インターネットのある暮らし

さて、今回は日頃かわいそうな思い
をしている部員のペット用のグッズ
を注文することにしました。はたして
喜んでもらえるでしょうか。

当編集部では猫を飼っている部員が
多いのですが、毎日帰りが遅いので
よく家出してしまうそうです。しばらく
してまた戻ってくるらしいのですが。

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

【ペットが喜ぶグッズ 大集合！】
昨年の11 月終わりから12 月中旬にかけ

がとてもフレンドリーで、居心地が抜群で

通販業者のカタログに載っていた製品を

て、ハワイの島々を回ってきました。訪れ

す。ハリケーン・イニキによるダメージに

WWW から注文することにしました。もち

たのは、カウアイ島、ハワイ島、モロカイ

対しても、スタッフ一同の努力でいち早く

ろんこのノミ取りは、猫にも利用できます。

島、マウイ島です。今月から愚留目家のお

機能を回復させて再オープンしたホテルと

2 番目は「ハムスター」です。そして選

勧めスポットとともに、それぞれの島を紹

しても有名です。スタッフ全員の「自分た

んだグッズは「ハムスターのかご」です。

介したいと思います。

ちのホテルだから、自分たちで大切にする」

残念ながら編集部のまわりにはハムスター

という心意気がホテルの居心地のよさとな

を飼っている人がいなかったので、とりあ

っているのだと思います。

えず飼うときの基本となる「かご」を購入

カウアイ島は私たち夫婦のお気に入りの
島です。ハワイにある程度長期間滞在する
のなら、迷わずこの島を選ぶと思います。

カウアイ島のお勧めレストランは「A

してみることにしました。今回のなかで唯
一の日本にあるお店からの購入です。

ハワイ諸島の中でも一番古い島ということ

Pacific Cafe」です。カウアイ・ビレッジ・

で、ダイナミックな自然を味わえる島でもあ

ショッピングセンター内にあるのですが、味

3 番目に登場するペットは「猫」です。

ります。年間降水量が15 メートル弱に達す

の点では一番気に入りました。「Roy's」と

そして買うことにしたのは、「猫用のベッド」

る全米最多雨量の地があり、緑の豊富さは

比べて味もサービスも一段上といった感じ

です。猫好きの新婚編集部員が見つけてき

ハワイの中でも一番といっていいでしょう。

です。ただ、盛り付けは少々凝りすぎです。

た猫の専門店とも言うべきお店からの購入

さて、今月のLIFE WITH INTERNETは、

となりました。なお購入する商品は、私の

観光地という点から言うと、オアフ、マウ
イ、ハワイに次ぐ4 番目の島と位置づけられ

ペット用品特集です。数年前からペットを

見た限りでは「ベッド」というよりは「寝

ています。そのためか観光客で混雑してい

買う人が急速に増えてきているそうです。

袋」といった感じがします。

るといった感じはありません。湾岸戦争によ

本誌の編集部内でも、犬や猫、熱帯魚を

今月最後は「魚」です。水槽用のフィ

る観光客の減少に加えて、ハリケーン・イニ

ペットとして飼っている人がいます。そんな

ルターとPH モニターを買ってみることにし

キの来襲によるダメージによって、島の観光

飼い主グループからの要望もあり、ペット用

ました。以前一度、熱帯魚グッズを買いま

産業は落ち込みましたが、最近はずいぶん

品を買ってみることになりました。今回は、

したが、今回はその時とは違うお店の登場

持ち直してきました。しかし、数年たった

犬、猫、熱帯魚に、最近ブームになってい

ということになりました。

今でも訪問客数は完全には戻っていません。

るハムスターを加えた4 種類のペットについ

カウアイ島のお勧めホテルは「Hyatt

て、それぞれペット用品を選びました。

Regency Kauai Hotel & Spa」です。設備

最初は「犬」です。犬用のグッズとして

はもちろんいいのですが、ホテルのスタッフ

選んだのが「ノミとり」です。アメリカの
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さて、ペット用品として選んだ今回の4
品ですが、実際にいくつ入手できるのでし
ょうか。来月号を楽しみにしていてくださ
い。
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S先月の成果
96年12月号の成果
商品番号

53
番

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

「先月の成果」に進む前に、12 月号で購入したMLB のショートパンツの続
報をお知らせします。スウェットとショートパンツを昨年の9 月 12 日に購入
したのですが、11 月 1 日にスウェットだけが届けられてきて、ショートパンツ
はバックオーダーになっていました。そして、1 月 27 日にようやく航空便でシ
ョートパンツが届けられました。価格は15.99US ドルで、今回は送料は加算
されていませんでした。

2月号の成果
商品番号

63

商品番号

チョコレート2種
jhttp://www.iijnet.or.jp/choco-noan/

番

64
番

先月のバレンタイン特集の最初の商品は「チョコ
レート」でした。12 月24 日に電子メー
ルで注文したところ、お店から確認の
メールが翌日届きました。商品は指
定した1 月 7 日に宅配便で送られ
てきました。 商 品 の代 金 が
2,700 円で、送料 620 円が加
わって合計で3,320 円とな
りました。支払いは郵便
振り替えです。

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

先月の2 番目の商品は「アイルランドの手編みセータ
ー」でした。12 月19 日にWWW から注文したのです
が、何の音沙汰もありません。1 月 6 日に再度メール
とFAX で問い合わせをしましたが、こ
れもまた音沙汰なしです。さらに、2
月10 日にメールを出したところ、2 日
後にお店の責任者から「今日発送し
たので、1 週間くらいで届く予定」と
いうメールが送られてきました。2 月
14 日現在ではまだ届いていませんが、
結果は次号で報告します。

商品番号

65

指輪2種

商品番号

j http://gemring.simplenet.com/

番
先月の3 番目の商品は「指輪」でした。
12 月 27 日にメールで注文したところ、
1 月6 日には航空便で商品が届けられま
した。こちらがマネーオーダー（国際郵
便為替）で支払いをするより先に商品
が届いてしまったのです。価格は、商品
34.00US ドルに送料15.00US ドルが加
わり、合計 49.00US ドルでした。郵便
局で49.00US ドル分のマネーオーダー
を作ったところ、500 円の手数料をあ
わせて6,225 円かかりました。なお、送られてきた品物は、WWW
で見た時の印象よりかなり安っぽく見えました。もう少し高い指輪
を選べばよかったのかもしれません。

66
番

ランジェリー
j http://www.playware.com/
index.html

先月の最後の商品は「花束の形をしたランジェリー」でした。12 月
24 日にメールで注文したところ、2 日後に確認のメールが来ました。
そのメールには、注文番号と今後も利用できる顧客番号が記されて
いました。品物は1 月 7 日に航空便で届けられました。価格は、商
品 69.95US ドルに送料の19.20US ドルが加わって、合計
89.15US ドルでした。支払いはクレジットカード
で行いましたが、まだ決済はされて
いません。なお、送られてきた
品物は結構しっかり
したものでした。
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商品番号

67

番 ペット用ノミ取り

j http://piano.symgrp.com/hammacher/toc.html

ペットというとまず最初に頭に浮かぶの

以前、バーゲン・アメリカからいくつかの

は、「犬」です。そこで今月のペット用品

お店のカタログを取り寄せたことがあり、

特集の最初の商品として「犬のノミ取り」

たまたま見ていた中に「ノミ取り」を見つ

を選んでみました。

けたというわけです。

紹介するのは、アメリカの「Hammach-

カタログ上では「Flea-Eliminating Pet

er Schlemmer」というカタログ販売を展開

Groomer」とあり、犬でも猫でもOK のよ

しているお店です。このお店は、主に家庭

うです。ちなみに、WWW で表示される画

用品を扱っているのですが、たまたまペッ

像には、猫が写っています。商品の種類に

ト用のノミ取りも売っていたので、購入し

ついては、印刷されたカタログでもWWW

てみることにしました。

でも同程度ですが、WWW では商品に関す

このお店 は、「 バーゲン・ アメリカ」
（http://www.bamerica.com/）に出店し

る説明が少ないので、印刷されたカタログ
を参照する必要があると思います。

ているお店の1 つで、そのWWW からカタ

海外への配送も可能ですが、送料に関し

ログの取り寄せを依頼することができます。

ては個別に問い合わせることとなっています。

Tips!

S目を付けていた商品は、「Search the
Catalog」を利用すると、すばやく見つ

「バーゲン・アメリカ」では、アメリ

けられる。今回注文した「Flea-Elimi-

カの通販業者の紹介やカタログサー

nating Pet Groomer」49.95US ドル。

ビス、オンラインショッピングを提供
している。なお、カタログの取り寄せ
には有料のものと無料のものがある。

S「Hammacher Schlemmer」
のトップページ。あらかじめ
印刷されたカタログを入手し

送
信

ておくとよい。

F今回参考にした「Hammacher
Schlemmer」のカタログ。

Bargain America
Shopping（アメリカ）
jhttp://www.bamerica.com/
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商品番号

68

番 ハムスターのかご

j http://www.youanda.com/petshop/

ペット用品特集の2 番目は「ハムスター」

「売ります・買います」などのコーナーも用

です。最近ペットとしてのハムスターの人

意されています。また、利用者が自分の知

気が高まっているそうです。そこでここで

っている病院の情報を入力することで全国

は「ハムスターのかご」を買ってみようと

の情報を完成させようという「全国動物病

いうことになりました。

院リスト」のコーナーもあります。

今回紹介するのは、大阪府枚方市にあ

ハムスターに関するものは、リスやウサ

る「You & A」というペットショップです。こ

ギとともに「小動物」のコーナーに入って

のお店では、犬、猫、小鳥、熱帯魚を始

います。小動物の用品販売のページには、

め、小動物や爬虫類、昆虫なども扱ってい

リス・ハムスター用のかごとして5 種類の

ます。もちろん、ペット自身だけではなく、

ものがリストされていました。とりあえず1

ペットを飼う用品なども扱っています。

つを選び、購入の意志をメールで伝えるこ

このお店のWWW では、商品の案内や販

とにしました。なお、送料などの情報は

売のほかに、「悩み相談」や「チャット」、

WWW には明記されていないようでした。

D これが今回購入した「リス・ハムスター用
のかご」
。金色のものを選択。3,400 円。

送
信

Tips!

もしオーダーボタンが壊れていてWWW
からの注文ができない場合でも、メー

これと同様の商品を買うと…
かご（HOEI 製）3,800 〜4,500 円
（銀座松屋ペットショップ調べ）

ルを使って問い合わせてみればよい。
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商品番号

69

番 猫用ベッド

j http://marketplaza.com/cats/cats.html

D これが今回購入した「猫用のベッド」
。
大きさは、50cm × 30cm 程度なので、
小さい猫なら一度に数匹入れる。

A トップページの猫の足跡の動きはなかなか
かわいいので、一見の価値あり。

ペット特集の第3 弾に登場するのは「猫」

のを中心に販売しています。もちろん、

です。編集部にも猫を飼っている人が何人

WWW からの購入も可能で、海外への送付

かいますが、その中の新婚のT 氏のお祝い

もしてくれるとのことです。海外からの注

として、猫のものを何か買おうということ

文の場合、最終的な送料などはメールで知

になりました。

らせてくれることになっています。

今回購入したのは「猫用のベッド」です。

オンラインショッピングのところでは、

構造からみると、「猫用の寝袋」というと

「Gifts For You」、「Gifts For Your Cat」、

ころでしょうか。商品名は「Cat Racket

「Gifts For Your Home」の3 つの項目に分

Sack」で、価格は1 つ14.95US ドルとなっ

かれています。取り扱っている商品数は豊

ています。

富で、猫に関する本からお風呂グッズまで、

紹介するのは、アメリカのニューヨーク
州にお店を構える「Delightful Gifts For

ありとあらゆるものが用意されています。猫
好きにはたまらないサイトです。

Cat Lovers」というお店で、猫に関するも

ペット用品を扱っているこのほかのおすすめサイト

犬・猫用の首輪を販売
（アメリカ）

Changing Horizon
jhttp://www.chorizon.com/
pet/3pet.htm
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ちょっと変わった首輪がいろ
いろ（アメリカ）
New Orleans' Premiere Pet
Emporium !
jhttp://www.andtototoo.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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アメリカとカナダの送料の表示はあるが、
それ以外の国への送料が明記されていない。
こんな時は、フォーム内のコメント欄や別

Tips!

にメールを出して問い合わせるとよい。

LIFE WITH INTERNET
商品番号

70

番 熱帯魚用のフィルターとPHモニター
j http://www.premiumaquatics.com/

D 今回購入した「Wet/Dry フィルター」は、
「WET/DRY FILTERS」の一番上に表示さ
れ て い る も の 。「 P H モ ニ タ ー 」 は
「PROBES/CONTROLLERS」の中にある。

送
信

ペット用品特集の最後は「熱帯魚」グ
ッズです。本誌関係者の中にも数人ほど熱
帯魚を飼っている人がいるのですが、ペッ
ト特集と聞いてさっそくお勧めのWWW を
知らせてくれました。
ここで紹介するのは、アメリカのインデ
ィアナポリスにある「Premium Aquatics」
というお店です。このお店ではWWW で
「魚」に関する飼育用品をオンラインで販
売しています。フレームを使ったWWW の

Tips!

できは上々で、イメージ画像も付いている

WWW の「Order Form」の住所記

ので分かりやすくできています。

入欄では、アメリカ以外の住所は入

商品数も豊富で、ライトやポンプ、フィ
ルター、ヒーターなどのほかに、魚に関す
る本も売っています。その中から今回購入

れられないようになっていた。とりあ

これと同様の商品を日本で買うと…
PH モニター

えずメールで問い合わせをした。

17,000 〜20,000 円くらい

したのは、フィルターです。60 ガロンまで
の水 槽 に利 用 できるもので、 価 格 は
93.15US ドルのものです。それと、PH モニ
ター（87.38US ドル）を注文しました。

熱帯魚用品を扱っているこのほかのおすすめサイト

質問コーナーやフォーラムもある（アメリカ）
PetWarehouse
jhttp://petsforum.com/petwarehouse/default.html
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