インターネットのある暮らし

今年も会社内で聖夜を迎えることに
なりそうな当編集部では、せめて気
分だけでも楽しもうとクリスマスグッ
ズを注文してみました。

そろそろ、街はクリスマスのイルミネ
ーションが灯る頃。みなさん、今年は
どんなクリスマスを過ごされるのでし
ょうか？

LIFE WITH INTERNET
通販生活編

14

旅とグルメの達人●愚留目 都亜

【海外のクリスマスグッズを買ってみよう！】
今年は旅行に行く回数が異常に多い年で

道を歩いていても、横を通り過ぎるタク

半ばに4 日ほど京都に、そして11 月の下旬

す。先月の冒頭で9 月にメキシコに行った

シーはわざわざスピードをゆるめてクラクシ

から今年9 回目の海外旅行となるハワイへ

と書きましたが、なんと10 月も旅行に行っ

ョンを鳴らしていきます。大通りを歩いた

行く予定です。

てきました。

りすると、常にクラクションの音を聞くは

さて、今月のLife with Internet は「クリ

旅行の行き先はエジプトです。目的はも

めになります。地元の人向け価格と観光客

スマス」特集です。クリスマス関連のグッ

ちろん、ピラミッドを見るためです。今回

相場では10 倍弱の差があるので、タクシー

ズをいくつか選んで購入することにしまし

も楽な方法を選ぶことにし、現地ツアーに

運転手としても観光客を捕まえたいという

た。海外ではクリスマス前になると、お店

参加しました。メキシコの苦い思い出があ

わけです。

というお店がクリスマスグッズを売り始め
ます。大手のスーパーなどは陳列台 1 列が

るので、今回はアメリカのクレジットカー

フラッシュ撮影絶対禁止のはずのエジプ

ド会社系の英語ツアーを選んだところ、申

ト考古学博物館でも、チップ欲しさの監視

すべてクリスマス関連商品で埋まります。

し込み時に渡されたスケジュールどおりの

員がフラッシュ撮影を勧めるという光景が

もちろん、びっくりするほどの低価格で。

内容と時間での催行でした。

いたるところで見られます。のんびり展示

ピラミッドはと言うと、やっぱり見に行

物も見てられません。

さて、最初の商品はクリスマスリースです。
リースを玄関に飾れば、それだけでクリスマ

ってよかったというのが感想です。何千年

私たち夫婦はどちらかと言うと静かな場

ス気分が盛り上がること間違いなしです。

も前にあれだけ巨大な建造物が作られたと

所が好きなので、ぜひまた行きたいとは思

2 番目の商品はクリスマスのオーナメン

いう事実に対して、深い感銘を受けました。

えない街となってしまいました。結局 1 日

トです。ツリーにつるしたり、棚に飾った

宿泊ホテルからも遠くにピラミッドが見え

に数時間外出するだけで、あとはホテルの

りするための小物を購入してみました。

るのですが、ホテルに夜チェックインして

部屋とラウンジでのんびりするという生活

翌日の朝に初めてピラミッドを見たときに

をしていました。
カイロ空港で出国手続きをして、ルフト

は、思わずうなってしまいました。
カイロの街はと言うと、ちょっと私たち

ハンザ・ドイツ航空に搭乗したときは、夫

3 番目の商品はキャンドルです。普段か
らデコレーションにキャンドルを多用する
アメリカでは、クリスマスにキャンドルとい
うのは至極当然の結びつきとなります。

婦でホッとひと息というのが事実でした。

最後の商品はテディベアです。クリスマ

したので、街をのんびりぶらつこうと思っ

エジプトからの帰りに、サンフランシス

スのプレゼント用にぬいぐるみを買ってみ

ていたのですが、観光客と見ると声をかけ

コとホノルルに寄りました。この話は次回

てくる人が山のようにいたので、のんびり

にしたいと思っています。

夫婦には合いませんでした。カイロに5 泊

歩いてもいられませんでした。
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旅行づいているこの一年ですが、11 月の

ようということになりました。
買えるのか、買えないのか。結果をお楽
しみに。
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S先月の成果
商品番号

51
番

NBA公認バスケット
ボール

商品番号

52

先月の最初の商品は「NBA 公認バスケットボール」でした。
注文は、9 月 12 日にWWW 上で行いましたが、2 週間以上経って
も何の音沙汰もありませんでした。
そこで、9 月 30 日に催促
のメールを出したところ、
10 月 4 日に「9 月 20 日に
発送した」との返事が届き
ました。しかし、10 月末
の時点ではまだ届いていま
せん。もちろん、カードへ
の請求もされていません。

先月の2 番目の商品は「ゴルフの皮革グローブ」でした。
9 月 12 日にWWW 上で注文を出しました。それから12
日後の9 月24 日に、航空郵便で商品が配達されました。
商品の代金は17.99US ドルで、それに航空郵便の送料
2.10US ドルが加わり、全部で20.09US ドルでした。ク
レジットカードによる決済ですが、請求はまだ来ていま
せん。

商品番号

53

54

番

番

先月の3 番目の商品は、アメリカプロスポーツのロ
ゴが入った「スウェットとパンツ」でした。
これも9 月 12 日に注文しました。9 月 30 日になっ
ても送られてこないので、メールで問い合わせたと
ころ、希望のサイズを知らせてくれ、とのこと。な
んと、注文時に記すのを忘れていたのでした。
商品は、11 月 1 日にスウェットが届きました。シ
ョートパンツはバックオーダーとのことです。

j http://www.igogolf.com/

番

jhttp://www.sportsforce.com/

商品番号

ゴルフの皮革グローブ

競技用フリスビー
j http://www.wrightlife.com/

先月の4 番目の商品は「フリスビー」でした。
9 月 14 日に注文したところ、10 日後の24 日
に航空速達郵便で届きました。なお、注文後
にお店からフリスビーの重量の希望を問うメー
ルが送られてきましたが、よく分からないので
初心者用に適当に選んでもらうことにしま
した。代金は1 枚 7.50US ドルが6 枚で
45.00US ドルで、それに25.00US ドルの
送料が必要でした。カードへ
の請求は7,838 円でした。

NBAのスウェットと
MLBのショートパンツ
j http://www.proteam.com/
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商品番号

55

番 クリスマスリース

j http://www.acadia.net/acadia_wreath/
F 「Acadia Wreath」のトップ
ページ。リースのページを見る
には、
「Wreath」を選択する。

A クリスマスリースは、24 インチと30 イン
チの2 種類がある。注文方法を見るには、
「Order Information Page」を選択する。
S 注文のページには、E-mail 用の
フォームも用意されている。国
名の欄はなかったが、むりやり記
入し、問い合わせることにした。

今月の最初の商品は、クリスマスリース
です。

お店です。このお店ではリースのほかに、
窓際に置く鉢植え、センターピースなども

アメリカでは、クリスマスの数週間前か
ら家々で飾りつけが始まります。この時期
に住宅街を訪れると、色とりどりの飾りつ
けが見られます。

売っています。今回は、玄関の扉に飾るリ
ースを購入することになりました。
このお店には、大きさの違う2 種類のリ
ースがあります。1つは24インチ（約60cm）

特に夜はお勧めです。外から見えるよう

のもので、もう1 つは30 インチ（約 75cm）

にカーテンが開けられたリビングには、カ

のものです。もちろん、日本の住宅事情を

ラフルな電球や装飾品がつけられたとても

考慮して小さいほうを選びました。

大きなクリスマスツリーが置かれています。

注文方法は、フリーダイヤルによる電話

住宅街をほんの1 時間ドライブしただけで、

の注文かファックスによる注文、あるいは、

とても幸せな気分になれます。

注文方法を示したページに用意してあるフ

この時期に各家庭の玄関の扉に飾られる
のが、
「クリスマスリース」です。今月はリ
ースの購入から始めたいと思います。

ォームに記入してE-mail で送ります。
注文ページに国名を書く欄がなかったの
ですが、「City」の欄に「JAPAN」と記入

紹介するのは、アメリカのニューメキシ

して、申し込んでみました。

コ州にある「Acadia Wreath Co.」という
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D 注文のページに必要事項を書き
込んで「Submit」を押すと、こ
の確認のページが表示される。

LIFE WITH INTERNET
商品番号

56

番 クリスマスオーナメント

j http://www.garlic.com/mati/xmaslist.htm

今月の2 番目の商品は「クリスマスオー

ルが必要です。なお、注文額が30US ドル
を超える場合は、この手数料は必要ありま

ナメント」です。
紹介するのはアメリカのテキサス州にあ
る「Modern & Traditional, Inc.」というお

せん。
代金の支払いですが、注文のページでは
クレジットカードで支払う旨のみを記し、

店です。
このお店では、クリスマスグッズを中心

実際のカード番号や有効期限は入力しませ

にいろいろなギフト商品を販売しています。

ん。これらの情報は郵便やファックスを使

今回は、クリスマスツリーなどに飾るオーナ

って、別に知らせることになります。

メントをいくつか購入することにしました。

また、注文のページに注文番号が表示さ

注文のページには国名を書く欄があるの

れますが、この番号が注文の識別に使われ

で、日本からの注文も問題なくできること

ますので、クレジットカード番号を知らせ

と思います。日本へ送る場合、実際に必

る際にこの番号もいっしょに知らせます。

要な費用に加えて手数料として3.99US ド
F 「Modern and Traditional, Inc.」のトッ
プページで「Christmas Decoration」を
選択すると、このクリスマス関係のインデ
ックスのページが表示される。
D インデックスで「Christmas Figurings」を
選ぶと、このページとなる。これは、雪だる
まやツリーなど、全部で7 つの小物のセット。

A 注文のページ。商品名や商品番号
は自分で入力する必要がある。

D WWW から注文したあと、注文
番号と支払いクレジットカードの
情報をファックスで送信する。

A インデックスから「Musical Santa」を
選ぶと、このページが表示される。音楽
が流れながらサンタが回るとのこと。

A インデックスで「Lighted Church」を選ぶ
とこのページが表示される。これは、電球が
点灯する高さ13cm ほどの陶器製の教会。
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商品番号

57

番 アロマテラピーキャンドル
j http://illuminant.com/

F 「Illume」のトップページ。とても
シンプルな作りになっている。
D 先のページで写真のところをマウスでクリッ
クすると、拡大された写真が出てくる。こ
れは、
「Rome Candle Collection」のもの。

A 注文のページ。必要事項を入
力して「Continue」を押すと
エラーとなり、先へ進めなく
なった。

F これは、「Rome Pottery」
A トップページで「aromatherapy」を選ぶと、

の拡大写真。

3 種類のキャンドルが表示される。

D WWW ページで注文できなかっ

今月の3 番目の商品は「キャンドル」で

アロマテラピーキャンドルのページには、

す。それも普通のキャンドルではなく、ア

3 種類のキャンドルがリストされています。

ロマテラピーキャンドルです。

香りと形の組み合わせを考慮すると、全部

紹介するのは「Illume」というアメリカ、

で約100 種類にもなります。

カリフォルニア州ロサンゼルスにあるお店で

今回は4 種類のキャンドルを選んで、購

す。このお店はキャンドル専門店で、アロ

入することにしました。「order」のページ

マテラピーキャンドルのほかにもいろいろな

で個人情報を入力したあとで先に進もうと

キャンドルを売っています。ハリウッドに

「Continue」を押したのですが、
「File Not

近いためか、顧客には映画やテレビの関係

Found」エラーになり、オンライン注文は

者もいるようです。リストには、ブルック・

できませんでした。結局、E-mail で注文し

シールズ、シャロン・ストーン、デミ・ム

てみることにしました。

ーアなどの名前が挙がっていました。
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たので、注文の意思と住所など
の必要事項をE-mail で送信。

LIFE WITH INTERNET
商品番号

58

番 テディベア

j http://www.callamer.com/bears/

このお店のWWW では、オンラインカタ

今月の最後の商品は「テディベア」です。
テディベアを扱っているお店は、インター

ログのダウンロードが可能になっています。

ネット上にもたくさんあります。今回はそ

また、ほかのテディベア関係のサイトへの

の中から1 店を選んで、実際に購入してみ

リンクも用意されています。
オンラインの販売とはいえ、注文はE-

ようということになったわけです。
紹介するのは、アメリカのカリフォルニ

mail で行うことになります。WWW での直

ア州にある、
「Bears by the Sea」というお

接注文の準備はできているのですが、セキ

店です。このお店では、North American

ュリティーなどを考慮して控えているとのこ

Bear Company の商品を中心にオンライン

とです。

でテディベアを販売しています。
F 「Bears by the Sea」のトップページ。
オンラインカタログのダウンロードも可能。
D 今回は「EVERYDAY BEARS」の中
から、一番下のシャギータイプの26
インチのものを購入することにした。

A 注文方法を説明してあるページ。電話、
ファックス、E-mail からの選択。

A トップページで「Online Store」

S とりあえず注文の

を選択すると、このページとなる。

意思を伝えて、日
本への送付の可否
と送料とを問い合
わせるE-mail を送
ることにした。
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