新しい年がはじまった。今年はどんなホームページが
出てくるのか楽しみだね。あっと驚く、おなかをかか
えて笑える、涙が止まらない、そんなページが登場す
るのを期待しよう。
今月の

I N D E X

「今月のWhat s NEW!!」
インターネットマガジンに寄せられたさまざまな新しいページの情報か
ら面白いものをピックアップしてあるぞ。

今月のWhat's NEW!!
Watcher's Yellow Page

スキー＆スノーボード
バレンタイン
ショックウェーブゲーム
携帯電話・PHS

HOT
YELLOW
PAGES

「インターネットナビゲーターCD」の使い方
マガジンナビゲーター を使おうs 付録のCD-ROMには、ここで紹介されたホームページのURLを収録している。興味をもったホームページの名前をクリックするだ
けで、そのサイトにジャンプ。キーボードからURLを打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。
WWW on CD を体験しようs 記事中の
マークのついたサイトは、インターネットにつながっていなくても付録CD-ROMの中でネットサーフ体験ができるぞ。
WWW on CD
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©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1997/3

397

今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

WHAT’S
NEW

9703

受験生必見！ 試験日カレン
ダーから英語力チェックまで

がんばれ受験生
http://www.yahoo.co.jp/edu/

参考書や蛍雪時代などの受験雑誌でお世話

また、
「私立大学の受験日カレンダー」とい

になっている人も多い旺文社と、検索サービス

うのもある。本誌が出た時点でまだどこか受験

のYahoo ！ジャパンが始めたのがこの「がんば

できる大学を探しているなんて人はこれを見れ

れ受験生」という大学受験情報ページだ。

ばばっちりだ。

「全国大学キャンパスガイド」はなんと全国

受験生にも、そうでない人にもおすすめなの

の577 大学の学部や学科案内などを掲載してい

が「1 日 10 問直前英語力チェックドリル」の

る。これだけの数があるのに、すべての大学の

コーナー。受験生ならもちろん直前の英語力チ

学生数などの基本的なデータや、各学部のカリ

ェックになるし、そうでない人もひさびさに受

キュラムまで詳しい情報を見ることができる。

験生気分を味わえるぞ。

InfoMap

行きたい場所がすぐ分かるイ
ンターネットに地図サービスだ

http://wbwww02.wildbird.or.jp/javamap/jmap.html

受験シーズン真っ盛り！ 今月は受
験 生 を応 援 するページからスター
ト。笑顔の春を迎えられるよう、ア
クセスだ！合格したらタウンガイド
のページを参考に遊びまくろう。

富士通の情報サービスの「WildBird」では、
画期的な地図サービスが始まった。いままでの

INTERNET magazine 1997/3

イプの地図だ。

地図だと、たとえば渋谷の地図を見ていて、今

この記事を書いている時点では、試験サービ

度は恵比寿の地図を見たいという場合は、表示

スなので渋谷の地図のみで飲食店や企業の位置

していた渋谷の地図を消してから恵比寿の地図

情報はない。しかし、本誌が発売される1 月末

を表示させるというタイプがほとんどだった。

に実施予定の本格サービスが始まると、タウン

しかし、この地図は方向ボタンを押して行け

398

なっている。車の移動などでは非常に便利なタ

ガイド機能のついた地図サービスになるのだ。

ばどんどんスクロールしていって、連続した地

タウンガイドの情報は、なんと15 万件のデータ

図で目的の場所にたどりつけるという仕組みに

ベースが基礎になるというから驚きだ。

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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これで新宿ならまかせとけっ
て言えるかも？

新宿ウォーキング
http://shinjuku-w.com/

The Sushi World Guide
http://www.sushi.infogate.de/
外国に行っても日本食を食べたいとい
うあなたに

INTERNET

YELLOW

PAGES

新宿限定情報で配られているフリーペーパー

と、各フロアのトイレの有無やおすすめのトイ

「新宿ウォーキング」のインターネット版がここ

レなど詳しい情報が掲載されている。買い物を

だ。もともと新宿に密着した情報を掲載してい

していると、ついついトイレに行きたくなって

る情報誌だけあって、普通では知らない情報を

しまうという人にはとても便利だ。
また、混雑する新宿で上手に待ち合わせをす

カバーしている。
たとえば、
「新宿トイレチェック」では買い物

るためには「待ち合わせスポット」を見てみよ

をしているときに、きれいなトイレに行きたい

う。メジャーな待ち合わせスポットから人が少

という人は必見のコーナーだ。新宿駅構内、新

ない待ち合わせスポットまで、いろいろと紹介

宿の大手百貨店などのトイレのおおまかな感想

してくれている。

原美術館「3D Walkthru」

3Dグラフィックでできた仮想美
術館で美術鑑賞

http://www.haramuseum.or.jp/

海外旅行も長くしていると、
「ああ日本食が食
べたい！」と心の底から思う人も少なくないだ
ろう。
長く外国にいなくても「日本食じゃない
と絶対にだめ！」という人もいるとは思うが…。
このページは、外国で日本食を食べたいとい
う人にぴったりのページなのだ。ここでは、世
界中
（日本以外）
の日本食レストランを検索で
きるようになっている。検索は、国別及び都市
美術館に足を運ぶことでしか感じることができ

別で行う。これから海外に行こうと思っている

3D グラフィックでできた美術館内を自由に歩

なかった作品の量感や建物との距離的な関係性

なら、行く前にチェックしておくとよいだろう。

き回 って作 品 を鑑 賞 できるという「 3 D

などを、画面上で体感することができるように

検索結果には、住所や電話番号はもちろん、ち

Walkthru」がオープンした。その中身は原美

なっている。しかも、リアルの美術館では見る

ょっとしたレビューもあるので参考になる。こ

術館やその系列のハラミュージアムアークの館

ことのできないようなアングルから作品を楽し

の他にも、日本食の用語集やリンク集など、日

内を忠実に再現している。

めるというのもこのページならではなのだ。

本食関連の情報も充実している。ただし、すべ

東京は品川にある原美術館のホームページに、

このバーチャル美術館にある作品は、同美術

なお、この美術館を見るにはCosmo Player

館の学芸員が企画、選別して展示してある本

1.0 β 2a が必要だが、このページからダウンロ

格的なものだ。VRML 技術を使うことによって、

ードへのリンクがあるので安心だ。

て英語だ。
作者自身のおすすめレストランもあるので、
日本食レストランを見つけるのに役に立つ。

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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今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

RECRUIT GUIDE on the NET

これぞインターネット時代の就
職活動

http://job.recruit.co.jp/RG/

W H AT ’ S
N E W
9 7 0 3

この春、卒業旅行で外国に長期滞
在 する人には日本食のページを。
この春から就職活動を始めるには
就職ページをご紹介です。ほかに
もいろいろ取りそろえております
ぞ！

リクルートの新卒者向け就職情報ページがリ
ニューアルされた。就職ジャーナルなどで、新

になったことだ。就職活動がますます便利にな
るというわけだ。

卒者の就職をサポートしていただけに情報量に

このほかにも、自分がどんな仕事に就けばい

は定評がある。実に4000 件以上の就職情報が

いのか迷っている人には、適性診断テストがあ

掲載されるという。

る。これで、自分の強みや弱み、能力の発揮で

リニューアルされて新しく加わったサービス
として、会社の資料請求などを複数の企業に
一括で送信できるようになったり、仕事内容を
能力や特技などさまざまな要素から選べるよう

きるワークスタイルなどが理解できるようになっ
ている。
この春からの就職活動の強い味方になってく
れることは間違いない。

猫っかわいがりの皆さん、2
月22 日は何の日？

猫の日ホームページ
http://www.hcm.or.jp/nekonohi/

2 月 22 日は何の日かご存知だろうか？ この
日は2 が3 つでニャンニャンニャン…。というこ
とで猫の日なのだそうだ。ここはその猫の日の
ホームページなのだ。

INTERNET magazine 1997/3

ろんな種類の猫の詳しい解説などもある。
現在猫を飼っているなら、
「猫のこと」を見
てみよう。ここでは健康な猫の見分け方から飼

実はこの猫の日は制定
（？）
されて今年で11

い主としてのマナー、食事の与えかたなど基礎

年目になる結構歴史のある日らしいのだが、こ

的な猫の知識が身に付くようになっている。ま

こではその過去の猫の日に開催された猫の日フ

た、猫を飼っている人の猫自慢などを見ること

ェスティバルの歴史などが見られる。

ができるコーナーもあるのでちょっとのぞいてみ

また、飼ってみたい猫に投票するとプレゼン

400

トをもらえるコーナーなどもある。ここでは、い

よう。もちろん、投稿もできるぞ。
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電子化された本が買える
インターネット書店が登場

電子書店パピレス
http://www.papy.co.jp/

ニッカンスポーツコム
http://www.nikkansports.com/
スポーツ＆エンターテインメント情報が
ぎっしり！

INTERNET

YELLOW

PAGES

電子化された本のテキストデータをダウンロ

しかも、ラインナップはどんどん増えているの

ードして読むという新しい書店がインターネッ

で、お気に入りの本がここで手に入るようにな

トに登場した。ここなら読みたい本を家から24

るかもしれない。用意されている本は、著者の

時間いつでも好きな時間に取り寄せて読むこと

エピソードや内容解説および一部の内容を立ち

ができる。おまけにちょっとエッチな本を買い

読みできるようになっている。

たいというときにもだれにも知られないで買える

また、縦書きで読みたいという人にはエキス
パンドブックという電子本ソフト用のデータを

から便利なことこの上ない…。
用意してある本は有名な文学作品からエッセ
イや官能作品までバラエティーに富んでいる。

ダウンロードすることもできる。これだと、実
際の本に近い感覚で読める。

有名ドイツ車メーカーの
ホームページだ

フォルクスワーゲンワールド
http://www.vwj.co.jp/

あのスポーツ新聞で有名な日刊スポーツのホ
ームページが今年になってから大リニューアル
し、スポーツ＆エンターテインメント情報では日
本一の情報量を誇るページとしてスタートする
ことになった。サッカーのワールドカップ予選
などのスポーツのビッグイベント、プロ野球、J
リーグの結果も速報されるし、日刊スポーツの
主要記事もこのページに転載されるというから
メルセデスベンツなどとならんで、ドイツを代

ようになっている。

楽しみだ。競馬ニュースなども大きなレースの

これらの車の基本的な知識のほかにも、
「オ

前には要チェックだろう。もちろんこれらのス

フィシャルファンクラブ」に行けば、フォルク

ポーツニュースだけでなく、芸能ニュースもあ

ここでは、フォルクスワーゲン社が作ってい

スワーゲンファンなら知っておきたいちょっとし

るのがウレシイところだ。

るさまざまな車の情報を見ることができる。た

た知識や、有名な自動車評論家の徳大寺有恒

このほかにも、ゴルフ場ガイドでは、全国ゴ

とえば、
「オールラインアップ」では各車の細か

氏のコラムなどもあって読み物としても楽しい

ルフ場情報を、コースや料金、施設などの詳し

い性能や、内装／外装を豊富な画像で見るこ

ページになっている。また、プレゼントコーナ

い内容で紹介している。また、まだ情報は少な

とができる。また、フォトバブルというプラグ

ーでは、ビッグな賞品が毎月あるので挑戦して

いが宿情報などもある。これは、毎日チェック

インを使って車内を360 度見回すことができる

みよう。

したいページの1 つになるぞ。

表する車メーカーであるフォルクスワーゲン社
の日本代理店のホームページが開設された。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1997/3

401

http://ww
w.w
atc
h.
im

jp/
co.
.
s
es
pr

【スキー＆スノーボード編】
SKI & SNOWBORD

HYPER-TV

ゲレンデ情報が一目瞭然

http://HYPER-TV.co.jp/index.html

WATCHER’S
ROKO が選んだ

「スキー＆スノーボード編」
mroko@usa.net
スキーヤーもボーダーも休日を待ち焦が
れていることだろう。ゲレンデ情報・天
気・交通情報などのページを満載だ。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page

402
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湯沢・上越・蔵王など12 のスキー場ガイド

で編集放映されている。興味のあるスキー場を

を、常時ネットTV でオンエアー。ホームページ

クリックすれば、映像と音声で情報が流れてく

のあるスキー場のリンクもある。恋人と、家族

る。編集画像のため、リアルタイム性に欠ける

と、一緒にスキーやスノーボードを楽しみたい

面もあるかもしれないが、ユーザーのアクセス

が、どこに行こうかと迷った時には、このホー

目的がはっきりしている場合には極めて有効な

ムページでスキー場の情報を見ながらゲレンデ

情報サービス方式といえるだろう（映像データ

に行ったような体験ができるのだ。ここでは、

の再生にはVIVO プラグインが必要。ダウンロ

各スキー場のアフタースキーの食事や宿泊、交

ードはページからアクセスできる）
。
（watched by ROKO）

通情報など各種サービスが、コマーシャル形式

日本スノーボード協会オフィシャルホームページ

スノーボードの知識
はこれで決まり

WWW on CD http://www.jsba.or.jp

日本スノーボード協会のオフィシャルホーム

のほか、イベントやエリア別ボードスクール一

ページ。スノーボードの歴史から、滑走心得、

覧情報、インストラクターの基準なども明示さ

マナー、用具の種類と選び方など、写真やイラ

れているので、自分のレベルを判断したい人は

スト入りの説明はビギナーにもわかりやすい。専

一読だ。

門用語もフレーム分けされたページにリンクし

さらにおすすめなのは、強力なリンク集の

て表示されるので説明を読みながら知識が得ら

「スノーボード天国」
。ボード、ウェア、小物も

れる。また、イメージトレーニング用にプロボ

含めたメーカーや日本のプロショップなど100

ーダーによるデモンストレーションライディング

社以上へのリンクがある。

がクイックタイムムービーで再生ができる。こ
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（watched by ROKO）

その他のおすすめ URL

ゲレンデ情報

スノーボーダーズのカタログページ ★★

http://www.dtinet.or.jp/~artec/board/board.html
ボーダーカタログとして、見るだけでも楽しいページ。掲載ブランドは30種類以上が
ある。

スキーネット ★

http://www.skinet.co.jp/index.html
月刊スキーグラフィックのノースランド出版による、スキー情報を提供するスキー総
合ネットワーク。ワールドカップ情報や記念プレゼントなどがある。

スノーボード北海ランド ★

http://city.hokkai.or.jp/~iwy8-ids/sno1.htm
女性向けゲレンデメイクの注意点や、用具選び・セッティング・メンテナンス、ライ
ディングテクニックなどがある。

MINIのSKI＆ SNOWBORD MOUNTAIN ★

http://www.mwnet.or.jp/LIBERTYBELL/ski.html
女性の目から見た一味違った情報として託児所付きのゲレンデ情報など、東北・関東
（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・栃木）のスキー場情報が集められている。

ART-DA-SNOW

http://www.locomotive.co.jp/jumble/staffroom/nakatani/index.html
ボードを初めて買おうと思っている人に、アルペン、フリーライディング、フリースタ
イルのなかから、選ぶ時のポイントアドバイスがある。

群馬県内スキー場情報

http://www.uncle.or.jp/ski/indexS.html
群馬県内17か所のスキー場のゲレンデ情報他。万座、尾瀬岩鞍、丸沼高原などのス
キー場があげられている。

日帰りスノボスクール

http://www.threeweb.ad.jp/~chikyu/index2/sunobo.html
関西地区在住者向け。地球倶楽部の主催する日帰りできるスノーボードスクール。

The SKI Search Web ★★

INTERNET

YELLOW

http://www.systems.co.jp/ski/welcome.html
関越道沿線スキー場情報ページ、上毛新聞社提供。サーチエンジン（スキー場名か
項目条件）で検索できる。マップ検索や積雪情報の付いたスキー場一覧もある。

ららぽ〜とスキードーム・ザウス ★

ゲレンデ以外の楽しみ方
PAGES

クロスカントリー ★

http://ux01.so-net.or.jp/~hkonno/ssaws/
通勤帰りに行ける千葉県の屋根のあるスキー場。スノーボードも可能。SSAWSへは
じめて行く人への案内や、ザウススキースクールの情報がある。

株式会社「PROTO」のスキー情報サイト ★

http://www.imasy.or.jp/~mizuhi/index.html
ノルディックスキーのうちの歩くスキーに魅せられた作者が、用具や服装、大会情報
やツアーの話題を通じて、楽しさ素晴らしさを発信している。

山スキーであいましょう

http://station.nttls.co.jp/proto/popsnow/
中部地方にあるスキー場、宿泊予約情報、天気予報などを発信。毎週金曜日に、積
雪滑走情報、道路渋滞情報、駐車場情報などが更新される。

白馬インフォメーション

http://www.artbi.com/sub/resort/hakuba/lsr/skiarea.htm
長野県白馬エリアのスキー場案内とリフト料金表を掲示。八方尾根スキー場など含
めての宿泊情報もある。

日本最南端のスキー場、五ヶ瀬ハイランドスキー場の情報

http://www.mnet.or.jp/~heso/
宮崎県の日本最南端スキー場として96 年12 月オープン、イベント、ゲレンデ情報な
どがある。

http://ss4.inet-osaka.or.jp/~masahiro/index.html
山スキー愛好者のページ。現地レポートや「役立ちグッズ」を実際に使った感想など
の体験者のコメントが貴重だ。

東京ボブスレー・リュージュ連盟 ★

http://www.ktokai-u.ac.jp/~kfuji/BOB/
ボブスレーは前にハンドル後ろにブレーキがある流線形をしたレーシングカー。画像を
使っての乗り方説明やボブスレーに関する最新情報を発信している。

TOGAスノーモビルランド

http://www.nsknet.or.jp/~senkei/sunomo.htm
富山県利賀にあるスノーモビル安全普及本部公認ランド、ライセンスカードの発行や
安全運転講習などもあり、全長10kmの林間コースをはじめ多種類のコースがある。

参加型のページ
天気予報・割引・レンタル情報など
全国スキー場情報 ★★★

http://www.ski-jp.com/
全国のスキー場をエリア別に、ゲレンデ・宿泊・レストハウス・料金・交通などにつ
いての情報を発信。掲載して欲しいスキー場のリクエストもできる。

みんなでつくるスキー・スノーボード情報ページ ★

http://www.iijnet.or.jp/pega/ski/
全国約200か所のスキー場情報掲載を目標にエリア別に一覧表示されたゲレンデ情報
リンクがある。参加者によるチャンピオンゲレンデの人気投票も計画されている。

BORDERSのホームページ ★

http://www.tbs.co.jp/sports/snow/
TBS のTV 番組「BORDERS」のホームページ。フォーラム等インタラクティブな交
流を目指す。北関東（千葉・埼玉・群馬・長野・山形・福島・新潟）のゲレンデ
情報もある。

スノーボード

ウェザーニュースゲレンデ情報 ★★★

http://www.wni.co.jp/cww/docs/ski.html
全国を4 つに分けてのウェザーニュース。スキー場の滑走の可否、積雪、天気、最
高／最低気温などを見ることができる。

スノーボード革命

http://www.networking.co.jp/snow/index.html
自分専用のデザインボードでさっそうとライディングしてみたい方は必見。自分のス
ノーボードのサイズ比率のデザインデータを用意し、MOディスクなどでデータを送付
する。

リフト券の割引特典

http://www.waribiki.co.jp/
オールマイティジャパン㈱が「全日本スキー旅行業協会」協賛スキー場の協力を得て
スキーヤーに提供する。

スキー、スノーボードのレンタル ★

http://www.valley.or.jp/~srs/index.html
全国150のレンタルショップで予約が可能。加盟ショップと料金の一覧表がある。申
し込みはFAXか旅行代理店を通じて行う。

SAPPORO NET BOORDER ★

http://www.bekkoame.or.jp/~moriya/
ボードビギナー向けの基本用語解説集がある。また、ボード体験時の各種ケースへの
アドバイスなどがある。札幌市中心のゲレンデ情報もある。

スノーパラダイス（SNOW PARADISE） ★★
WWW on CD

http://www.tky.threewebnet.or.jp/~fuseken/

ボーダーアニメがオープニングページにある。表組みのゲレンデ情報が上級か
ら初級までレベル分けして表示され、分かりやすい。東北、上信越、中部のゲレンデ
情報もある。
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【バレンタイン編】
Valentain

恋のどきどき大作戦 カフェ・ショコラータ

バレンタインの一大イ
ベントが開催なのだ

http://teleparc.com/ja/junc/choco/index.htm

WATCHER’S
平田和生が選んだ

世 界 最 高 峰 のチョコレートと称 えられる

ョコレート判定ガイド」は、4 人のバレンタイ

GODIVA が富士通提供のオンラインマガジン

ン評議員による

teleparc とタイアップして96 年のバレンタイン

し、チョコレートのタイプ別に本命度や気合度、

デーのために開店したのがこの「カフェ・ショ

センス度などの6 項目で判定をくだす。
「Give

コラータ」だ。ショコラータは以下の4 つのセ

Me Chocolate」は、世界中のさびしいバレン

吹が感じられるようになる頃だ。心に春の

クションから構成されている。
「Web で愛の告

タインデーを過ごして来た人たちが、ここにメ

息吹が膨らむように応援するぞ。

白」は、イラストや写真入りのメッセージを彼

ッセージをぶちまくもの。
「どきどきメッセージ

のもとにチョコレート付きで届けて、その返事

ブック」は、バレンタインのラブラブ報告や失

をこのページで公開しちゃおうという企画。
「チ

敗談などがある。

「美術編」
m k-hirata@bnn-net.or.jp
j http://www.asahi-net.or.jp/~af8k-hrt/
「バレンタインデー」寒さの中にも春の息
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HomeArts - Valentine's Day Special

バレンタイン評議会

を開催

（Watched by 平田和生）

アメリカも日本の女性も
考えることは同じかな？

http://homearts.com/depts/toc/00valec1.htm

出版・放送などのメディア事業を行っている

ズ。あなたのやきもち度や彼との親密度など、

米Hearst 社が提供する主婦向け生活情報サイ

7 つの設問に対して答えていくとあなたの性格

ト「HomeArts」のバレンタイン特集だ。

と同じような考え方の人がどのくらいいるかを

ここは読み物中心でじっくり読ませるが、本

即座に教えてくれる。まるで日本の主婦向け雑

当に主婦の興味は日本もアメリカも一緒だなと

誌ネタと同じだ。パーフェクトギフトファイン

感慨深いものがある。バレンタインデーについ

ダーという商品別のリンク集もある。定番のチ

てのフォーラム、愛情クイズ、花言葉、手作り

ョコレートと花のほかに、アメリカの女性がど

レシピ、ワイン、アロマセラピーなど16 のコー

んなものを贈るのかを見てみるのもいいだろう。

ナーに分かれている。特に面白いのは愛情クイ

（Watched by 平田和生）
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アメリカのバレンタイン・サイト

花

Sugarplums! ★★★

フラワーショップ花太郎★

http://www.sugarplums.com/ezine/saintvalentine.html

http://emall.justnet.or.jp/shop/jn_artys/

アメリカの愛・ロマンスなどについてのE-Zine「シュガープラムス」でバレンタイン
デーの歴史について勉強しよう。

全国どこでも送料無料でギフト用の花を届けるサービスの案内。その月の花や特集の
ページがある。

CNN - Interactive Love Zone ★★

Wellness Gift Collection

http://www.cnn.com/EVENTS/valentine/index.html

http://www.rim.or.jp/sm/wellness/

ソウルサウンドを聞きながら楽しめるCNNのバレンタインデーサイト。She Loves Me
のコーナーでは世界のロマンティックな男女ランキングがある。

プレゼントの基本はバラだろう。ここは、産地直送のバラが安い。このほか季節の花
の配送サービスもある。

INTERNET

Virtual Valentine

http://pacific.telebyte.net/brianles/valentine.html
カーペンターズのラブソングの歌詞が4 曲ある。カーペンターズはいかにもバレンタイ
ンデーぽいぞ。

電子メールカード
YELLOW

PictMail★★

手作りケーキ・チョコレート

http://pictmail.neuromagic.co.jp/PictoMail/index.html
無料の絵入りの電子メールサービス。絵をつかってあなたの想いを伝えよう。
PAGES

ハイパーメール

ボブとアンジーのキッチン ★★★

http://www.union.or.jp/mako/hmail/

http://www.osakagas.co.jp/webcooking/WN7/Html/
wn7.html#konoomoi
料理好きにはおなじみの東京ガス提供「ボブとアンジーのキッチン」
。はじめてのチョ
コレート作りからスイートバレンタインケーキまで30品を紹介。

イラストや写真のようなデジタルイメージを付けて送ることができるマルチメディア電
子メール。無料のサンプルと有料のバレンタインのメールがある。

OutPost Network-Valentine.com★

http://www.valentine.com/vcard.htm

花王 WWW生活情報

http://www.kao.co.jp/food/box0803a.htm
手作りバレンタインケーキで愛の告白！ハート型のスポンジケーキのレシピがある。

メモリアルカードはやっぱり電子メールでなく手紙がいい。でも書くのも面倒だという
方にぴったり。日本には4.75ドルで送れる。

Electric Postcard★★

http://postcards.www.media.mit.edu/Postcards/

チョコレート

無料の電子メールカード。ホックニーやゴーギャンなどのア−トや、有名写真家のフ
ォトなど数多くのセンスのいいカ−ドがある。

グリコ・夢のレストラン ★★★

http://www.toppan.co.jp/glico/

その他のプレゼント

バレンタイン特別企画では好きなメッセージを50 文字まで入れることができるハート
型のホワイトチョコレート1000個のほか3種類のチョコレートを限定発売。オンライ
ンで受け付け中。

スターレジストレーション★★

http://www.lunawings.com/StarReg/StarReg.html

森永製菓・エンゼルが丘三丁目★

http://www.morinaga.co.jp/
販売80 周年のミルクチョコもさることながら、やっぱり人気者はキョロちゃん。エン
ゼルTV ではキョロちゃん語講座やCM タレント情報を、エンゼル新聞ではおいしいお
菓子やキャンペーンの情報を提供している。

このページでは、この宇宙に無数に存在する星に名前を付けられる。登録すると、ス
ターマップももらえるので、位置も確認できる。

TEORAMA ART★★★

http://ns1.din.or.jp/~teorama/teorama.html
バレンタインデーのプレゼントにあなたの大切な人の似顔絵をTシャツにプリントしよ
う。似顔絵は、リアル、コミック、デザインの3パターンから選べる。

明治製菓

http://www.meika.co.jp/
ココア・チョコレートなどに関するさまざまな情報をはじめ、ビューティー＆ヘルスサ
ロンなど、盛り沢山の内容だ。

その他

メサージュ・ド・ローズ★

http://www.mesrose.com/
ショッピングもできるが、プレゼントコーナーでバレンタインにまつわるエピソードの
投稿を募集しており、ネット上で紹介してくれる。

女の子アンケート 〜バレンタイン・デー編〜

http://guppy.tl.fukuoka-u.ac.jp/~murakami/val/val1.html
10 人の女の子にバレンタインに関する5 つの質問の答えがある。バレンタインへの率
直な感想がある。

ル・スリジェダムール洋菓子店★

http://mc.axis.co.jp/CAN/CERISIER/index.html
バレンタイン用オリジナルチョコレート通販、バレンタインラッピングを紹介している。
今年はどんな素敵なものがでるか楽しみだ。

シモジマ商事 のホームページ

http://www.shimojima.co.jp/
バレンタインで差別化するため本格的にギフトラッピングを勉強しよう。

チョコレートハウスノアン

デートプラン

http://www.iijnet.or.jp/choco-noan/
バレンタインにかわいいチェリーボンボンチョコレートはいかが？ 3月までの限定販売
だ。

レストランガイド東京ふーどぺーじ★★

おぎ野亭

http://www.twics.com/~robbs/tfp-sj.html

http://www.yk.rim.or.jp/~hinano/ogino/oginotei.html

寿司やタイ料理など、料理ジャンル別にレストラン情報が充実している。

創作菓子とケーキのお店です。シェフのデザインしたケーキや手作りの焼き菓子のご
紹介。地方発送も受け付けている。2月にはバレンタイン・イベントを行う。

JTBのホテルの案内のサイト

http://www1.jtb.co.jp/index.html

GIVERNY

バレンタインは、やっぱり恋人と旅行へ行こう。エリア別、プラン別で選べる。また、
予約もできる。

http://www.ifnet.or.jp/~giverny/
世界には、まだまだ数多くのすばらしい菓子やチョコレートがある。ここではそれらを
を輸入してくれる。
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【ショックウェーブゲーム編】
Shockwave GAME

大阪縁日

昔なつかしの縁日をインターネットで
楽しむ

http://www.osakanews.com/en/

WATCHER’S
勤苦今愚（KingKong）が選んだ

「ショックウェーブゲーム編」
mkingkong@pobox.org.sg
「楽しい！」
「ハマル！」
「やめられない止
まらない！」
「原稿が進まない！」ショッ
クウェーブゲーム編。なかなかやめられな
いゲームもあるので電話代に注意しよう。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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縁日をテーマにしたこのページは「金魚すく

は「輪投げ」のコンテストを行っている。50 縁

い」
「蛙競」
「パチンコ」
「輪投げ」が楽しめる。

払って輪を8 個もらいマネキ猫にうまく入れば

ゲストでも遊べるのだが、メンバー登録すると

OK。もしも金の輪が入ると高得点に加えても

最初に1000 縁がもらえて自分の持ち縁が記録

との8 個の状態まで戻してくれるので特に慎重

される仕組みになっている。遊ぶごとに縁が必

に狙おう。あまり乗り出すと普段は無表情なお

要で結果によって縁が加算されていく。期間ご

兄ちゃんにこっぴどく怒られるので注意しよう。

とにプレゼント付きのコンテストも行っている。

どのゲームもルールが簡単な割には、とても楽

ちなみに縁は円の変換ミスや誤植ではなく、こ

しめるゲームだ。
（Wacthed By 勤苦今愚）

こで使うお金の単位だ。原稿を書いてる時点で

JOYFUL LAND

風変わりなテーマのゲームを楽しむ

WWW on CD http://www.haj.co.jp/joyful/joyful.html

「やればやるほどハマってしまう楽しいゲーム

出走のレースを馬連で当てる「ぱかぱかダービ

達」という文句のとおりのゲームが用意されて

ー」やカッパの皿に水をため、パワーアップし

いるショックウェーブゲームセンター「JOYFUL

て監獄の壁をぶち破って脱獄させる「カッパー

LAND」
。時間内に何箱たこ焼きができるかを

マン」
、四文字熟語を考えるゲームなど7 つのゲ

競う「たこ焼き名人」などという一風変わった

ームを遊ぶことができる。熱くなりすぎない程

ゲームもあり、興味をそそる。生地を入れ、具

度に楽しんでみてほしい。なお、このページは

を乗せ、ひっくり返して焼き上がったら箱に入

今月号のWWWonCD に収録されているので、

れるという遊び方だ。8 個入りの箱が一杯にな

じっくり楽むことができる。

るとソースがかかって新しい箱が出てくる。5 頭
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アクション系ゲーム

シューティング系

PopRocket's Game Arena★★★

Franky Shockwave Game ★★

http://www.poprocket.com/shockwave/arena.html

http://www.fpi.co.jp/~nonaka/frankygame.html

トータルディストーションなどのCDーROMゲームで知られるPopRocketによるショ
ックウェーブゲーム集だ。ファイティングゲームやシューティングゲームがある。素晴
らしいゲームがそろっているのだが、かなりサイズが大きいのでダイアルアップユーザ
ーは覚悟して遊ぼう。

Franky Online のキャラクターによるインベーダーゲームだ。ミサイルがバナナやイチ
ゴだったりと楽しいぞ。

Celebrity Slugfest★★★

さらわれた子供の鳥を助けるシューティングゲームだ。96 年9 月号で紹介されたもの
からバージョンアップしている。

http://slugfest.kaizen.net/
ひたすら殴りあうゲームだが、徐々に相手がボコボコになっていく様がミョーにリア
ル。12 人のユニークな対戦相手から選んで戦える。比較的簡単に倒せるのでストレ
ス解消に良いかも。

鳥越さんと鳥居さん Ver. 2.2 ★★★

http://www.locomotive.co.jp/jumble/gaia/torii2/index.html

INTERNET

脱獄 X★★

http://www.geneye.com/game/game/shock1.htm
マシンガンで脱出する囚人を撃つゲーム。囚人の逃げるスピードがだんだん早くなる。
得点によるランク評価がユニークだ。

バーチャンファイター ★★

YELLOW

http://www.tyo-inc.co.jp/mamege/bachan.html
対戦型の格闘ゲームだが、2 プレーヤーモードのみなので一緒に遊んでくれる対戦相
手がいないと楽しめない。入れ歯と杖による攻撃と、必殺技「しびれ茶う」を駆使し
て相手をやっつけよう。

その他

EggRiS★★

ANNET'S COSMIC GEI-CEN★★★

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/kane9.html
ニワトリさんの産むタマゴをカゴでキャッチして両脇のカゴに入れるゲームだ。1 つで
もタマゴを落とすとニワトリが怒ってしまい、ゲームオーバーになる。

the Baby and Beast★★

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/kane6.html
走る赤ちゃんをクリックすると向きが変わるので、ライオンの口に飛び込まないよう上
手にクリックし続けよう。だんだん速くなり難しくなる。

http://www.kinotrope.com/ANNET/menuJ.html
ルーレットにスロットマシーン、ブラックジャックなどがあるゲームセンターだ。初め
ての人はメンバー登録してから楽しもう。

餅つき大会★★

http://www.jiw.co.jp/all/entertainment/game/rice_cake/index.html
WWW on CD

キャラクターが水を付けたあとにスペースキーを押して餅をつくだけだがなか
なか難しい。10回餅をついたら餅の出来上がり。3個作ったらゲームクリアー

フリップフロッグ★★

だ。

http://www.beverage.co.jp/home1/jive/flops.html

恐竜オセロ★★★

カエルをジャンプさせて食べ物や飲み物があるところに着地させるゲーム。跳ぶタイミ
ングと強さをコントロールして、海に落ちないようにするのだが、なれないと難しい。

いたずらマンキー ★

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/kane7.html
マウスカーソルを追いかけるようにテクテク歩く子猿を操作して寝ているおやじ猿を起
こし、逃げ回るというゲームだ。マウスをクリックすると猛ダッシュで逃げる。

河童の気持ち

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/simo1.html
河童を操作してピラニアやなまず、魚をうまく食べる。キュウリを食べると無敵モー
ドに。60秒間河童が生き残れば、次のステージに進むことができる。

Running Fighter

http://www.brg.co.jp/
ボードゲームの定番オセロゲームだが、ここの駒はひと味違っている。鳴き声もでる
可愛らしい恐竜の駒でオセロを楽しもう。

Alien Buster

http://kingdom.meshnet.or.jp/GAME/alien/alien.html
いわゆる「もぐらたたき」ゲームだがハンマーで叩くのではなく指定されたアルファベ
ットのキーを叩くようになっている。

吉本興業 Game Center

http://www.yoshimoto.co.jp/game.html
吉本の芸人たちが登場するスロットマシーン、坊主めくり、神経衰弱を順番にクリア
ーしていくゲーム。

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/asai1.html
キャラクターを操作して敵を海へ突き落とすゲーム。海に落ちるとサメのえじきなっ
てしまう。2人でゲームができる対戦モードもある。

落ち物系

PAGES

ビジネスオアシス ★★★
WWW on CD

http://www.ananet.or.jp/abc/oasis/sora/index.htm

ビジネスマンの疲れを癒すというコンセプトのゲームだ。疲れているアナタは
挑戦してみよう。

HYDRO-1

http://www.kyotei.or.jp/K_GAME/k_swgame.htm
スピード感のあるユニークなキャラクターによる競艇ゲーム。勘を働かせて一着を予想
しよう。手堅くいくも良し、大穴狙うも良し。

CLiQ★★★

http://www.softbank.co.jp/ilab/games/kane10.html
上から降ってくるブロックを次々消していくゲームで、縦か横の同一ラインにある同
色ブロックをクリックすると、隣接していなくても同色のブロックが消える。サウンド
にスピード感があってなかなか面白い。

シーソー★★

ShockwaveでUFOキッチャー

http://www.sega.co.jp/sega/p_cafe/ufo/
ゲームセンターでお馴染み「UFO キッチャー」だ。バーチャファイターのキャラクタ
ーをゲットしよう。成功した人の中から毎月抽選でプレゼントが当たる。

Manic munchies★

http://www.big.or.jp/~frog/game/seasaw.html
シーソーの上に色付きの「おたまじゃくし」が落ちてくるのでバランスを上手にとりな
がら積み上げていこう。同じ色が3つ揃うと「おたまじゃくし」が消える。

フラワーガーデン

http://www.innerworkings.co.uk/Features/shockwave.html
お客さんの注文どおりにハンバーガーやジュースを袋に入れてあげよう。間違って入れ
てしまうとマイナスになる。

お手上げ旗上げゲーム

http://www.jisc.co.jp/beehive/flowergarden/
落ちてくる植物ブロックを3 つ以上並べて成長させるゲームだ。春になると蜂が蜜を
集めに飛んでくるぞ。

http://www.tyo-inc.co.jp/mamege/hata.html
「赤あげて白下げない」と指示どおりに旗を上げ下げする旗上げゲームだ。さみしく1
人モードと2人で仲良しモードがある。文字で指示されるので多少戸惑うことも。

お茶摘みゲーム・新芽をさがせ!

http://www.beverage.co.jp/home1/houou/teapick.html
新芽が次々と出てくるので枯れてしまう前にクリックして摘みとるゲームだ。
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【携帯電話・ PHS 編】
Cellular Phone

DiskBox Internet Store

携帯電話を買うならこの
ページ

http://www.diskbox.ne.jp/is/

WATCHER’S
荒井正巳が贈る

「携帯電話・ PHS 編」
m arai@avisnet.or.jp
最 近 爆 発 的 人 気 の携 帯 電 話 。規 格 も機
種もたくさんで迷ってしまうというときに
はこれを参考にしよう。

なぜかこの手のページには地味なものが多い

メニューには携帯電話のプレゼントや格安情

ンスのいい読みやすいページとなっている。携

報・新着情報などがあるのは当然だが、ちょっ

帯電話以外にもAV 製品や美術品など扱ってい

と変わったメニューとしては「下取り」という

るので、商品は多いが、フレームを活用したメ

のがある。新新製品がでてしまうと、携帯電話

ニューは見やすくとても便利だ。
またページの更新日時が表示されており、掲

YELLOW
PAGES
今月のWhat' new!!
Watcher's Yellow Page
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といえるだろう。

が、ここはJava Script を使った見やすくてセ

載情報が頻繁に更新されていることがわかる。

は買い換える時に処分に悩んだりするものだが、
「下取りしてくれるなら買い換えてもいいや」と
いう気にもなるかもしれない。
（Watched By 荒井正巳）

このことからも、このページは利用価値も高い

オンラインショップ探しに
超便利！

逆引きShoppingGuide
http://www.ibot.com/f_oa/

Internet Board of Trade （IBOT） 社の運

れるという構成になっている。わかりやすい操

営によるページ。携帯電話だけでなくインター

作方法でリンク先が簡単に見つかるのはお店の

ネット上に点在する各種オンラインショップを

データベースがしっかりできていることの表れだ

一覧で表示し、リンクで飛んで行けるという大

ろうか。また、広告の掲載を受け付けているが、

変便利なページだ。

この掲載料が無料というのも素晴らしいことだ。

まずEXCEL のタブに似た14 項目のタブをク

もっとたくさんのデータがここに登録されれば、

リックして小項目を選択すると、関連ページへ

他のサーチエンジン以上の利用価値が出てくる

のリンクが簡単な説明付きで現れる。そのリン

かもしれない。

クをクリックするとリンク先のページが表示さ

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

（Watched By 荒井正巳）

その他のおすすめ URL

携帯電話販売ページ

斎永㈱ のハンドストラップ ★

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/saiei/
http://plaza3.mbn.or.jp/~JMC/keitai.html

個性的な携帯電話にするためのハンドストラップを販売しているページ。現在3 種類
を扱っているが350 円と格安なのにとてもきれいなデザイン。週ごとに交換するのも
おしゃれか？

このページにある「見に来たよ」ボタンを押すと格安情報を電子メールで送ってくれ
るという親切なページ。季節によりキャンペーンなどもやっている。

システムグローリーの電磁波シールド

JMCのページ

情報通信機器（携帯電話＆PHS）の販売

http://www.machcs.co.jp/hardware/
特徴はなんといっても電話のデータベースカタログ。このページを見ると欲しい機種が
絞れるようになっている。

Office VI-V-I Mobile

http://www.mirai.or.jp/~z123/shop/emf/index.htm
システムグローリーのページは今話題となっている携帯電話の電磁波をカットしてく
れるという「電磁波シールド材」を扱っている。お試し価格となっているが、ちょっ
と高い気がする。
INTERNET

盗聴に関するページ

http://www.a-web.co.jp/~mobile/index.html
新機種が出る度に迷ってしまうのが機種の選択だ。これだと思ったらここにアクセス
して予約してしまおう。

日本第一無線のページ ★

YELLOW

http://www.dtinet.or.jp/~proserv/

EPOCHホームページ

http://www.jin.or.jp/epoch/
なまった声で「やすいで、やすいでー」と言う声が聞こえてきそうなページだ。このペ
ージの売り物のGIFアニメーションがなんだか笑えてしまうのはご愛敬。

携帯電話は盗聴できてしまうことをご存じだろうか。盗聴に詳しいセキュリティー会
社のホームページでは携帯電話の販売も行っている。本業がセキュリティーというこ
ともあり情報の漏洩調査も行っている。
PAGES

盗聴器発見調査 ARSA恒河沙

TELECEN Home Page

http://plaza5.mbn.or.jp/~gougasha/

http://www.jumbo.or.jp/telecen/
携帯電話を選ぶとき気になるのは通話エリア。ここでは各メーカーのアナログ・デジ
タルそれぞれの全国エリアマップを確認できてしまう。圧縮されていて読みとれない部
分もあるが十分参考になる。

すずでんモール

あらゆる角度から「盗聴」について取り上げたページ。盗聴の方法や盗聴器の設置方
法、形状などが解説されており、盗聴防止に役立ちそうな内容が盛りだくさんとなっ
ている。盗聴器の発見業務を行っている会社が運営している。

企業へのリンク

http://www.w-ing.com/~sec/
表示される機種は少ないが、ちょっと変わっているのは運命鑑定を行っていること。
またはんこの注文もできてしまうという変わり種ページ。工事中が多いのが残念。

名刺ランド

http://www.aminet.or.jp/meisiland/index.html
携帯電話のほかに名刺やホームページ作成などを行っているが、なんとメニューの中
を見ていくと980円ホームページというサービスが見かる。1月限定でページを持つこ
とができるそうだ。インターネット上のウィークリーマンションとでも言うべきか。

フランダーバーチャルショップ

http://www.flander.com/
販売していると言うより携帯電話のプレゼントが主体のページ。サークルでのプレゼ
ントや商店の景品として携帯電話を配布したい、といった場合に活用できるページと
なっている。

各社のイベント・料金表・サービスエリアなどの情報を得ることができる。大手携帯
電話はほぼすべてがホームページを持っているようだ。エリア図はファイルサイズが大
きいため表示までの待ち時間が長いのがちょっとつらい。

DDI POCKET

http://www.j-plaza.or.jp/ddi-pocket/
PHSのプッシュボタンをクリックして、各コナーにジャンプするという仕掛けになって
いる。

NTT Docomo

http://www.nttdocomo.co.jp/
ドコモのPHSを買うと末広涼子のメッセージが聞けるというサービスをしている。

Club IDO net

POKO WORLD

http://www1.mediagalaxy.co.jp/ido/

http://www.w-ing.or.jp/~poko/
ページをデパートに見立てた構成が特徴のページ。携帯電話だけでなく、ブーケや花
束の注文を受け付けている。伝言板のコーナーもあり、役立つ情報が手に入る。

条件を入力するとぴったりの商品やサービスを検索してくれるサービスもある。

ツーカーサイバートーク

http://www.nissan.co.jp/TU-KA/
デジタル通信の仕組みや車で携帯電話を使ううえでの注意点などがある。CM ムービ
ーも見物の1つだ。

携帯グッズショップ

アステル

Japan Network Telecominucation

http://www.astel.co.jp/

http://www.get-info.com/jnt/
通話料金が格安のJNTサービスネットなど独自のサービスが自慢のページ。携帯グッ
ズなども扱っておりポケチャージャーというハンディーバッテリーチャージャーが目玉
になっている。

全国の各事業所へのリンク集がある。サービスエリアやサービス内容の紹介などがあ
る。

その他

たけかわ商店

http://www.bekkoame.or.jp/~shake/
HANASという感度アップグッズを扱っているページだ。簡単に感度アップができると
いうこのグッズがオンラインで注文できる。アンケートに答えると図書券がもらえてし
まうコーナーなどがある。

SHOCK STOP！

http://thanks.r-key.co.jp/vino/

携帯電話（IDO）のエリア報告

http://plaza6.mbn.or.jp/~yasu3/
このページの作者が普段歩いている町並みでの携帯電話のエリアの細かい報告を読む
ことができる。IDOの限られた地域での報告ではあるがほかにもこのようなページがあ
ったら便利だと思うが。

衝撃を和らげるSHOCKSTOP という携帯グッズを扱っている。単純な製品ながら詳
細な製品の説明が掲載されている。機種の対応表をよく見ておこう。

郵政省のホームページ

なんでもショップ サンクス ★★

ご存じ郵政省のページ。NTT の分割民営化の話題や郵政省からのお知らせのほかに、
携帯電話の所有者調査の結果などが掲載されている。

http://www.threeweb.ad.jp/~suncs/
携帯電話のほか国際電話が50 ％から80 ％も安くなるというコールバックアダプター
やダイヤルインアダプターなどを扱っている。そんなことからも分かるように技術力を
感じさせてくれるページとなっている。ほかにもチャットや掲示板コーナー、ミニお見
合いコーナーなどもあり、楽しい携帯ショップができそう。

http://www.mpt.go.jp/

GTEモービルネットのページ ★★

http://www.jlink.com/mobilnet.htm
なんと1 円から利用できてしまうアメリカ国内で利用できる携帯電話の販売、レンタ
ルページ。日本国内向けに販売されているので表記はもちろん日本語。
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