イン タ

トの あ
ー ネッ

し
る暮ら

梅雨も上がり、いよいよ本格的な夏がやって来ました。今月も暑さにめげ
ず、インターネットでばしばしショッピングしちゃいましょう。
今月の買い物はずばり「海に持っていくレジャーグッズ」です。ダイビン
グ用品から水着まで、夏を満喫できるグッズを注文してみました。はたし
て、すべてそろえて楽しいサマーバケーションが過ごせるでしょうか。
今月の注文をする前に、先月の結果をご報告しましょう。

先 月 号 の 成 果 ：
イ

ン

テ
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商品番号

番

リ

ア

用

品

満足

の

シェーカーの
組み立て椅子

注

文

今回の満足度

80

j http://www.dreamcurtain.com/

商品番号

j http://www.shakerworkshops.com/

番

2 番目の商品は、カーテン
でした。 W 1 5 0 0 m m ×
H1100mm のやや小振りな
窓にかけるレースのカーテンです。
WWW から生地見本を注文して、生地
を確かめてからオーダーしたので、ほ
ぼ予想どおりの仕上がりでした。支
払方法は郵便振替です。
店の対応は大変よく、相談にも
乗ってくれたので、安心して注
文できました。

4 月20 日 WWW でカタログを注文
5 月1 日
アメリカからカタログが届く
5 月9 日
日本のカタログが届く
5 月15 日 日本の代理店に注文
5 月22 日 宅配便で商品が届く

4 月14 日
4 月15 日
4 月16 日
4 月17 日
4 月21 日

WWW から生地見本を注文
生地見本が届く
WWW からカーテンを注文
店から返事のメールが来る
宅配便で商品が届く
商品5,811 円+ 送料610 円
=6,421 円（税込み）

椅子のキット14,280 円（税込み）
*個人の場合、アンケートに答え
ると送料は無料になる
INTERNET magazine 1997/8

がっかり

オーダーメイドのカーテン

まず最初は、アメリカにあるSHAKER
WORKSHOP のウェブサイトから組み
立て椅子のキットを注文したのですが、
まったく音沙汰がなかったので、カタ
ログを頼んでみました。届いたカタロ
グには「日本から注文する場合は日本
の販売代理店に頼んでください」との
左がアメリカのカタログ、 手紙が添えられていました。
右が日本のもの
そこで、日本の販売代理店に電話をし
て日本用のカタログ（570 円）を送ってもらいました。同
時にアメリカのSHAKER WORKSHOP に日本までの送料
をFAX で問い合わせたところ、7,000 円近くかかるとのこ
とだったので、日本の代理店から注文す
ることにしました。支払方法は郵便
振替です。
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参考）アメリカから買う場合
商品92.50 ドル+ 送料58.00 ドル
=150.50 ドル（約17,458 円）
*おそらく、これに関税がかかるので、
実際にはさらに高くなる

Q

海外のサイトから商品を買うときに関税
がかかると聞いたのですが、
どんなとき
にかかるのでしょうか？

革靴
その他の靴
ビデオ、CD
香水、オーデコロン
口紅
ウィスキー
ワイン
ビール

でないということです。

課税の対象となるのは、商品の代金＋諸経費（送料、手数料な
ど）の合計額が1 万円を超える場合です。関税には、合計額が10
万円を超える場合の関税と1 万円以上 10 万円未満の場合にかか
る簡易関税があります。したがって、通常個人輸入をする場合に
は、簡易関税が適用されると考えてよいでしょう。

主な商品の関税率の目安
商品
パソコン、周辺機器
シャツ
ネクタイ
下着類
革製バッグ
金製アクセサリー

A

まず、押さえておきたいのは、すべての商品に関税がかかるわけ

この連載でも過去に関税の請求があったことがありました。アメ

関税率
無税
11.2 〜16 ％
13.4 ％
9.7 〜15 ％
9.3 〜16.2 ％
6.5 ％
48.8%か4612.50 円
のうちどちらか高い税率
8.8 〜10 ％
無税
2.4 ％
2.3 ％
172.50 円/リットル
21.3%か156.80円/リットル
のうちどちらか低い税率
9.4%か6.40 円/リットル
のうちどちらか低い税率

簡易関税率
10 ％
10 ％
適用外
適用外
5％
適用外

リカからスパイスセット（84.95 ドル）を注文したときに900 円、
カリフォルニアワイン（324.00 ドル）を注文したときに2,800 円
かかりました。どちらの商品も国際宅配便で送られてきたので、関
税の請求は宅配便業者から届きました。
しかし、実際には合計額が1 万円以上でも関税を請求されない場
合もあります。このあたりの事情を製品輸入促進協会（ミプロ）

適用外
5％
5％
150 円/リットル

「たしかに、航空便などで商品が届いた場合や税関に荷物が集中

110 円/リットル

通常はかかるものなので、
『かかるのが原則、かからないときは税

6 円/リットル

個人輸入相談センターの児玉幸子さんにうかがってみました。
したときなどは関税がかけられていないこともあります。しかし、
関のミス』と考えたほうがよいでしょう」
海外に商品を注文するときは関税分も忘れずに。

税率に対するお問い合わせは
東京税関
東京都港区港南5-5-30
TEL 03-3472-7001

ミプロ個人輸入相談コーナー
東京都豊島区東池袋3-1-3
ワールド・インポート・マートビル6 階
TEL 03-3989-5151

■インターネット通販に関する質問をメールでお寄せください。宛先は、ip-life@impress.co.jp です。
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組み立てパイプ棚

j http://web.kyoto-inet.or.jp/org/
aoki02/interior/interior.html

商品番号

番

4 月15 日
4 月16 日

メールで見積もりを依頼
すぐに店から返事が来る
メールで注文
店から確認のメールが来る
宅配便で商品が届く

j http://www.xte.com/igs/

商品番号

番

3 番目は、ERECTA のパイプ棚
を注文しました。店から送っても
らったカタログを見て、希望商品
の型番をメールで送り、見積もり
をとってもらいました。見積もり
はカタログに表示された標準価格
よりかなり安くなっています。支
払方法は郵便振替です。
ERECTA は特別な道具を使わず
に簡単に組み立てられました。パ
ソコンを載せてもびくともしない
くらい丈夫です。

4 月14 日

82

ラグマット

最後の商品はラグマットです。ここの店
もなかなか丁寧な対応でした。
ラグマットの色はウェブサイトではベー
ジュっぽく見えますが、実際にはもっと
白っぽい色をしていました。綿素材な
ので、なかなか気持ちいい肌触りです。
郵便振替で代金を支払いました。

4 月14 日

4 月17 日
4 月18 日

WWW から注文
店からメールが来る
商品を注文
店から確認のメールが届く
郵便で商品が届く

商品10,290 円+ 送料735 円
=11,025 円（税込み）

商品14,096 円+ 送料1,260 円
=15,356 円（税込み）
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商品番号

83

番 ダイビング用ナイフとバッグ
j http://www.openair-jp.com/

今回最初の買い物は、ダイビンググッズ

銀行振込

発 送

宅配便

FAX

商品を選ぶにあたっては、当編集部きっ

うダイビングショップのウェブサイトから、

てのダイバーT さんからアドバイスを受けま

いくつかアクセサリー類を注文してみまし

した。T さん曰く、ウェットスーツや各軽

た。

機材などは、実際に試着したり使ってみた
りしてから買いたいということだったので、

ェットスーツから水中カメラまで、ダイビ

今回はアクセサリーをそろえることになり

ングに関するあらゆる機材を販売していま

ました。

す。「売り切れごめん激安セット」のコーナ
ーでは、ゴーグル、フィン、スノーケルの3

WWW

支払い

した。

です。東京都渋谷の「オープンエア」とい

ここの店では、
「激安」をキーワードにウ

注 文

今回注文した商品を持って潜りにいく計
画でも立てているのでしょうか。

点セットがなんと9,800 円で販売されていま

Tips!

支払方法が銀行振込か
郵便振替かをチェック！

支払方法によって支払手数料が変わ
ってくるので要注意。郵便振替の手
数料加入者負担（赤の振替用紙）だ
と、支払時に手数料を払わなくてすむ
ので便利だ。反対に、銀行振込の場
合、先方の指定銀行以外の銀行から
代金を振り込むと、手数料がかなりか
かってしまうので、要注意。

Sアポロナイフ3,200 円とSAS
ウォータープルーフバッグS
サイズ1,400 円を注文。

ダイビンググッズを扱っているこのほかのおすすめサイト

水中伝言板などのおもしろ
便利グッズを販売（日本）
ダイビング小物ロフト
jhttp://www.bww-jp.com/loft/
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ダイビング用品を
アメリカから直輸入（日本）
California Dive Shop
jhttp://www.factcomm.co.jp/
diveshop/
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▲手数料が不要な郵便振替用紙（左）
と必要な用紙（右）

商品番号

84

番 ボディボード

j http://www.ronjons.com/

2 番目の商品はボディボードです。アメ
リカのフロリダで40 年近い歴史を持つサー
フショップ「Ron Jon Surf Shop」 から注

で、「Full Size」を注文してみます。
しかし、価格が異様に安いことと、写真

止めなど、真夏のビーチで重宝しそうなグ

を見る限りではボディボードというよりビ

ッズを各種取りそろえています。

ート板に近いような気がすることから今回

このウェブサイトの左側のフレーム部分
さまざまな商品のカテゴリーが現れます。

WWW

支払い

カード

発 送

航空便

メール

FAX

電話

ボディボードの画像が表示されました。
「Junior Size」と「Full Size」があったの

文しました。ここでは、T シャツや日焼け

から「Shopping」を選択すると、右上に

注 文

ボディボードをプレゼント
ここで注文したボディボードを読者の方にプ
レゼントします。
ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番
号、このコーナーに対するご意見を記入して
下記のメールアドレスまでお送りください。
宛
先：ip-life@impress.co.jp
締め切り：1997 年7 月28 日

の注文はやや不安です。
はたして、ちゃんと期待どおりの商品が
届くのでしょうか。

そこで「beach gear」をクリックすると、

Tips!

日本から注文できるかどうかを
見分けるには？

まず、注文フォームがあるウェブサイト
では、そこの注文主の住所欄に注目。
ここに「Country」の枠があれば、日本
から注文できると考えていい。
フォームがない場合やあっても国名を書
き込む欄がない場合はオーダー方法のペ
ージをよく読んでみよう。
まず注文する前に「日本に送ってくれる
かどうか」
「日本への送料はいくらかか
るか」をたずねるメールを出すのが最も
確実で安全だ。

A Full Size Body Board

39.95 ド

ルを注文してみた。
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商品番号

85

番 着たまま日焼けできる水着
j http://www.lifestylesdirect.com/

3 番目の商品は水着です。それも、着た

メール

支払い

カード

発 送

航空便

FAX

郵便

ンピースタイプを注文することにしました。

まま全身が日焼けできるというものをアメ

フレームの左側から好きな柄を選んでク

リカの「Lifestyle Direct」という店から注

リックすると、右上に水着の写真が表示さ

文してみました。

れるようになっています。いろいろな柄の

トップページから「Interactive Catalog」

注 文

水着を何回も表示させながら、注文したい

を選ぶと、「1piece Suits」（女性用ワンピ

商品を選ぶことができるので、なかなか使

ースタイプ）、「2piece Suits」
（女性用ビキ

いやすいウェブ構造になっています。

ニタイプ）、「Men's Suits」の3 種類のカテ

同じ柄で女性用、男性用の水着がある

ゴリーが表示されたので、今回は女性用ワ

ので、ペアで注文することもできそうです。

A 今回は「Jungle」という柄の女性用ワンピース
水着 83.95 ドルを選んでみた。サイズは7/8（日
本の11 号くらい）
。これ以下のサイズはなかった。

アメリカから衣類を買うときはサイ
ズに注意。水着のような素材は着る
ときに伸びるので、大きめより多少
小さめのサイズを選んでおいたほう
がいいかもしれない。

水着をプレゼント
ここで注文した水着をプレゼント。応募方法
は321 ページを参照。

服・靴の日米サイズ対応表
●紳士服
サイズ
首まわり
袖丈
ウェスト
●婦人服
サイズ
バスト
ウェスト
ヒップ
●子ども服
サイズ
身長
▼紳士靴
サイズ
▼婦人服
サイズ

Tips!

(LANDS' END のカタログより）

XS
33-34.5
80-81.5
61-66

S
35-37
82.5-84
71-76

M
38-39.5
85-86.5
81.5-86.5

L
40.5-42
87.5-89
91.5-96.5

XL
43-44.5
90-91.5
101.5-106.5

XS
4
84
63.5
90

S
6-8
86.5-89
66-68.5
92.5-95

M
10 -12
91.5-95
71-75
98-101.5

L
14-16
99-103
78.5-82.5
105.5-109

XL
18-20
108-113
87.5-92.5
114.5-119.5

S
99

M
106.5-114.5

L
124.5

7
25

8
26

9
27

10
28

11
29

6
23.5

7
24.5

8
25.5

9
26.5

10
27.5

* 単位はすべてcm
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商品番号

86

番 ストラップ付き革サンダル
j http://www.landsend.com/

注 文

WWW

支払い

カード

発 送

航空便

メール

FAX

電話

A Men's 2 strap Leather Comfort Sandal
（32.50 ドル）のサイズ7（25cm）を注
文した。日本までの送料は20.00 ドル。

サンダルをプレゼント
ここで注文したサンダルをプレゼント。
応募方法は321 ページを参照。

最後の商品はサンダルです。衣料品の通

（バックスキン）と「Leather」（表革）製

販で日本でもおなじみの「LANDS' END」

のものが2 種類があったので、表革製のほ

から注文してみました。

うを選び、「BUY」のボタンを押すと、サ

トップページから「Internet Store」をク

イズ、色、数量をたずねられました。8 号

リックすると、ここで扱われている商品が

を選ぶと品切れの表示が出てしまったので、

子供服、紳士服、婦人服などのカテゴリー

7 号に替えたら注文できました。在庫状況

別に表示されます。今回注文したサンダル

がすぐに分かるのも、インターネットなら

は、
「Men's Casual」の「Footware」の中

ではの利点です。ここから「CHECK OUT」

にありました。

ボタンを押すと、右図のようなオーダー画

サンダルはストラップの部分が「Suede」

A 「Step1」から「Step3」まで進み、
「Submit

面になります。
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This Order」を押せば、注文完了。24 時間以内
に店から確認の電子メールが届く。
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