イ ン タ ー ネ ッ ト の あ る 暮 ら し

さて、世の中はお中元のシーズン。
インターネットでまとめて注文す
れば、とっても簡単。でも、送り
先の控えをとるのを忘れずに。

今月号はインターネット通販特集
をしているせいか、編集部にはや
たらと品物が届きます。周囲の視
線が気になる今日この頃……。
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オンラインショッピングの達人●愚留目 都亜

【これでもう大丈夫？ インターネット通販でお中元】
ミュージカルの最優秀主演女優賞にノミネ

レストランで、カレーフェアが開かれます。

6 月末ですが、私がこの記事を書いている

ートされたジュリー・アンドリュースがノミ

お中元においしいカレーをもらったら、私

のは、5 月です。5、6 月といえば、私たち

ネートを辞退するといった話題や、Big や

たち夫婦なら感謝感激してしまいます。今

読者の方々がこの記事を読んでいるのは、

夫婦にとってカーレース観戦のシーズンで

Victor/Victoria が最優秀ミュージカル賞に

回は三越オリジナルのビーフカレーを進物

す。5 月19 日にF1 モナコグランプリ、26 日

ノミネートされなかったといった話題がで

用として注文することにしました。

にアメリカでインディ500 マイルレース、6

ていますが、50 回目を迎えるこの賞の発表

3 番目はハワイ産食料品の「ギフトセッ

月 16 日にはル・マン24 時間レースと、盛

を楽しみにしています。もちろん、毎日イ

ト」です。常夏の島「ハワイ」の食料品の

りだくさんです。

ンターネットで話題をチェックしてるのは

詰め合わせをお中元として贈ろうという試

言 う ま で も あ り ま せ ん 。（ U R L は 、

みです。パンケーキミックス、シロップ、ジ

らテレビでカーレースを観戦するのが楽し

http://www.playbill.com/）しかし、それ

ャム、コーヒーなどが入ったこのギフトセッ

みの1 つで、毎年この時期を心待ちにして

にしても5、6 月は、夏を前にしてなかなか

トはバスケットに入って送られてきます。

います。しかし、なんと今年はレースの時

盛りだくさんな季節だと思いませんか?

私たち夫婦の間では、ビールを飲みなが

4 番目は「ビール」です。お中元といえ
ば、なんといってもビールです。日本で日

期が海外旅行と重なりました。本当はレー

さて、本格的な夏が来る前に「お中元」

スを生で観戦できればいいのですが、旅先

というイベントがあります。そこで今月は、

本のビールを注文するのも芸がないので、

のホテルで観戦することになりそうです。モ

インターネットを使ってお中元に利用でき

今回は海外からビールを送ってもらうこと

ナコグランプリはアムステルダム滞在中に、

る商品を、それも飲食物を購入してみるこ

にしました。この前の旅行のとき、ニュー

インディ500 マイルレースはニューヨーク滞

とにしました。購入するのは、今回も4 つ

ヨークでセントパトリックデーのパレードを

在中に観戦ということになります。モナコ

の商品です。

見ました。これはアイルランド系の記念日

グランプリもインディ500 マイルレースも、
時差なく生中継で見られそうです。

1 番目は「そうめん」です。夏バテで胃

で、緑色の洋服を着て、緑のビールを飲ん

腸の調子がイマイチのときでも、そうめん

でお祝いする日でもあります。そこで、ア
イルランドのビールを選んでみました。

この時期には、もう1 つ楽しみがありま

やひやむぎなら、なんとか食べられるもの

す。それは、ブロードウェイでのミュージ

です。今回は讃岐のお店の箱入りのそうめ

カルと演劇の1 年間の総決算の日となる、

んを注文し、進物として届けてもらうこと

特に、海外からのギフトセットとビールが

トニー賞です。トニー賞の発表と授賞式は、

にしました。

問題です。また、アルコール類の税金など

6 月2 日に行われますが、それに先立ちノミ
ネートリストが5 月 8 日に発表されました。
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2 番目は「カレー」です。カレーといえ
ば夏のメニューの代表格です。いろいろな

さて、今回の成果はどうなるでしょうか。

はどうなるのでしょうか。来月号をお楽し
みに。
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©1994-2007 Impress R&D

先 月 の 成 果

S S S S S S S S S S S S

商品番号

34

バラの花束

j http://www.toppan.co.jp/jftd/

番

商品番号

先月の最初の商品は「花」
でした。
「日本生花通信配達
協会（JFTD）
」の「花キュ
ーピット」を利用して、バラの
花束を送ってみました。4 月
の11 日に注文し、配達日
として19 日を指定しまし
た。当日午後 2 時ごろ、近
所の花屋さんから届けられま
した。花束の価格 4,000 円の
ほかに特別手数料として500
円かかりました。支払方法はカ
ード決済です。なお、配達時間
は指定できないとのことでした。

35
番
先月の2 つ目の商品は「シルバージュエリー」です。アメリ
カの「Milne Jewelry Company（ミルン・ジュエリー・カ
ンパニー）
」というお店から、トルコ石のピアスを購入しまし
た。4 月 11 日に注文したところ、なんと4 日後の15 日にエ
アメールで届きました。商品の代金は20US ドルで送料は
14US ドル、計 34US ドル、日本円で3,729 円でした。

シルバージュエリー

j http://www.xmission.com/˜turq/

商品番号
商品番号

36

ブランド化粧品

j http://www.yk.rim.or.jp/˜liquors/
2shop/import̲menu.html

番
先月の3 番目の商品は「ブランドもの化粧品」でした。購入したお
店は、輸入品のディスカウントストアである「インポートのエムズ」
です。4 月 11 日に口紅 3 本合計 7,000 円の商品を注文したところ、
15 日に配達されました。代金着払いで、送料 600 円、宅配手数料
300 円、消費税 237 円をあわせて合計 8,137 円となりました。

37

婦人ブラウス

j http://www.productnet.com/

番
先月の4 番目の商品は「洋服」でした。アメリカの「Product」と
いう名前のお店から、婦人用のシャツを買いました。注文したのは
4 月 11 日で、商品は15 日に送られてきました。
ただ、WWW 上の洋服の色と送られてきた実際の洋服の色がちょっ
と違いすぎたので、違う商品に交換してもらうことにしました。
まず、ファックスで交換して欲しい旨を連絡し、4 月 18 日に国際宅
配便で商品を送りました。送料は1,750 円かかりました。
その後、4 月 30 日に新しい商品が送られてきました。色
のトラブルを避けるために、今度は白のシャツにし
ました。結局、代金は商品 145US
ドルに送料 20US ドルを加
えて、計 165US ドル、
日本円で18,269 円で
した。
S あとから届いた白い
シャツ。

S 最初に送られてきたうす
い緑色のシャツ。WWW
では、もう少し白っぽい
色に見えた。
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番号

商品

38

番 讃岐そうめん

j http://www.bekkoame.or.jp/~miyasanu/

今月の最初の商品は「そうめん」です。

ストアップされています。

お中元といえば「夏」、夏に食べる麺とい

WWW には、商品販売のページだけでな

えば「そうめん」と「ひやむぎ」といった

く、「おいしいお召し上がり方」というペー

ところでしょうか。

ジも用意されていて、うどん、塩分カット

ここで紹介するのは、BEKKOAME イン

うどん、そば、そうめんの各調理法が紹介

ターネット上にホームページをあげている

されています。うどんにいたっては、調理

「株式会社 宮武讃岐製麺所」です。香川

方法が5 種類も紹介されています。

県丸亀市にあるこの会社は、包装麺と生麺

今回購入したのは、「讃岐そうめん箱入

の製造卸しと手打ちうどんのお店をしてい

り3.75kg」です。値段は3,200 円で、お中

るそうです。

元にお手ごろな価格といったところでしょ

宮武製麺所がWWW で「おもしろギフト

うか。申し込みはWWW ででき、進物用と

メニュー」として販売しているのは、「さぬ

して送り先を指定することも可能で、さら

き生うどん」、「讃州そば」、「讃岐そうめ

には「のし書き」の指定もできます。

ん」の3 種類です。生うどんは全部で3 種

なお、配送は郵便小包か宅配便で、別

類7 商品がありますが、そのうち1 種類2 商

途送料として1,000 円から2,000 円程度必

品は「塩分カットさぬき生うどん」です。

要です。支払いは商品に同封される郵便振

また、そばとそうめんはそれぞれ3 商品がリ

替用紙で行います。
F 「四国発さぬきうどん宅配便」のトップペー
ジ。うどん、そば、そうめんを売っている。
アクセスした時 はオープン記 念 で全 商 品
10%OFF だった。

A 注文はこの画面で行う。
送り先を指定できるだけ
でなく、送るものに付け
る「のし書き」の文字も
指定できる。
S 「讃岐そうめんギフトメニュー」の
ページ。内容量の違う3 種類の商品
が出てきた。
S 先のメニューで決めた商品をマウスで
クリックすると、商品の大きい写真
と少し詳しい商品説明が出てくる。
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39

番 三越のビーフカレー

j http://www.commerce.or.jp/mitsukoshi/
D 商品を申し込むには、まずこのページ
F これが「三越・インターネットモール」

で「自宅用」か「進物用」かを選択

のトップページ。
「SHOPPING」に

し、それに応じた用紙を表示させる。

進むと、通販のページに行ける。

A 三越オリジナルのビーフカレー
を選ぶ。商品のイメージ画像、
申し込み番号、各種情報が表
示される。

S 注文書をプリントアウト
し、申込項目を記入し、
FAX で送信する。

今月の2 番目の商品は「ビーフカレー」

商品の申し込みは電子メール、あるいは

です。夏というと「カレー」の季節です。

ファックスで行います。オンラインでの申

初夏にビールを飲みながら、おいしいカレ

し込みページというものはなく、表示され

ーを食べるというのもなかなかおつなもので

た申し込み用紙を印刷し、それに記入した

す。というわけで、お中元に「カレー」を

あとでファックスで送るか、あるいは申し

贈ろうという試みです。

込み用紙の内容をすべて入力してメールで

ここで紹介するのは、Electronic Com-

送信するかのどちらかです。

merce Network 内にホームページをあげて

インターネットというぐらいですから、電

いる「三越」です。WWW には、三越に関

子メールで注文しようと思っていたのです

する各種情報や海外有名ブランドの紹介な

が、申し込み用紙を印刷して、それに書き

どとともに、オンラインショッピングのペー

込み終わった段階で、またこれをキーボー

ジが用意されています。

ドで入力する気にはなれませんでした。注

「Shopping」と題されたページでは、6

文受け付けファックスがフリーダイヤルで

がおいしい」を選ぶと、このページとな

つのテーマに分かれています。今回は「ヘ

用意されていることもあり、その場でファ

る。全部で25 商品が表示された。

ルシーがおいしい」の中の三越オリジナル

ックスしてしまいました。

A 「SHOPPING」のページから「ヘルシー

のカレーを選びました。
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商品

40

番 ハワイのギフトセット
j http://www.anniesbaskets.com/

今月の3 番目の商品はハワイの朝食用食

紹介するのは、ハワイの「Annie's Island

料品のギフトバスケットです。トロピカル

Baskets」というお店の商品です。今回は

な食材をお中元で贈ろうというわけです。

「AlohaMall」のショッピングモールをぶら

バスケットの中には、タロのパンケーキミ

ついていて見つけましたが、「Aloha from

ックスやココナッツシロップ、パイナップル

Hawaii」（http://aloha-hawaii.com/）の

ジャムなどが入っています。

ショッピングモールからもたどれます。提供

D 先のページで「Calculate Order」を押すと、こ
の注文のページとなる。必要事項を入力して
「Submit Order」を押すと、注文完了。

している情報は、ショッピング以外の情報
も含まれているAloha from Hawaii のほうが
多いのですが、AlohaMall のほうには日本
語のページも用意されています。
なお、海外向けの送料は問い合わせのこ
ととなっていたので、注文する前にメール
で問い合わせました。返事はすぐに返って
きました。

F 「アロハモール」の日本語のトップ
ページ。フレームが使われていて、右
側の上下両端は常時更新される。
D 先のページでカテゴリーを選択して各
商品のページに進み、そこで内容を確
認したあとに、この商品選択ページで
購入希望数を入力する。

A トップページで「flowers & gifts」を選択
し、 そこで「 Annie's Island Baskets」
を指定すると、このページが表示される。
8 種類のカテゴリが表示される。
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番 世界のビール

j http://www.winenliquor.com/wine.htm
F これが「Warehouse Wines & Liquors」
のトップページ。ここからワイン、ビール、
スピリッツのページへ行ける。
D トップページで「Beer & Ale Selection」
を選ぶとこのページとなる。130 種類あ
まりの名前が表示された。

A 「Nicholson Wall 'O' Beer」の
S トップページで「Wine Selection」を

中の「Garage」ページ。国名

選ぶと表示されるページ。国名などに

を選択するとその国のビール名一

より、さらにカテゴリーを選んでいく。

覧が表示される。
jhttp://www.wallofbeer.com/

今月の最後の商品はビールです。ビール

今回は、私たち夫婦のお気に入りのビー

もやはりお中元の定番ではないでしょうか。

ルの1 つである、「Murphy's Irish Stout」

せっかくなので、海外から購入してみるこ

です。このブランドの缶ビールには仕掛け

とにしました。

があって、グラスに注いだ時にきれいな細

ここで紹介するのは、アメリカの「Warehouse Wines & Liquors」というお店です。

かい泡がでるようになっています。
とりあえずは、ビールの値段と送料を電

このお店はコネティカット州に2 つの小売り

子メールで問い合わせることにしました。

店舗を開いています。品揃えは豊富で、ワ

さて、日本から買えるでしょうか。

インは12 か国から5,500 種類で計170 万本、

あと、ビールに関する興味を引くページ

ビールは32 か国から250 種類で計20 万本が

として、「The Nicholson Wall 'o' Beer」を

ストックされているそうです。ほかにスピリッ

紹介しておきます。なかなか情報量が豊富

ツも扱い、お酒ならなんでも揃っています。

なページです。
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A とりあえず、Murphys Irish Stout ビール
の価格と送料を問い合わせるメールを、
Warehouse Wines & Liquors に送る。

INTERNET magazine 1996/8

287

［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

