イン タ

トの あ
ー ネッ

し
る暮ら

ここで紹 介 した商 品 の一 部 を読 者 の
方々にプレゼントします。詳細はこのコ
ーナーの最後のページをご覧ください。

お世話になった人にお歳暮を贈ったり、
忘年会やクリスマスでお酒を飲んだりと、年末はなにかと忙しいもの。
そこで、今回はこれらの年末恒例行事に必要な商品を
インターネットで注文してみようというわけです。
インターネットだから買えるものやインターネットだと安いものなど、
編集部が実際に注文した商品を紹介しているので、
ショッピングの参考にしてみてください。
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インターネット通販カタログ

お歳暮

C A T A L O G : 1

お歳暮商品を
注文してみよう

手作りの味を送料無料で産地直送
兵庫県姫路市にある播州ハム工業所のホームページ。「手作りハムの通
信販売」のコーナーでは、焼き豚、ソーセージ、ローストビーフなど、お
いしそうな食品が販売されている。消費税も送料もお店の負担とのこと。

ビールによく合うソーセージ
（400g× 2本）
価格：2,600 円
注文：WWW、メール
支払：代引き、郵便振替（先払い）
発送：宅配便（冷蔵）
発送前の確認連絡：メール
期間：1 日

播州ハムほりほり支店
http://www.memenet.or.jp/horihori/

そのほかの
サイト紹介

博多地ビールを蔵元から直送
120 年の伝統を持つ博多の蔵元浜地酒造のサ
イト。地酒「富貴乃誉」や福岡県第一号地
ビール「杉能舎」などを販売。地ビールはア
ンカーエールとペールエールの2 種類。ブルー
ワリーに併設されたカフェでできたての地ビー
ルが飲める。

地ビールの種類はここでチェック!!

最強の地ビールリンク集

■ CRAFT BEER HOME PAGE
http://www.ixicorp.com/beer/
日本地ビール協会のホームページ。

杉能舎麦酒詰め合わせセット
（2種類各 3本入り）
価格：3,000 円（＋送料1,300 円・消費税込み）
注文：WWW、メール、電話、FAX
支払：郵便振替
発送：宅配便
発送前の確認連絡：なし
期間：4 日（3 連休はさむ）

Welcome to Suginoya

■日本地麦酒検索デスク

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

http://www.big.or.jp/~mmm/beer/kensaku.htm
ビール名、開業年、都道府県別で検索可能。

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

は み だ し 失 敗 談
注文した商品が指定日までに届かなかった
北海道の店で鮭を注文したときのこと。指定日を過ぎても商品が届か
ないので、先方に電話してみると、天候のため交通機関がストップし

てしまい、発送が遅れたという。それはそれで仕方がないが、ひと言連
絡してほしかった…。
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クリスマス
演出編
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インターネット通販カタログ
C A T A L O G : 2

クリスマスを演出する
商品を買ってみよう
アメリカからクリスマスリースが届いた！
クリスマス用品はやはり海外から買ってみたいと
いうことで、5 種類のリースを売っているアメリ
カのお店を発見。日本までの送料は航空便で50
ドルとのこと。かなり高いが、今回は実験を兼
ねて注文してみた。

Rustic Wreath
（直径約 50センチ）
価格：21.75US ドル（＋送料50.25US ドル）
注文：WWW、メール、FAX
発送：航空便
発送前の確認連絡：メール
期間：11 日

Christmas Forest
http://www.christmasforest.com/

カラオケパーティーセット
価格： 3,232 円（＋消費税 162 円・ 3,000
円以上は送料無料）

ツリーほか、デコレーションはここで
日本全国に四季装飾品、輸入造花などの卸売販売をして
いる日本装飾造花株式会社のウェブサイト。クリスマス用
品には、ツリーのほかにデコレーションセット、点滅電気
などを販売している。今回注文したのは小さなツリー1 つだ
ったが、小売りしてくれた。

注文：WWW、FAX、電話
支払：郵便振替、代引き
発送：宅配便
発送前の確認連絡：なし
期間：5 日（3 連休はさむ）

レッドツリー（高さ25センチ）
価格：1,200 円（＋消費税60 円＋送料740 円）
注文：WWW、FAX
支払：代引き
発送：郵便小包
発送前の確認連絡：電話
期間：6 日（3 連休はさむ）

パーティーカンパニーSAKURA
http://www.gfi-net.bekkoame.or.jp/kaneko/

日本装飾造花株式会社
http://www.hellonet.or.jp/~joa/
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クラッカーなどの
パーティー盛り上げグッズを販売
クラッカー、「本日の主役」のたすきなどのパーティ
ーグッズを1 〜2 割引で販売。今回はクラッカー（50
個）
、ラッパ、マラカス、くもの巣投げテープ、ステ
ージシャワーを詰め合わせた「カラオケパーティーセ
ット」を注文。
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インターネット通販カタログ
C A T A L O G : 3

クリスマスの食卓を彩る
食品を買ってみよう
世界のワインから自分だけの1本を
自分の生年月日と同じ年にできたワインが注文できる「お誕生年ワイン」
や生産地を国別地域別に探せる「ワインリスト」など、店主のこだわり
が見えるウェブサイト。今回は「喜ばれるギフト」からセットを注文。

ミッシェルセット
（フランスボルドー・ミッシェルリンチ赤＆白）
価格：3,500 円（＋消費税175 円＋送料1,150 円・
代引き手数料はサービス）
注文：WWW、メール、FAX、電話
支払：郵便振替、代引き
発送：宅配便
発送前の確認連絡：メール
期間：4 日（3 連休はさむ）

小仲酒店
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/konaka20/

価格：
（写真左から反時計まわりに）パルミジャーノ
レッジャーノ（ハードタイプ）1,200 円
カマンベールアレクサンドル（白カビタイプ） 600 円
フルムダンヴェールAOC（青カビタイプ）800 円
（＋送料950 円）
注文：WWW
支払：郵便振替
発送：宅配便
発送前の確認連絡：メール
期間：3 日（注文したチーズの種類によって
多少発送が遅れることがある）

海外から空輸した珍しいチーズが揃う
海外産チーズを40 種類近く扱っている「チーズ館」では、
「青カビ」「ウォッシュ」などのタイプ別に分類してパッケー
ジ写真と解説を掲載している。各種チーズを詰め合わせた
ギフトセット（3,000 円〜）もある。市販されているプロセ
スチーズでは物足りない人におすすめ。

チーズ館
http://home.interlink.or.jp/~cheese

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

は み だ し 失 敗 談
送料だけで80ドルかかったことも！
アメリカの店から熱帯魚用の水槽を買ったときのこと。日本より安く買えたので喜んでいたが、請求書を見てビ
ックリ。送料だけで80 ドル（1 万円弱）もかかってしまった。店に送料の問い合わせをしていたのだけれど、返
事がないまま、いきなり商品が届いたため、このような事態に。返答のないサイトからは注文しないほうが○。
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クリスマス
プレゼント編
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インターネット通販カタログ
C A T A L O G : 4

クリスマスプレゼントを
買ってみよう
ディズニーの名作から最新アニメまで
東京武蔵小山にあるCD&ビデオショッ
プ。発売されたビデオやLD が月別の一覧
表になっている。検索機能は付いていな
いが、タイトルを伝えると在庫状況を教
えてくれる。今回は映画「トイストーリ
ー」のビデオを注文してみた。

（2か国語版）
ビデオ「トイストーリー」
価格：3,600 円（＋消費税180 円＋送料630 円）
注文：メール、電話、FAX
支払：代引き
発送：宅配便
発送前の確認：メール
期間：1 日

そのほかの 海外のCD&ビデオは
サイト紹介 ここで！
CD now

Music Market PHONO
http://www.bekkoame.or.jp/~phono/

35万点のCD&ビデオなどを販売
CD やビデオなど計 35 万点を販売しているアメリカのウ
ェブサイト。ディスカウント商品もあり。今回は、U2、
MADONNA、BON JOVI などのビッグアーチストのク
リスマスソングを収録したCD を2 枚購入してみた。

http://www.cdnow.com/

A VERY SPECIAL
CHRISTMAS 1&2

定期的に行っているセー
ルは必見。

価格：各19.77US ドル
（＋送料10.75US ドル）
注文：WWW
支払い：カード
発送：航空便
発送前の確認：メール
期間：10 日

香港旺角明星便利店
http://www.soknet.com.hk/geinou/
日本で手に入りにくい香
港スターのCD、ビデオ、
VCD などを通信販売。要
会員登録。

CD World
http://www.cdworld.com/

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

は み だ し 失 敗 談
発送してもらえないと思っていた商品が届いてしまった
CD now からビデオを注文したときのこと。注文したあとで「ビデオはアメリカのみの発送」という注意書きを
発見。そこで、CD World から同じビデオを注文したところ、両方から商品が届いてしまった。片方返品すると
しても、送料がかかってしまうので結局そのままに。再注文する前にCDnow に問い合わせてみればよかった…。
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G-SHOCKを割引価格で販売
いまだに熱烈なファンを持つG-SHOCK。本誌通販特集の読
者プレゼントでもっとも希望者が多かった。今回は定価の1 割
引きになっていた映画「スピード」モデルを注文してみた。

G-SHOCK DW-5600E-1
価格：9,900 円（＋送料＆代引き手数料1,200 円）
注文：WWW のみ
支払：代引き
発送：宅配便
発送前の確認連絡：電話
期間：5 日（3 連休をはさむ）

G-SHOCK&Baby-G ken's
http://www.chichibu.co.jp/shopping/kens/

ニナリッチやディオールの
アクセサリーはここで
有名ブランドのアクセサリーを販売。イヤリング、
ピアス、ブレスレットなど。今回は「ワゴンセール」
のコーナーからマットな輝きが美しいアン・クライ
ンのゴールド14K のピアスを購入。セール価格で
4,500 円が3,500 円になっていた。

アン・クラインのピアス（18mm）
価格：3,500 円（消費税と送料込み＋代引き手数料250 円）
注文：WWW
支払：カード、銀行振込、代引き
発送：郵便小包
発送前の確認連絡：電話
期間：6 日（3 連休をはさむ）

インターネット通販が
できるサイトのブック
マークをCD-ROMに収録
インターネット通販に役立つサイトばか
りを厳選したブックマークを付録 CDROM に収録。商品の種類別に分類し
てあるので、欲しい商品がすぐ探せる。
いずれも本誌通販担当が実際に購入し
てみたサイトのみを収集。そのまま自分
の使っているブックマークに入れれば、
最強の通販ブックマークの完成だ。

Akane Jewels
http://www.o-kini.or.jp/masse/akane/welcome-j.html

収録先：CD-ROM -A→
SHOPPING.HTM

本誌で注文した商品をプレゼント！
このコーナーで紹介されている商品はすべて編集
部で実際に注文したものです。このなかから下記
の商品各1 点を読者の方にプレゼントいたします。
ご希望の方は、希望するプレゼント名を明記の
うえ、住所、氏名、年齢、電話番号とインター

ネット通販体験談（実際に買った商品や失敗談な
ど。未体験の方はこれから買ってみたい商品）を
記入して電子メールで右記までお送りください。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせてい
ただきます。

宛先： ip-life@impress.co.jp
（電子メールの標題には希望する商品名を記入）

締切： 1997年 12月 24日
G-SHOCK
P353
CD
P352

リース
P350

ピアス
P353

ツリー
P350

パーティーグッズ
P350
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