夏本番！ 念願の夏休みに突入した人も多いんじゃない
かな？ 暑いからといって部屋にこもってネットサーフィ
ンするのは体に悪いぞ。公園に出かけてモバイルネット
サーフィンだ！？
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

ビール
夏祭り
フィッシング
ミニ四駆

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

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

WHAT’S
NEW

9709

TOKYO DECADENCE

村上龍氏の新作がインターネッ
トで連載中！

http://www.t-decadence.com/

小説「限りなく透明に近いブルー」や「コイ

読みやすいようにスタイルシートを使って文章

ンロッカー・ベイビーズ」などで知られる作家、

の行間を開けるなど、細かい配慮もされている。

村上龍氏がプロデュースし、書き下ろし小説な

入会費は、インターネット支払用のプリペイ

ど を 連 載 す る 有 料 サ ー ビ ス「 T O K Y O

ドカードBitCash の場合、1680 クレジット

DECADENCE」がオープンした。これは、村

（1680 円）で半年間となっている。BitCash は

上龍氏と坂本龍一氏が共同でプロデュースした

紀伊国屋書店、三省堂、書泉の主要店舗などで

もので、英語版の「トパーズ」や新作「THE

購入できる。

MASK CLUB」などが、村上氏が撮影した写真
と、坂本氏が作曲した音楽とともに楽しめる。

6 月末現在、新作は第2 回まで読める。続き
が待ち遠しくて毎日アクセスしてしまう！

@TOWER.JP

タワーレコードがオンラインCD
ショップをオープン！

http://www.towerrecords.co.jp/

今月は、村上龍氏の書き下ろしの
新作が読める有料ページやオンラ
インでCD が買えるタワーレコード
のページなど、内 容 の濃 いページ
がたくさん登場しているぞ。

タワーレコードがオフィシャルページをオープ

際に店で購入するのと同じ感覚で買えるように、

日より正式オープンする。

各担当者によるコメントが付いていたり、リア

このページの目玉は、約15 万タイトルという
膨大なデータベースの中から、欲しいCD を検
索、注文、そしてクレジットカード（VISA、
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ビスはないだろう。送料は全国一律530 円。実

ンした。6 月末現在はプレオープンで、7 月 20

ルオーディオで試聴ができたりするのだ。
ほかにも渋谷店、米国、イギリス、台湾のヒ
ットチャートや、洋楽 CD と邦楽 CD の新譜情

MASTER、AMEX、JCB）で決済ができること

報、音楽ファンの交流の場として提供される会

だ。地方に住んでいて輸入盤のCD がなかなか

議室などがあり、最新の音楽情報をゲットでき

手に入らない人にとっては、これほど嬉しいサー

るようになっている。
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Harley-Davidson Japan

バイクこそ我が人生。鉄の悍
馬のページがオープン！

http://www.harley-davidson.co.jp/

帆船バーモント号 食の大冒険
http://www.housefoods.co.jp/
暑〜い夏に食べたい、辛〜いカレーの
情報が満載だ！

INTERNET

YELLOW

PAGES

多くのバイカーたちを魅了し続けているハー

ほかにも、ニューモデルやニューパーツが紹介

レーダビットソンのオフィシャルページがオープ

されている「Products」のコーナー、革ジャ

ンした。

ンなどのグッズなどが紹介されている「Life

「第一号機は、トマト缶をキャブレターに利

Style」のコーナーも見逃せない。まさに、走

用したものだった」といった誕生秘話や、ハー

るために生まれてきたハーレーの魅力たっぷり

レーダビッドソンの心臓部であるV ツインエン

のページだ。

ジンの年代ごとの特徴が分かる「History」の

ハーレーが欲しくなってしまったら全国の正

コーナーは必見。V ツインエンジンのクロームメ

規販売店が紹介されている「Dealer List」の

ッキの輝きはなんとも力強く、カッコイイのだ。

コーナーをチェックしてみよう！

2 年ぶりに行われるコンサート
ツアーの情報がゲットできる！

小田和正
http://www.funhouse.co.jp/artist/oda/th_month.htm

夏本番。暑〜い夏に、汗だくで食べる辛〜
いカレーは格別においしいもの。ダラダラした
気分も、ピリリと引き締まる。そんなカレー情
報満載のページがハウス食品のページに登場し
た。その名も「帆船バーモント号 食の大冒険
『カレー大航海』編」だ。
ハウス食品から発売されているカレーの紹介
だけでなく、カレーの歴史や用語集、33 種類
ものスパイスなどについても解説している総合
デビューから27 年。オフコース解散後も「ラ

成！ 「緑の街」は、配給会社を使わずに、上

ブストーリーは突然に」などのヒット曲を生ん

映スタッフが全国約180 都市の会館やホールに

おすすめのコーナーは、ココナッツカレーやタ

だほか多彩な活動で注目されている小田和正氏

機材を持ち込み自主上映されるという。
「映画

イ風カレーなど、ひと味違ったカレーの作り方

のページが登場した。2 年ぶりに今年の9 月か

館のない街に住む、1 人でも多くの人たちに直

を紹介している「クッキングレシピ」のコーナ

ら来年の春まで行われるコンサートツアーの情

接作品を届けたい」という小田さんとスタッフ

ーだ。夏休みの思い出に、家族みんなで作って

報が掲載される予定なので、今からブックマー

の想 いが実 現 したのだ。 この映 画 の情 報 は

みよう。ほかにも、カレー好きのためのカレー

クに登録しておこう。また、92 年の「いつかど

K.ODA'S SITE（http://www.fareastcafe.co

情報を交換できる会議室などがあり、おいしい

こかで」以来となる、監督、脚本、音楽を担

.jp/）で詳しく紹介されている。こちらも要チ

カレーショップの話でもちきりになっているの

当した第 2 作目の映画「緑の街」もついに完

ェックだ！

だ。

情報ページとなっている。
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今月のWhat' NEW!!
Watcher's Yellow Page

加山雄三 Official Home Page

若大将がインターネットに
やってきた！

http://www.mdc.tosenet.or.jp/kayama/

W H AT ’ S
N E W
9 7 0 9

永 遠 の若 大 将 こと加 山 雄 三 さん
のオフィシャルページがオープン。
料理番組「チューボーですよ！」
のページやアニメ番 組 「 それい
け！アンパンマン」のページなど
まだまだ続く！

夏といえば永遠の若大将こと加山雄三をなし
には語れない。6 月にニューアルバムとトリビュ
ートアルバムが相次いでリリースされるなど、往

ケット写真と解説付きで紹介されている。
「君
といつまでも」や「ブラック・サンド・ビーチ」
といった懐かしい名曲のジャケットを見ると、

年のファンだけでなく若い世代のファンも急増

「俺もあのころは…」などと思い出に浸ってし

している。そんな加山氏がファンと親しく話が

まう人も多いことだろう。ほかにも、海でので

できる場所を作るためにホームページを開設し

きことや家族のことを語る「書斎」のコーナー、

た。

オリジナル料理を紹介する「レシピ」のコーナ

おすすめは「音楽資料館」のコーナーで、シ
ングル全 54 枚、アルバム全 37 枚がすべてジャ

ーなど、加山氏の魅力を十分に堪能できるファ
ンにはたまらないページとなっている。

街 の巨 匠 の味 を盗 んで、
堺巨匠に挑戦だ！

チューボーですよ！
http://www.tbs.co.jp/chubaw/

毎週土曜の11 時 30 分からTBS で放送して

教えてくれる料理人のお店を紹介した「街の巨

いる人気料理番組「チューボーですよ！」のペ

匠のお店」のコーナーだ。地図から探せるエリ

ージが登場した。

ア別、番組の放送月から探せる放送順、店の名

過去に作った料理のレシピが見られるのはイ

前から探せる五十音順、食べ物の種類から探

ンターネットならではだ。番組をビデオに撮っ

せるジャンル別の4 種類の検索方法で店が探せ

たり紙に書いたりしなくても、あとでゆっくり

る。これならグルメマップとしても使えそうだ。

料理のレシピが見られる。プリントアウト用の
レシピを用意しているところがニクイのだ。
おすすめは、毎回テーマごとに料理のコツを
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さらに、毎回堺巨匠と絶妙のトークを繰り広
げる雨宮塔子アナのエンディングの一瞬芸も見
られるぞ。
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©1994-2007 Impress R&D

それいけ！アンパンマン ほーむぺーじ

正義の味方アンパンマン
がインターネットに登場

http://www.ntv.co.jp/anpanman/

COM-PATH
http://com-path.virtualexpo.or.jp/
自分好みのパソコンがすぐ見つかる！

INTERNET

YELLOW

PAGES

小さなお子さんがいるお父さんに朗報！ 子供

物語に登場する個性豊かなキャラクターたちが

たちに大人気のテレビアニメ「それいけ！アン

勢揃い。各キャラクターのプロフィールのほか、

パンマン」のホームページがオープンした。

初登場する話が収録されているビデオのナンバ

どのコンテンツもお子さんと一緒に楽しめる

ーまで掲載されている。
「ぬりえであそぼう」の

内容になっているので、
「パソコンで遊んでばか

コーナーは、ショックウェーブを使った塗り絵

りいないで、たまには子供の相手をしなさい！」

で遊べる。アンパンマンをキレイに塗ってあげ

なんて怒られているお父さんは、名誉回復のチ

よう。ほかに、子供たちが書いた似顔絵を募集

ャンスだ。

しているコーナーもあるので、お子さんの書い

「なかまたちのしょうかい」のコーナーでは、

たアンパンマンを送ってみてはどうだろう。

史上最強の夜が、インタ
ーネットにもやって来た！

バーチャルナパーク
http://lunapark.arena.ne.jp/

パソコン関連商品は、種類が多すぎてどれを
買っていいのか分からないと悩んでいる人は多
いはず。そんな人たちのために、パソコンライ
フの進 路 を示 す羅 針 盤 を目 指 すサービス
「COM-PATH」が登場した。
なんと年内中に1000 社 2 万製品の情報を目
指しているという膨大なデータベースから、自
分好みの製品の情報を探し出してくれるのだ。
たとえばノートパソコンが欲しい場合、メーカ
後楽園ゆうえんちの夏の名物「ルナパーク」
が、この夏もさらにパワーアップしてやってき
た！

これと同時にインターネットにホームペ

ージを開設したぞ。
昨年、
「プロレスが見られるビアガーデン」と
して話題を呼んだ「闘うビアガーデン」が再び

されるのだ！ 格闘技ファンは要チェック！

ー名や製品名の選択はもちろん、CPU やメモ

また、24 時間営業しているネットワークでつ

リー、重さ、そしてポインティングデバイスの

ながった遊園地「バーチャルナパーク」もオー

選択までできるのだ。これなら間違いなく自分

プン。ルナパークの最新アトラクションの動画

の欲しかった製品が見つかるはず。さらに、メ

が見られたり、割引券や招待券をゲットしたり

ンバー登録時に自分の詳細なプロフィールを入

できる。

力しておけば、新作情報とマル得情報の2 つの

登場。今回は女子プロ団体「LLPW」やメキ

ミス・ルナパークコンテストも開催され、ウ

コーナーで、自分の要望にマッチした製品を自

シコの覆面プロレス「ルチャリブレ」の試合な

ェブでの投票によってルナ・クイーンが決定さ

動的に検索してくれる。まさにコンパスのよう

ども行われ、なんとインターネット中継も決行

れるのだ！

に欲しい情報を指し示してくれるサービスだ。
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【ビール編】Beer

人気爆発の地ビールの情報
ならここにおまかせ！

地ビール博物館
http://www.konishi.co.jp/fujiyamanet/beernet/

WATCHER’S
ROKO が選んだ

「ビール編」
mroko@usa.net
暑い夏、熱い身体をイッキに冷やしてリ
フレッシュ。ビールをおいしく飲むコツが
分かるページを集めてみたぞ。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' NEW!!
Watcher's Yellow Page
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全国各地に続々と登場している地ビール。す

写真などで紹介している。それぞれ特徴のある

でに50 以上のブランドがあり、このまま増え続

地ビールレストランのコースターも紹介されて

けると平成 8 年度末には100 ブランドを超える

いて、そのお店の情報も得られる。
「ビール資

勢いだという。この「地ビール博物館」は、人

料館」では、ビールの分類や起源、ビールを使

気爆発の地ビールの情報がいっぱい詰まったペ

った料理の紹介などもあり、ちょっとだけビー

ージだ。

ル通になった気分にも浸れる。これでもかとい

まず「日本全国地ビールマップ」のコーナー

うほどの地ビールの情報が詰まっていて、見て

では、北海道から九州までの地ビールを分かり

いるうちに地ビールを飲まずにはいられなくなっ

やすい解説と飲める場所、そしておいしそうな

てしまう困ったページだ。
（Watched by ROKO）

ビールつくり事始め
WWW on CD http://www.kcn.or.jp/~iketani/

自分好みのビールを造って
みよう！

最近ちょっとしたブームになっている「手づ

ビールを造ってみよう。
「ビールつくりの材料」

くりビール」の造り方を解説しているページだ。

のページには、ホップやモルト、イーストとい

デジタルカメラで撮影した写真をふんだんに使

った材料が紹介されている。組み合わせ次第で、

って手順が説明されているので、とても分かり

個性的なオリジナルビールのできあがりだ。気

やすい。気になるコストは20 リットル当たり1

を付けて欲しいのは、日本では、許可なくアル

万円程度。2 回目以降は材料費しかかからない

コール度 1 パーセント以上のお酒を造ると酒税

ので、1 リットル当たり200 円前後で造れるの

法で罰せられるということ。ここで紹介されて

だという。ビールキットを使っておいしいビー

いるのは、アルコール度 1 パーセント以下のビ

ルが造れたら、こんどは自分だけのオリジナル

ールの造り方なのだ。 （Watched by ROKO）
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その他のおすすめ URL

ビールメーカー

ビールの知識、
銘柄比較

アサヒビール ★

オーデンへようこそ ★

http://www3.mediagalaxy.co.jp/asahibeer/home2/homej.htm

http://www.vnet.co.jp/oden/odenbeer.html

CM だけでは分からない、新製品の美味しさの秘密やこだわった点が発見できておも
しろい。人気ビール「スーパードライの挑戦」のすべてが分かるコーナーも必見だ。

熊本にあるビアレストラン「オーデン」のページ。おすすめは「店長に聞くビール百
科」のコーナーだ。
「ビールは何度くらいの温度がおいしいのですか」
、
「ビールはどこ
で生まれたの」
、
「ビールは何からできているの」といった質問に店長自ら答えてくれ
る。

キリンビール ★★

http://www.toppan.co.jp/kirin/
ビール情報箱にある「お酒と健康 ABC 辞典」のコーナーでは、ビールをおいしく飲
むコツや問い合わせの多い疑問に答えるQ&A ページなどがある。
「瓶ビールと缶ビー
ルに味の差はあるのか」といった興味深い質問があるぞ。

サッポロビール

http://www1.mediagalaxy.co.jp/sapporo/
黒ラベルやドラフティーといった定番商品情報のほかに、全国各地にあるビール園や
ビヤステーションの情報などがある。夏休みはできたての冷たいビールでリフレッシュ
だ。

サントリー ★★

Beer in Japan ★★

INTERNET

http://www.sfc.keio.ac.jp/~t93509kr/beer/
ビールに関するさまざまな投票を行っているページだ。
「私の選ぶベスト5」
、
「全国共
通ビール人気投票」
、
「地域ビール人気投票」の3 つのランキングがあり、それぞれ男
性、女性、年齢別の結果が分かる。あなたもお気に入りのビールを投票してみよう！

YELLOW

アメリカのビールを飲みつくそう ★★

http://www2.gol.com/users/katsura/
アメリカにいる作者が、駐在中にアメリカのビールをすべて飲み比べようとして作っ
ているコーナーだ。
PAGES

http://suntory.dec-j.co.jp/

Beer Alcohol and Calory ★

おすすめは「お酒の基礎知識」のコーナーだ。126 種類ものカクテルのレシピをはじ
め、ウイスキーの樽の謎や熟成の秘密、お酒の用語集など、酒に関するさまざまな情
報が得られる。

http://alpha.rollanet.org/library/AlClbinger.html
200 種類以上のビールのアルコール度数とカロリーを掲載しているページ。ライトビ
ールやノンアルコールビールについても調べているところがすごい。

ギネスビール ★

Cakes & Ale ★★

TRAVEL

http://www.kh.rim.or.jp/~mmaco/

http://www.j-entertain.co.jp/guinness/（日本）
http://www.guinness.ie/（アイルランド）
正統派「ドラフトギネス」が飲める店ガイドは必見！ ビール好きなら一度は味わい
たいビールだ。また、ギネスを使ったカクテルの楽しみ方も多く紹介されており、有
名なハーフ＆ハーフのほか、ギネスとコーラを混ぜる「トリージャン・ホース」
、ジン
ジャーエールと混ぜる「トップ・ハット」など、多彩なカクテルのレシピが掲載され
ている。

ビ−ルと自家醸造についての情報交換のペ−ジだ。
「世界のビ−ル」のコーナーでは、
ドイツやアメリカはもちろん、ケニアやタイ、オランダなど、まさに世界中のビールを
紹介している。また「料理、カクテルレシピ集」では、ビールに合う料理やビールを
使った料理のレシピを掲載しているのでチャレンジしてみよう。

自家製ビール

ハイネケン

http://heineken.co.jp/（日本）
http://www.heineken.nl/（オランダ）
瓶や缶のアイコンや、ビールを注ぐ音などがダウンロードできる。パソコンをビールだ
らけにしてしまおう！ プレゼントがもらえる毎月更新されるゲームもある。

バドワイザー ★

HOMEBREW専門館 ★★★

http://www.kt.rim.or.jp/~ogawakz/HBS/HBS.html
ニフティサーブのHOMEBREW専門館のページだ。ビール作りで必要な材料と量、そ
してコツなどが分かりやすくまとめられている。自分でビールを造りたい人は必見のペ
ージだ。

http://budweiser.co.jp/（日本）
http://budweiser.com/（アメリカ）
ビール記号の読み方や世界各国でのビールの呼び方など、あまり知られていない情報
が得られる。また、チャットスペースも用意されているので、ビール好きの仲間とも
出会える。97年度のバドガール情報も要チェックだぞ。

ビールの楽しみ ★

http://www.asahi-net.or.jp/~qg1m-mrkm/
自宅で飲むビールはすべて自家製のビールだというなんとも頼もしい作者のページだ。
ビール醸造用キットを使って作る例が解説されていたり、ビールに関する書籍が紹介
されていたりする。

地ビール

自家製ビールFAQ ★★

http://www.t3.rim.or.jp/~mide/hb/
自家製ビール造り歴4年の作者が、その間の経験や書籍、口コミなどの情報に基づい
て自家製ビール造りでの疑問とそれに対する解答をまとめているページだ。

日本地ビール協会（JCBA） ★

http://www2.meshnet.or.jp/~jcba/
協会が実施するビア・テイスターの試験内容や手続きの説明がある。また、たる出版
が発行している『東西南北地ビールガイド』を元に編集したという「全国地ビールマ
ップ」では、飲める場所や連絡先などが掲載されている。

その他

サイバー地ビール街 ★★

http://okhotsk.or.jp/~beer/
「行政情報」のコーナーでは、ビールの製造免許の申請の仕方から酒税についてまで
の情報が得られる。技術支援業者や機械業者、原料供給業者の一覧など、地ビール
を造りたいと考えている人にとって参考になる資料がそろっている。

Sirayuki BEER catalog

http://www.konishi.co.jp/shirayuki/beercatalog/
白雪のページには、地ビールの宝庫といわれるベルギービールの情報が満載だ。
「基礎
知識」や「醸造所マップ」
、そして「ベルギービールカタログ」は必見。お気に入り
のベルギービールを見つけてみよう。

ビール大好き！ 世界の地ビール集 ★★
WWW on CD

http://www.alles.or.jp/~aze/beer/beer_top.htm

あおぺんぎんのホームページ ★★

http://www02.so-net.or.jp/~stakano/
ビールの缶を集め始めて10 年というあおぺんぎんのページだ。オーソドックスな缶は
もちろん、イベント物や季節物といった珍しい缶も紹介している。しかし、どのよう
に保管しているのか興味がある…。

生ギネスが飲める店 ★★

http://www.asahi-net.or.jp/~vp2k-iskw/
黒ビールといえばギネス。あの独特のクリーミーな泡とちょっと焦げたような味は忘れ
られない。このページでは生ギネスにこだわり、日本で生ギネスが飲める店の情報を
集めている。

国別におすすめの地ビールを星マーク付きで紹介している。詳細なデータのほかに、ち
ょっとしたうんちくや率直な感想があり、とても参考になる。
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【夏祭り編】Summer Festival

夏祭りの華、花火のこと
ならここへ！

日本の花火
http://www.bekkoame.or.jp/~fpl/

WATCHER’S
矢口優の選んだ

「夏祭り編」
m yuy@nets.or.jp
夏の夜空を華麗に彩る花火のページから、
伝統的な祭りのページまで、今年の夏を
家族みんなで満喫できるページを集めて
みた。

YELLOW
PAGES
今月のWhat' NEW!!
Watcher's Yellow Page
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世界に誇る日本の花火の魅力と情報、そし

も網羅している。場所取りのコツや持っていく

て知識をありとあらゆる面から紹介しているペ

と便利なグッズなども解説していて、この部分

ージだ。

だけでもこのページを見る価値は十分ある。

花火の仕組みを解説しているコーナーやよく

さらに、このページの作者の写真の腕前は写

聞かれる質問とその回答のコーナーはとても興

真集を出すほどで、その作者が花火写真の撮り

味深い。
「花火大会 INFORMATION」の花火

方や、それを実践に移すときのポイントを掲載

大会日程表は、日本各地で開催される花火大

している。今年の花火を楽しむ前に必ずアクセ

会のスケジュールだけでなく、アミューズメン

スしておきたいページだ。
（Watched by Yue Yaguchi）

トパークなどで打ち上げられる花火の情報まで

お祭りのイロハを知りたい
ならここ！

お祭り入門
http://www.omatsuri.com/

ドメイン名も「omatsuri.com」という、祭

んのこと、一部はサウンドファイル付きで紹介

りに関するさまざまな情報が得られるサイトの

されている。
「裸祭りで気合いをいれよう」と

登場だ。まずは「お祭りの基礎知識」のコーナ

題された特集もあり、裸祭りに話題をしぼった

ーを覗いてみよう。祭りに参加したことがない

リポートもある。また、人手不足に悩む祭りの

人が初めて参加するときの心構えといったこと

主催者に同ページの掲示板を使って人手を募る

から、ゆかたの着方やたすきの掛け方などが写

ことを提案したり、祭りの体験リポートを訪問

真入りでていねいに説明されている。
「お祭り

者から募集したりするなど、外部にも交流の輪

マルチメディア館」と名付けられた資料のコー

を広げようとする作者の姿勢は好感がもてる。

ナーには全国各地の祭りの様子が写真はもちろ
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（Watched by Yue Yaguchi）

その他のおすすめ URL

総合情報

花火大会

日本のお祭りリスト'97版

第 28回仙台七夕花火祭大会 ★

http://www.fujifilm.co.jp/matsuri/97/

http://www.sphere.ad.jp/sen-jc/tanaba97.htm

富士フイルムがおくる日本各地の祭りの月別一覧だ。各都道府県観光課の電話番号
リストもあって便利。

8月5日に行われる「仙台七夕花火祭大会」の模様がインターネットで生中継される。
打ち上げのスケジュールをチェックしておこう。

ハローねっとジャパン - 祭り ★

長岡市

http://www.wnn.or.jp/wnn-c/komokubetsu/3-sightseeing/matsuri.html

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

「ハローねっとジャパン」のページにある、日本各地の祭りに関するリンク集だ。

祭りのくに ★

INTERNET

夏まつりガイド

http://www.sto.co.jp/member/sano/
「千社札」のコーナーは必見。ウェブ上で納札ができる「うぇぶ千社札」まであるの
だ。

festivals.com ★

http://www.nikkan.co.jp/town/metoro/
営団地下鉄線沿線の季節情報を掲載している情報誌「メトロガイド」のページだ。東
京近郊で開催される花火大会スケジュールや温泉地の花火大会情報を掲載している。

YELLOW

夏だ! 花火だ！！ '97 東京近郊花火大会情報 ★

http://festivals.com/
世界の祭り情報はここでチェック！
も分かりやすい。

正三尺玉とナイアガラの花火で知られる「長岡まつり」の情報がある長岡市のページ
だ。祭りの由来や花火の歴史などが分かる。

祭りのジャンル別に情報が整理してあり、とて

http://www.kt.rim.or.jp/~tgotoh/hanabi.html

東京近郊で開催される花火大会の情報ページだ。交通機関の情報や問い合わせ先、
花火の打ち上げ数、さらに、荒天時の対応が載っていて便利！

市と縁日

http://www.asahi-net.or.jp/~vr5t-ozw/

夏は祭りだ・花火だ・わっしょい！！

祭りに付き物である「市」と「縁日」の開催日に関する年間予定表がある。6 月末
現在、東京と東京近郊の情報に限定されている。

http://www.asahi-net.or.jp/~cf4t-tyng/hanabi.html
九州地方で開催される花火大会を紹介しているページだ。交通案内や花火の打ち上
げ本数、問い合わせ先などの情報が得られる。

花火情報館 ★★

日本各地の祭り

http://www.hanabi.co.jp/
花火業者が提供する花火に関する総合情報ページだ。花火製作者ならではの視点で
紹介される情報はとても興味深い。

PYRO Web 花火と煙火のホームページ ★★★

世界の火祭 青森ねぶた

http://www.aomori-ths.aomori.aomori.jp/HTML/nebuta01.html
「青森ねぶた」に関するページだ。詳しく解説されているねぶたの製作方法は必見だ。

http://www.bekkoame.or.jp/~fire/

なんと趣味で花火師の資格を取ってしまったという個人のページ。Java やVRML を
使った「コンピューターによる花火」のコーナーは必見だ。

第 50回清水みなと祭り

http://www.across.or.jp/~tn-press/matsuri/
8 月1 日から開催される「第50 回清水みなと祭り」のページだ。50 周年記念という
ことで特別記念事業も盛りだくさんということだ。

祭りの写真

名古屋城夏まつり

http://www.ccchubu.co.jp/natu/
8 月5 日から開かれる「名古屋城夏まつり」の公式ページだ。今年の見どころをチェ
ックして祭りに備えておこう。

京都大文字五山送り火 ★

http://www.kyoto.isp.ntt.jp/wnn-c/kyoto/okuribi/okuribi.html

Gocho Museum別館 -諏訪の花火写真館-

★★

http://www.root.or.jp/gocho/hanabi/index.htm
諏訪周辺で開催される花火大会を作者自身の写真で紹介している。花火の撮影テク
ニックが詳しく解説されていて、とても勉強になる。さっそく今年の花火で試してみ
よう。

京都の夏の名物「大文字五山送り火」についての情報が満載のページだ。送り火の
歴史やどのような仕組みで送り火が付けられるかといったことが分かりやすく解説さ
れている。

Festival Around The World ★

阿波踊り紹介 ★★

写真家である作者自身の解説とその膨大なライブラリーから選ばれた祭りの写真が楽
しめる。

http://www.pref.tokushima.jp/odori/odori1.html
徳島県がおくる「阿波踊り」について紹介しているページだ。阿波踊りの歴史や踊り
方などが分かる。ショックウェーブを使った阿波踊りが楽しい。

http://www1.nisiq.net/~haga/

日本の祭り

http://www.mainichi.co.jp/photogallery/omatsuri/
毎日新聞が持つフォトギャラリーにある日本の祭りに関するコーナーだ。眺めている
だけで祭りに行きたくてウズウズしてくる。

Yosakoi Project '97 ★

http://www.fujisankei-g.co.jp/fujimic/YOSAKOI/
8月9日から高知で開催される「よさこい祭り」のページ。インターネットでの生中継
が予定されている。

その他

ホタルまつり情報！！

http://www.wnn.or.jp/wnn-f/ntt/kisetu9706-2.html
各地で行われている「ホタルまつり」の最新情報を集めている。ホタルの観賞時期や
名所についての情報もあるのでチェックしてみよう。

浅草中屋

http://www.nakaya.co.jp/

インドネシア・日本友好祭 '97

http://www.ijff.or.jp/
今回が2 度目になる「インドネシア・日本友好祭」のページだ。メインイベントであ
る「インドネシア古代王国美術展」などの情報がある。

祭り用品なら日本一の品揃えという、東京浅草中屋のページ。三社スタイルで決め
て祭りに行こう！

東京和晒 ★

http://www.tenugui.co.jp/

RAINBOW 2000 ★

http://www.cyberoz.net/rainbow2000/
昨年に引き続き今年も開催されるテクノの祭典「RAINBOW 2000」の公式ページ。
今年は白山と富士山麓の2つの会場で行われる予定だ。

創業明治22 年という手拭い業者、東京和晒のページだ。1 枚900 円で作れる「オリ
ジナル手拭いの作り方」のコーナーを見て、自分だけの手拭いを手に入れよう！
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【フィッシング編】Fishing

NET BASS

バス釣りトーナメントで腕を
磨こう！

http://www.netbass.org/

WATCHER’S
小林千寿が選んだ

「フィッシング編」
m chibiayu@sag.bekkoame.or.jp
雑誌に載っていない釣り場の最新状況な
ど、釣りに行く前に使って欲しいサイト
をまとめて紹介。新たな穴場も見かるか
もしれない！？

YELLOW
PAGES

ブラックバスに関するさまざまな情報を提供

一番おすすめしたいのは「バーチャルフィッシ

している「NET BASS」
。バスフィッシングを

ングトーナメント」だ。日本初だというショッ

始めたばかりの人は、ルアーと糸の結び方や季

クウェーブを使った釣りトーナメントが開催さ

節に合わせた釣りの方法などが分かりやすく解

れているのだ。全部で4 ステージあり、今のと

説されている「ノット DE Knot」のコーナーか

ころ全ステージを制覇したのはわずか2 人だけ。

ら見て行こう。ルアーの動きをアニメーション

実際にチャレンジしてみると分かるが、当たり

で見られる「ルアー基礎講座」や50cm 以上の

を探り、ルアーを選び、バスをゲットするのは

大物の情報を集めた「LUNKERBASS 列伝」

かなり難しい。ぜひチャレンジしてみてほしい。

The 釣りバカ Weekly

Watcher's Yellow Page
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最新技術も利用した、本格
本流釣り専門誌

http://www.pp.iij4u.or.jp/~kianu/

奥多摩本流釣りの解説専門誌「The 釣りバ

常のページ以外に「The 釣りバカラジオ局」と

カWeekly」では、奥多摩での釣り情報をリア

題してShockwave for audio を使った週 1 回

ルタイムで発進している。

の10 分間の番組を放送していたり、アクロバ

釣りを始めたばかりの人のために「初心者の

今月のWhat' NEW!!

（Watched by 小林千寿）

などおもしろいコーナーがたくさんある。ここで

ット文書（PDF）での情報発信も行っている。

本流釣り講座」として、針の結び方や川虫の

ほかにも、奥多摩本流を遡行した気分になれ

捕らえ方などを解説した事前準備編と、狙う

る奥多摩川の写真のスライドショーがあったり

ポイントやオモリの選択などを解説している実

と、趣向を凝らした内容で飽きさせない。次の

践編を掲載している。また、最新の奥多摩本

休みは、本流釣りにチャレンジしたくなってし

流状況をリアルタイムでレポートしており、通

まうようなサイトだ。
（Watched by 小林千寿）
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フィッシングフィールド情報

オンラインショップ

北海道の釣り

シーラカンス倶楽部 ★

http://www.snowspr.isp.ntt.co.jp/seeds/suikohsya/html/top.html

http://village.infoweb.or.jp/~joy/coelacanth_club.html

北海道でできる釣りと釣れる魚の、シーズンと釣り方が紹介されている。

カラー写真からA2サイズのカラー魚拓を作成してくれる。

INTERNET FISHING RESOURCE ★★

CrazyClub釣り具通販

東北地方の釣りサイトだ。山形庄内の投げ釣りや波止釣りのポイントマップやTIPS
がある。おすすめは羽田厚疑似餌研究所。ルアーの作り方やルアーで楽しむ方法が掲
載されている。

バスフィッシング用のルアーの通信販売を行っているページだ。注文はウェブサイト
からオーダーシートを取り寄せ、郵送またはFAXで申し込む。

津久井湖攻略 ★★★

http://www.naturum.co.jp/

http://www.sm.rim.or.jp/~ifr/

http://www.din.or.jp/~godakaz/Watanabe/

http://www.asahi-net.or.jp/~st5t-hd/fishing/
バスフィッシングのメッカ津久井湖を攻略するためのサイト。釣行情報を多く提供し
ているほか、
「津久井湖虎の巻」では最初の1 匹目を釣るためのヒントを伝授してく
れる。

「鮎」 ★

ルアーフィッシング関連の商品が数多く登録されている。商品分類と価格帯を入力す
ると条件にあてはまる商品が表示される。

http://www.baywell.or.jp/users/f.f_sting/default.htm

鮎釣りに関する情報が充実しているサイトだ。鮎釣りの仕掛けの説明から全国の鮎釣
り場渓流マップ、鮎釣り用語、釣り方などの情報が得られる。

魚の調理法

Super Fishing Site ★★★

http://www.famousdoor.co.jp/sfs/
河口湖の情報ならここがおすすめ。天気や水温などの基本情報から、前日までの状況
が掲載されている。フィールド情報以外にも、釣りメーカーのカタログのアクロバッ
ト文書が見られる。

フィッシュワールド ★

http://www2.infoweb.or.jp/fishworld/

フィッシングオンライン ★

http://www.venus.dtinet.or.jp/~fish/

魚と栄養という観点で作成されているページだ。きらめき魚では、日本で獲ることが
できる代表的な魚の特徴や栄養を説明している。

関西方面の乗合船での釣果が多いページだ。しかも情報の掲載が早く、どこで、ど
んな魚が、どのくらい釣れたのかをすばやく見られる。

川島屋 HOME PAGE ★★

http://www.bekkoame.or.jp/~k5813/
「週刊釣場速報」に掲載された魚の料理方法が多数掲載されている。

釣り方、仕掛け、ノウハウ

HotLine ★

http://www2.tecnet.or.jp/hotline/
神奈川エリアと静岡エリアの幅広いフィッシング情報を掲載している。なかでも漁師
料理は家庭でなじみのない調理方法が紹介されていておもしろい。

Webしみず釣情報

職人会 料理部門 ★

http://shimizu.wbs.or.jp/tsuri/
駿河湾周辺の釣具屋や釣船の情報から、ポイントや釣果の情報などがレポートされて
いる。初心者でも分かる釣り方や仕掛けがたくさん紹介されているのもうれしい。

Fly Fishing Japan

http://www2k.meshnet.or.jp/~ssdai/ryouri.htm
「調理をするなら道具から」と、いきなり包丁の説明から始まっているページだ。基本
的な魚のさばき方を会得したら、魚別の調理方法に挑戦してみよう。

つりぐるめ

http://www.intacc.or.jp/FLY/
これからフライフィッシングを始める人のための入門講座がある。

http://www.kt.rim.or.jp/~morikawa/

JAPAN FLY FISHERS

釣りに関する情報も掲載されているが、特に面白いのが魚のグルメ情報だ。季節ごと
に魚の調理方法が分かりやすく紹介されている。

http://ux01.so-net.or.jp/~michael/JFF/index-j.html
フライフィッシング愛好家団体JFF のページだ。フライフィッシングの醍醐味やフィ
ールドの紹介をしている。

その他

いーじーあんぐらーず★★
WWW on CD

http://www.asahi-net.or.jp/~nk2n-ymnk/

バス釣りのためのちょっとしたノウハウが紹介されているページだ。
「やさしいバス釣
り入門」のコーナーでは、ルアーの投げ方からポイントの選び方、飲み込まれてしま
ったフックの外し方までを分かりやすく解説している。

海の危険生物報告 ★★

WWW on CD http://www2h.meshnet.or.jp/~kozi/abunai/sankou/top.htm

大人も子供も気をつけてほしい、毒をもった魚に関するページだ。毒の性質や症状、
応急処置などが解説されていて、いざという時のために覚えておきたい情報が得られ
る。実際の体験談も紹介されているので大変参考になる。

阿波釣法

http://www.kcom.or.jp/tenjo/awatyoho/awatyoho.html
グレを釣るための変わった釣り方「阿波釣法」を紹介しているサイトだ。ユニークな
釣り具の紹介と阿波釣法の極意も紹介している。

YELLOW

Fly Field Sting Home Page ★
フライフィッシングに使用するさまざまな道具をメーカー別に探すことができ、オンラ
インで注文もできる。

http://www.biwa.or.jp/~y-ogura/ayuh_jp.html

INTERNET

NATURUM ★★

軟弱釣師軍団「猫の穴」 ★

http://www.mahoroba.or.jp/~mtheraft/
軟弱釣師が釣りを斜めからの視点で見ているサイトだ。電脳フィッシングノベルズや
へらぶなの会議室波紋など面白いコーナーが盛りだくさんだ。

釣りに行こう ★★

http://www.na.rim.or.jp/~mat/
地域別、魚名別、釣り方別、フィールド別にコメントとサイト情報が掲載されてい
る。
「私の教訓」や「入門ギャラリー」では、投稿による情報とともに関連サイトが
掲載されているので、とても調べやすい。

フィッシャーマンズ・パラダイス

http://www.bekkoame.or.jp/~arahara/
海釣りスーパー五目ゲームや釣魚川柳など、釣りに行けず家にいるときの暇つぶしの
方法が紹介されている。

渓魚と山里の四季 ★

http://www.itow.com/amago/
渓流で釣り上げたアマゴの美しさがきっかけで、白川郷や平瀬周辺の四季おりおりの
風景が描かれている。
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【ミニ四駆】Mini4wd
「ミニ四駆」は ㈱田宮模型の登録商標です

Tamiya Japan Home Page（田宮模型のホームページ）

言わずと知れたミニ
四駆の生みの親

http://www.tamiya.com/japan/j-home.htm

WATCHER’S
永田順伸の選んだ

「ミニ四駆編」
m nagata@marinet.or.jp
j http://www2.marinet.or.jp/~nagata/
子供たちだけでなく大人まで魅了するミ

ミニ四駆の生みの親とも言えるプラモデルメー
カー「田宮模型」のページだ。ミニ四駆とは接

お小遣いでも買いやすい。
子供たちは作ったマシンをより速くするために、

着剤を使わずに各パーツをはめ込むだけで組み立

ローラーやギア、グリスといった数々のグレード

てられるプラモデルの一種。この簡単さが子供た

アップパーツを使い、改造を施し、世界でただ1

ちの間ではやった原因だろう。オプションのモー

台のマシンで友達と速さを競う。

ニ四駆。ミニ四駆に関するあれやこれや

ターを付けると単三電池2本だけで動いていると

この田宮模型のページには、ミニ四駆のセッ

を集めてみた。

は思えない速さで走るのだ。価格も手頃で、本

ティングや改造の役に立つ情報、競技会の情報

体が約600 円、モーターや各種パーツを合わせ

など、親子で楽しめる記事が盛りだくさんだ。

YELLOW
PAGES

ても2000円程度で作れるのだ。これなら子供の

（Watched by 永田順伸）

オトナのためのミニ四駆クラブ

ミニ四駆に夢中な大人
たちへ

http://www.nakamuta.com/mini4wd.html

ミニ四駆に夢中になりはじめた大人たちのた

め手リアバンパー」
、
「軽い！

んには「お父さんたちへのおねがい」が必読。子

プラローラー徹底活用術」といった実践的なテ

供に対する愛情いっぱいのメッセージに自らを

クニックが写真付きで詳細に解説されている。

振り返る人も多いだろう。

今月のWhat' NEW!!
Watcher's Yellow Page
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「ブレークイン（慣らし）
」
、
「高速安定走行の決

めのページだ。子供より夢中になってるお父さ

また、基本だが非常に重要な改造テクニック

速い！

安い！

さらに、グレードアップパーツを使わず、標
準キットとモーターだけの

1000円マシン

で

が充実していて、なかなかスピードが出ないと悩

徹底的に走りを追求した連載日誌「1000 円マ

んでいる人にはとても参考になる情報が得られ

シンがゆく！」などの読み物もおもしろい。

る。たとえば、マシン本来の性能を引き出す
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（Watched by 永田順伸）

その他のおすすめ URL

改造、
技術情報

お父さんのためのミニ四駆情報

the Memorandum for MINI 4WD Maniacs. ★★★

ミニ四駆工房

http://www.valley.ne.jp/~org/mini4wd.html

http://www1.harenet.or.jp/~a_murata/mini.html

田宮模型とニフティサーブの模型フォーラムの協力を得て、ミニ四駆関連の製品情報
を掲載している。
「関連資料」や「投稿写真」などもあり、オフィシャルページ並み
の充実度だ。

「僕らの遊び方」のコーナーで親と子のミニ四駆の遊び方が書かれている。ほかにもバ
ーチャルレースの「みんなのタイム表」や「改造ってどんなことするの？」といった解
説記事もある。

お花坊のホームページ

ミニ四駆・奮闘記 ★

自称、他称 町のチューナー である作者が、自分の経験をもとにミニ四駆の改造
のポイントを解説している。
「花木式・ミニ四駆改造講座（修理編）
」などためにな
るTIPSが盛りだくさんだ。

父親の書くミニ四駆を始めてからの日記に書かれている失敗談は、誰もが陥りやすい
ものだけに一読の価値がある。

新松戸ミニ4駆サーキット

http://www2a.meshnet.or.jp/~tiptop/mini4wd/

http://www.elcs.kyutech.ac.jp/~hanaki/mini4main.html

http://www.bekkoame.or.jp/~eichi/
「エキスパート向けツール」や「パーツ考」のコーナーでの田宮模型以外のパーツ情報
など、上級者向け改造情報でいっぱいだ。驚くような改造マシンの写真が数多くあ
る。

http://www2.mwnet.or.jp/~yugo/mini/mini.html

INTERNET

ミニ四駆の部屋

YELLOW

ミニ四駆にハマり、ペンションにサーキットを常設してしまった作者のページ。ミニ四
駆のイラスト集は必見。子供も大喜びだ。

その他

WaKaDanNa'S page(^^)/

PAGES

http://www.bnn-net.or.jp/~yamau/
おすすめは「テクニックシリーズ」のコーナー。ピニオン、ステープラー、シャーシーな
どを改造するときのテクニックの数々を、分かりやすいイラスト付きで解説している。

劇場アニメ「レッツ＆ゴー!!」上映映画館一覧

ミニ4駆テクニカルコーナー

http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/event/gekijyou.htm

http://www2k.meshnet.or.jp/~UZI/mini4.htm

アニメ映画「爆走兄弟レッツ＆ゴー!! WGP」 の紹介ページ。

グレードアップパーツについて解説しているページだ。
「モーター百科」では7 種類の
モーターが画像と詳細なデータで解説されている。

コロコロ

http://oceanus.shogakukan.co.jp/corocoro/

Racing Team 3びきのこぶた

http://www.try-net.or.jp/~tajima/

小学館のマンガ雑誌「コロコロコミック」のページだ。ミニ四駆をテーマにしたマン
ガ「レッツ＆ゴー!!」関連の記事が読める。

九州で開催されるミニ四駆レースの情報やショップの情報が得られる。
「より速いマ
シンを作るために」などの読み物も充実している。

岡ぴょんのミニ四駆 Express

http://www.shogakukan.co.jp/main/sh56/sh5/mini45.html

Yumemi's HomePage

小学館の月刊誌「小学五年生」と「小学六年生」でおなじみの岡ぴょんのページだ。
誌面では見られない写真や先取り情報が得られる。

http://www.kt.rim.or.jp/~yumemi34/mini.html
「ミニ4 駆ワールド」のページにある「手巻きモーターのすすめ」は秀逸。マニアなら
泣いて喜ぶ情報だ。

富士電気化学株式会社

http://www.fdk.co.jp/

9000のホームページ

http://www.asahi-net.or.jp/~FW7T-OIKW/mini4oi.htm

乾電池を作っている富士電気化学株式会社のページだ。ミニ四駆は乾電池を大量に
使うだけに「乾電池の正しい使い方」のコーナーはチェックしておきたい。

速度61km/hを出している改造マシンが登場。詳細なデータと画像で解説している。

鳥取県かわはらラジコンサーキット

Flying Wizard Laboratory ★★★

http://village.infoweb.or.jp/~fwhx7117/index.html

http://www.iql.or.jp/~katumata/
タミヤレギュレーションの範囲を越えたマシンを取り扱っている。ミニ四駆研究室は
その名のとおりテーマごとに詳細な実験と分析が行われている。

最大コース延長 200m、幅員 3.5 〜 6.0m の本格的なオンロードサーキット場の紹介
ページ。

ミニ四駆最速リンク ★★

ミニ四駆 ★★

http://www.asahi-net.or.jp/~xi5y-okd/mini4wd/saisoku.htm

http://www.gulf.or.jp/~atusi/
ニフティサーブの会議室でのやりとりをもとにしたFAQ がおすすめ。
「超簡易放電器
の作成」や「大径ハイブリッドローラーの作成」といった自作と改造の記事もおもし
ろい。

れふてぃのミニ四駆のページにあるリンク集だ。ミニ四駆を速くする要素である「電
機系」と「駆動系」にページのリンクを分類し、さらにそこからモーターや電池、タ
イヤ、ローラーといった小項目に分類している。必要な情報が非常に探しやすい。

ミニ四駆投稿タイムランキング

http://www1.age.ne.jp/~ando/cgi-bin/ando/
ミニ四駆の仮想レースが行われている。使用モーターの決められた「レブトルクラス」
と、
「無制限クラス」に分かれマシンのタイムを競う。タイムアタックに使えそうだ。

レース情報

ゆうくんのホームページ ★

http://www.raidway.or.jp/~yukun/

グレートジャパンカップ情報 ★★★

http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/event/jcup.htm

14 才歳のゆうくんのページだ。ミニ四駆のメーリングリストを運営していて、オフ会
も行われている。

今年は10 周年記念大会の年で、全国15 か所で開催される。小学生と中学生のミニ
四駆ファンならだれでも参加できる。

MINI4WD PHOTO GALLREY

きっず・イノセンスミニ四駆大会

http://www.osaka.xaxon-net.or.jp/~duran/

http://www1.nisiq.net/~ktyss/mini4wd.htm

作者のミニ四駆の写真集がある。ハリケーンソニック、サイクロンマグナム、レイス
ティンガーなどを掲載している。カッコイイ。

ミニ四駆好きの父親たちが東京都東大和市で2 か月に1 回開くローカルな大会。
「き
っず・イノセンス」とは『子供のころの無邪気なこころを取り戻し、子供たちと一緒
に遊ぼう』という意味だ。

ina-kids HOME PAGE

http://www.asahi-net.or.jp/~fu3h-ingk/ina-kids.html
9歳の少年が作ったサイトだ。ハリケ−ンソニックやスピンコブラなどのミニ四駆の写
真を掲載している。投稿も募集している。

ナムコTRサーキット ミニ四駆グランプリ'97

http://www2d.meshnet.or.jp/~t_tozaki/mini4wd/
京都府城陽市のアルプラザ城陽店ナムコランドで開催されるミニ四駆大会のページだ。
レースの結果などが掲載されている。

'97斑尾高原 ミニ四駆大会

http://www.madarao.co.jp/4wd/
毎年夏に長野県飯山市斑尾高原で開催されるミニ四駆大会のページだ。
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