注 文 とし、 名 前 のところに
「編集長」と入れることにした。
★このページの作者、橋本さんのコメント
「湯呑み茶苑は、お茶、湯呑み、くつろぎの空
間を提供できる場にしたいと思っています。ま
た、幸運の湯呑みはみなさまの願望実現ため、
願望を潜在意識に渡し成功に導く手助けをしま
す。是非一度ご利用ください」とのこと。

A お土産亭では、オリジナル湯飲みのほかに

A 注文ページで注文後、

尾道風にアレンジした宇治茶も買える。お

注文の確認メールが送

茶は玉露、煎茶など全部で9 種類ある。

られてくる。
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番 オリジナル・キーホルダー
j http://www.getnet.com/engrave/index.html

今月の3 番目の商品はオリジナルのキー

動車のナンバープレートの枠を取り扱って

ホルダーです。提供しているのは「Dakota

います。基本的にベースとなる絵柄があら

Engraving, Etc」という会社で、「GetNet

かじめ与えられていて、そこに自分の希望す

International, Inc.」というサービスプロバ

る文字を彫ってもらうという形になります。

イダー （http://www.getnet.com/）の中
にホームページを設けています。

キーホルダーの絵柄はびっくりするほど
豊富です。大学の学校別、NFL のチーム

GetNet はアリゾナ州フェニックスに本社

別、NBA のチーム別、メジャーリーグのチ

を置く会社で、ビジネスのページには40 社

ーム別、NHL のチーム別など、全部で300

近くの会社がリストアップされています。

種類以上あります。中には、日本のナンバ

Dakota Engraving は、その中の「Quality

ープレートと題されたものもありました。

Services」にリストされている会社で、実

彫れる文字は12 文字× 3 行の計 36 文字

際の住所はスコッツデールとなっています。

です。価格はキーホルダー1 つがUS5.5 ド

スコッツデールといえば、私たち夫婦のお気

ルで、海外からの注文の場合は送料および

に入りの場所の1 つです。これも何かの縁

手数料としてさらにUS2 ドルが必要です。

とばかりに、注文してみることにしました。
Dakota Engraving では、オリジナルのキ
ーホルダーのほかにも、バイクプレートと自

A 注文は、FAX、手紙、オンラインの
3 通りから選ぶ。今回はクレジットカ
ードを利用してオンラインで注文した。

今回は編集部員のY 君の希望により、
NFL のCowboys のタグに、Y 君自身のメー
ルアドレスを入れてもらうことにしました。

F 「Dakota Engraving, Etc.」の
トップページ。このページからキ
ーホルダーの見本のページや彫る
文字のサンプルのページに行ける。

上のページは文字のサンプルで、メー A
ルアドレス、URL や名前などが示され S
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A オンライン注文ではこのフォームを利用する。ク

ている。下はキーホルダーのサンプルの

レジットカードによる注文では、注文を受けてか

一例で、ここに示したのはNFL のもの。

ら48 時間以内に発送するとのこと。
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番 オリジナル置き時計

j http://www.kudonet.com/~benliu/

今月の最後の商品はオリジナルの置き時

はメールで）そのイメージを提示してくれ

計です。提供しているのはカリフォルニア

ます。それに対してOK を出すと、時計の

の 「 Cosmos Images」 と い う 会 社 で 、

文字盤の作成に入ることになります。

「KudoNet」というインターネットサービス

今回は、絵柄としてインプレスの会社の

プロバイダーの中にホームページを設けて

ロゴマークをGIF 形式のファイルで送りま

います。

した。送料については海外は追加が必要と
しか書いていなかったので、とりあえず送

販売しているのは、オーダーメイドの文
字盤を持つ時計です。たまに企業の販促グ

料を教えて欲しい旨のメールを出しました。

ッズとして企業名などが入った腕時計とか
をもらう機会があると思いますが、まさし
くそれを作ってくれる会社ということにな
ります。
時計の種類は3 タイプ7 種類で、価格は
US15.95 ドルからUS23.95 ドルまでとなっ
ています。今回は机の上に置くタイプの時
計にしました。
実際の注文は、まず文字盤の絵柄と代金
分のCheck またはMoney Order を送りま
す。Cosmos Images がそれを受け取ると、
デザインの作業を行い、Web 上で（あるい
A 日本までの送料を問い
合わせるメールを出す。

A 「Cosmos Images」のトップページ。
「時計」と「見る」にかけたタイトルの
「!!! Watch It !!!」がなかなかおもしろい。

S トップページで「More Samples
& Styles」を選ぶと、このページ

A 最終的な注文はこの注文フォーム

となる。3 種類の時計とデザイン

で行う。料金に関しては、Check

のサンプルのほかに、実際に注文

かMoney Order を作成して送付

する際の手順が説明されている。

する必要がある。
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