インターネットのある暮らし

さて、今回はバレンタインデーに贈
るプレゼントを選んでみました。はた
して、無事に商品が届いて相手に
渡すことができるでしょうか。

お正月に太っちゃた人に追い打ちをか
けるようなイベント、バレンタインデー。
今年も街に職場にチョコレートが飛び
交うことでしょう。

LIFE WITH INTERNET
通販生活編
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旅とグルメの達人●愚留目 都亜

【バレンタインデーにとっておきのプレゼントを贈ろう！】
この3 月号は、1 月29 日発売です。しか
し、実際に原稿を書いているのは、暮れも
押し迫った96 年の12 月28 日です。

いておけば、担当編集者も喜ぶかな？）。
さて、先月号でサンフランシスコからヨ

て男性から女性へのプレゼントを、それぞ
れ2 点ずつ選ぶことにしました。

セミテに行ったことを書きましたが、その

最初は「チョコレート」です。「バレンタ

昨年は大変忙しい1 年でした。例年だと

旅行の帰り道にホノルルにも寄ってきまし

インデー」イコール「チョコレート」という

海外へは年に4、5回といったところですが、

た。たった3 泊でしたが、買い物に明け暮

わけで、バレンタインチョコに似合いそうな

なんと全部で9 回、延べ150 日弱のあいだ

れた滞在でした。マウイ島とかハワイ島な

ものをインターネットで探してみました。

海外に行っていました。要するに、日本に7

どの、俗に言うネイバーアイランドへはよ

次は「セーター」です。冬の贈り物とし

か月、海外に5 か月ということになります。

く行ったのですが、ホノルルに3 泊したのは

て昔から定番の1 つになっているのが、手

飛行機には、1 年で16 万マイル乗ったこと

久しぶりでした。

編みのセーターです。今回は自分で編むわ

そのホノルルで新しい発見がありました。

けではありませんが、それらしい雰囲気を

このページでいつも旅行のことばかり書

アラモアナのそばに本屋さんの「Borders」

持ったアイルランドのセーターを買ってみ

いているので、読者の方々から、いったい

が開店していたのです。Borders と言えば、

ることにしました。

どんな職業に就いているのかといった質問

アウトレットで有名なワイケレ・ショッピ

が来ているようです。当然ですが、いわゆ

ングセンターに開店している本屋さんです。

る9 時-5 時の仕事ではありません。言って

ほかにも、サンフランシスコのユニオン・ス

レゼントとして指輪を贈ろうというわけです。

みれば、夫婦で自由業ということになりま

クウェアのそばなどにもある大規模本屋の

今回は、この連載の担当編集者 M 女史の

す。そのため、旅行費用が高くなる時期を

チェーン店です。

意見を採用した指輪の選択となりました。

になります。

3 番目は「指輪」です。バレンタインのお
返しに、男性から女性へのホワイトデーのプ

ホノルルに行った際は、ワイケレが無理

最後は「ランジェリー」です。ただの友

でもアラモアナのほうには行ってみてくださ

人へのお返しとしてはおかしいですが、恋

い。ハードカバーなら10 パーセント引きで

人へのお返しとすれば、究極の一品とも考

夫婦で1 年を振り返ってみて、行き過ぎたな

買えるので、お勧めです。なお来月は、11

えられます。今回は、花束のように装飾さ

ぁと話し合っています。そして、1997 年はで

月から12 月に行ったハワイの島々の話をし

れたパッケージの商品を選んでみました。

きるだけ日本で静かにしていようと話してい

たいと思っています。

これなら少しは贈りやすいのではないでし

はずして旅行できるので、同じ費用で回数
を多く行けるわけです。
しかし、9 回というのは行き過ぎです。

るところです。日本にいる時間が増えれば原

さて、今月は贈り物特集です。と言う

稿もたくさん書けるので、Life with Internet

か、バレンタインデー特集というのが正し

のコーナーのページ倍増も可能です（と書
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いかもしれません。女性から男性へ、そし

ょうか。
さて今月の4 つの商品、ちゃんと購入す
ることができるでしょうか。
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S先月の成果
12月号の成果
商品番号

51
番

NBA公認バスケットボール
j http://www.sportsforce.com/

先月の報告の前に、12 月号で買ったバスケットボールの報告をします。
9 月中旬に注文したのですが、いっこうに商品は届きませんでした。しばらくしてクレジットカ
ードへ代金が請求されていたので、とりあえずすぐにお店のほうにファックスを送ったところ、
翌日お店の社長さんから電子メールで返事がきました。そのメールには、一度送った商品が11 月初め
にお店のほうへ返送されてきたこと、当時の担当社員が退社したので、メールのやりとりが残っていなかったことなどが
書かれていて、再度送り直すとなっていました。そのメールから2 週間後の12 月17 日にボールを手にしました。
商品65.95US ドルに送料28.05US ドルが加わり、全部で94.00 ドル、カードへの請求は10,558 円でした。

先月の成果
商品番号

59

商品番号

カリフォルニアワイン
jhttp://www.virtualvin.com/

60

番

番

先月の最初の商品は「カリフォルニアワイン」でした。11 月 9 日に
WWW で注文したところ、11 月 15 日に国際宅配便（FedEx を使用）
で配達されました。注文から6 日で届いたことになります。商品の総額
は324.00US ドルでしたが、12 本の注文のため10 パ
ーセント引きとなり、291.60US ドルでした。
これに送料105.50US ドルが加わり、総
額397.10US ドルで、カードへの請求は
45,140 円でした。
さらに、アルコールということで関税が
2,800 円必要で、総額 47,940 円と
なりました。
1 本あたり約4,000 円というわけです。
お店の対応はよく、その後もおすすめ
ワイン情報がメールで送られてきます。

61

世界のビール各種
j http://www.liquorpro.com/

番
先月の3 番目の商品は「ビール」でした。
11 月5 日にWWW 上で問い合わせたところ、返事がありませんでし
た。その後、11 月28 日に再度メールを送ったところ、翌日返事が来
ました。そこには、各ビールの値段、種類などが示されていました。
また、シッピングと輸出入について調べているところとの記述があ
りました。このあとの展開に期
待です。

j http://www.colloquium.co.uk/
www/enquiry/home.html

先月の2 番目の商品は「スコッチウィスキー」でした。
11 月7 日に問い合わせのメールを送りましたが、返事のメール
は送られてきません。11 月 28 日に再度メールとファックスで
問い合わせてみましたが、音沙汰なしの状態が続いています。
どうやら今回は失敗に終わりそうです。

商品番号
商品番号

スコッチウィスキー

62

地酒 2種
j http://village.infoweb.or.jp/
~fwgd0531/index.html

番
先月の最後の商品は「日本酒」でした。
11 月 5 日にWWW で注文したところ、その翌
日にお店から確認のメールが送られてきまし
た。支払いは銀行振込で行いました。その
振込確認後、11 月13 日に商品が届けられ
ました。商品 5,200 円に送料 820 円を加
えた6,020 円を振り込みました。
振 込 の際 の手 数 料 3 0 9 円 を加 えた
6,329 円が、今回の購入費ということ
になります。
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商品番号

63

番 チョコレート2種

j http://www.iijnet.or.jp/choco-noan/

DS今回購入するのは、これらのページに
ある「トリュフ詰め合わせ-10 個入り」
（1,500 円）と「ガトー・ショコラ」
（1,200 円）の2 点。

今月の最初の商品は「チョコレート」です。

ノアンのホームページを見ると、実際の

この時期の贈り物といえば、バレンタイ

お店は1985 年に開店したとありました。開

ンデーがすぐに頭に浮かぶということで、イ

店10 年ちょっとの若いお店ですが、チョコ

ンターネットでバレンタインデーに贈るチョ

レートの製造に関しては1955 年から40 年

コレートを調達してみようということにな

以上も技術開発をしていたとのことで、な

りました。

かなか期待が持てそうです。

ここで紹介するのは、東京の日野市にお

インターネット上では、季節商品を含め

店を構える「チョコレートハウス ノアン」

て全部で4 種類のチョコレートを販売して

です。ノアンでは、IIJ インターネットを利

います。その中から今回は2 種類を購入す

用してインターネット上でのオンライン販

ることにしました。

売を行っています。
チョコレートを扱っているこのほかのおすすめサイト

バラの形をしたチョコレート
はいかが？（日本）
MESSAGE DE ROSE
jhttp://www.mesrose.com/
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アメリカからホームメイドの
ブラウニーを（アメリカ）
Fairytale Brownies
jhttp://www.brownies.com/

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Tips!

このような注文用のボタンが用意されて
いるときは、フォームの内容がそのまま
送られてサーバー側のプログラムが処理
する場合と、フォームの内容がメールに
入れられて送信される場合とがある。

LIFE WITH INTERNET
商品番号

64

番 アイルランドの手編みセーター
j http://indigo.ie/~sweaters/

今月の2 番目の商品は「セーター」です。

とに特有の編み模様を伝統として持ってい

女性から男性への冬の贈り物の定番とい

ます。この編み模様は、海で遭難した際の

うことで、チョコレートの次に来るものと

身元確認に使われるほどの意味があると言

して選んでみました。

われています。

ここで紹介するのは、アイルランドのダ

今回購入するセーターの値段は、95 アイ

ブリン（Dublin）にある「Ireland Direct」

ルランドポンドです。アイルランドポンド

というお店です。このお店では、アイルラン

はイギリスのポンドに比較して5 パーセント

ドのセーターを5 種類ほど販売しています。

ほど高いので、イギリスポンドで言うとこ

今回は5 種類の中から1 点、アラン模様

ろの100 ポンドといったところでしょうか。

のセーター（アランニット）を購入するこ

日本円で20,000 円強です。

とにしました。アイルランドでは、家庭ご

D 今回購入するのはこのセーター。
サイズは4 種類用意されている。
今回は「Small」を選択。

Tips!

海外通販の場合には、通貨レートに注意
することが大事。このように換算表が付
いていることもあるが、いつの時点のレー
トかによって、現状と大きく違うこともあ
る。ちなみに、この表は96 年1 月のもの。

これと同様の品物を日本で買うと…
papas のセーター 29,800 円
Pringle のセーター 29,000 円
（日本橋三越本店にて調査）

アイルランドのセーターを扱っているこのほかのおすすめサイト

アイルランドの DFS の商品
を日本語で紹介（日本）
アイルランドDEショッピング
jhttp://www.csr-net.or.jp/

アイルランドの物産がいろい
ろ買える（アイルランド）
House of Ireland
jhttp://www.hoi.ie/

hps/ireland/
インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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商品番号

65

番 指輪 2種

j http://gemring.simplenet.com/
D 購入するのは、このイメージ中の「GR-26
Open Heart」
（16.00US ドル）と「GR-27
Ark Ring」
（18.00US ドル）の2 つ。

じの写真なので、多少不安になります。

今月の3 番目の商品は「指輪」です。
バレンタインのお返しの商品として、指

今回選択したのは、比較的安価なもの2
点です。リストの中にはダイヤモンドを使

輪を選んでみることにしました。
ここで紹介するのは、アメリカのテネシ
ー州にある「Gemring」というお店です。
このお店では、指輪だけでなく、ブレスレ

った高価なものもあるのですが、予算の関
係で却下となりました。
このお店ではクレジットカードは使えず、

ット、イアリング、ペンダントや男性用の

Money Order(為替)かCheck(小切手)での

指輪まで販売しています。

支払いとなります。アメリカ国内だと現金

女性用の指輪は、全部で3 ページにわた
って40 種弱がリストされています。欲を言

やFedEx のC.O.D.（代引き）も可能との
ことです。

えば、それぞれの指輪の大きなイメージ画

問題は日本へ送ってくれるかどうかです。

像あると、デザインがさらによく分かって

「支払いはすべてUS ドルにて」とあるので、

いいのですが、現状ではちょっとボケた感

今回の支払いは金額が少額ということもあ
り、銀行のドル建て小切手より郵便局の
「International Money Order（国際郵便為
替）
」のほうが得なので、為替を利用するこ
とにした。

一応世界を意識している気はします。

指輪を扱っているこのほかのおすすめサイト

3,000 円以下のシルバーリ
ング（日本）
SHOP TAKA
jhttp://www.d-d.co.jp/taka/
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Tips!

品揃え豊富なジュエリーサイト
（アメリカ）

Welcome to Advantage Gift Catalog
jhttp://agiftcat.com/agc/
index.htm
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注
文
!!

LIFE WITH INTERNET
商品番号

66

番 ランジェリー

j http://www.playware.com/
D 今回買うのは「The Original Lingerie Bouquet」

今回の4 番目の商品は「ランジェリー」

(69.95US ドル)。一見、箱に入った花束となっ

んでみました。

ているが、実際はランジェリーという商品。

支払いはクレジットカードが利用できま

です。
バレンタインデーのお返しとして、ラン

す。海外からの注文の場合、送料を計算
してくれたのちにメールでその額を知らせ

ジェリーを選んでみました。
ここで紹介するのは、アメリカ、ミネソ

てくれることになっています。そのメールを

タ州ミネアポリスの「ABI」というお店が

見て買うか買わないか判断し、最終的な注

インターネット上で開いている「Playware!」

文を行うことになります。

というページです。このお店では、女性用
の各種下着を、品数も豊富に取り揃えてい

プレゼントには、メッセージカードも付
けることができます。

ます。また、ドレスやジャケット、手袋、
さらには男性物まで用意しています。
ウェブからカタログをブラウジングできま
すが、全部を見るのが大変なほど、結構な
量があります。また、カテゴリー分けされ
たインデックスも用意されていて、見やす
くする工夫がされています。
今回は、カタログに入って最初に出てき

Tips!

たものの中から、ギフト向け商品を1 つ選

下着などを含め、洋服を購入する際はサイ

ズに注意すること。特に、サイズの基準が各
国まちまちなので、その国のサイズと日本の
サイズを換算して考えることが必要。アメリ
カなどでは大きなサイズも用意しているので、
身体の大きな人は便利なこともある。

注
文
!!

F 注文時に
「Secure Order」の
ページがうまく動いて
くれなかったので、と
りあえずメールで注文
することにした。注文
のページに記されていた
記入項目をすべて書き、
送料を知りたい旨の文章
とともにメールを送った。

下着を扱っているこのほかのおすすめサイト

ちょっとセクシーなランジェリー

カタログも注文できる

（アメリカ）

Romantic Reflections Mail Order Lingeries
jhttp://www.mississauga.com/
romantic_reflections.html

（アメリカ）

Enchanted Eve Homepage
jhttp://www.uswebsd.com/
angels/
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