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。

通販生活編

イン タ

トの あ
ー ネッ

し
る暮ら

寒い季節は家の中で過ごす時間が多いもの。こんなとき生活を楽しく演
出してくれるデザイン雑貨があれば、ありふれた毎日をもっと素敵に過ご
せることでしょう。
今回は比較的手軽な価格で買えるデザイングッズやおしゃれな雑貨をご紹
介します。ここにある商品はすべて編集部が実際に購入したものなので、
ショッピングの参考にしてみてください。
photo : Hiroji Kazuo
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インターネット通販カタログ

キッチン雑貨

C A T A L O G : 1

料理が楽しくなる雑貨を
買ってみよう

「壁の穴」のパスタセットを特価で
パスタ専門店として有名な「壁の穴」がプロデュースしたイタリア料理店「ブ
コ・ディ・ムーロ」のパスタ＆ソースセットが注文できる。インターネットで注文
すると、定価 3,500 円の商品が特別価格 2,800 円に。2 セット以上同一住
所に発送する場合は送料無料。

ギフトセット（250gのパスタ6
袋＋ソース4 缶）
価格： 2,800 円（2 セット以上なら送料無料）
注文：WWW、FAX
支払：銀行振込（先払い）
発送：宅配便

PASTA 壁の穴
http://www.kabenoana.co.jp/

有名人92名が描くオリジナルプレート

いれたてのエスプレッソを自宅で楽しむ
イタリア輸入雑貨を扱っているサイト。今回は114 年の
伝統を持つカルデローニ社のエスプレッソコーヒーメーカ
ーを注文。水とコーヒー粉を入れ、そのまま火にかけれ
ば5 分でおいしいエスプレッソができる。6 カップ用と3
カップ用があり、カラーはブルー、グリーン、グレー、レ
ッドの4 色（WWW の色より実際はもっと明るい色）
。

エスプレッソ・コーヒーメーカー
「Happy Day」
（3カップ用・グリーン）
価格： 6,500 円（＋消費税 325 円＋送料 800 円）
注文：WWW、FAX（要無料会員登録）
支払：代引き、カード
発送：宅配便

ソニア・リキエル、鶴田真由、ラモス瑠偉など各界の有名人
92人がデザインしたオリジナルプレートのコレクション。売り上
げはユネスコに寄付され、世界の文化・スポーツの普及のた
めに役立てられるとのこと。1枚ずつ違うデザインは眺めてい
るだけで楽しくなりそう。

フェリシモ・トリビュート21
プレートコレクション
価格： 1,200 円（＋送料 500 円）
注文：WWW、FAX（要無料会員登録）
支払：代引き、カード
発送：宅配便

Welcome to Festa Felissimo
http://www.felissimo.co.jp/jhome2.html

ITALIA SHOJI

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

http://www.aaamart.co.jp/catalog/italia/italia.html

は み だ し 失 敗 談
海外から船便で商品が届いたのに航空便の送料が請求されていた
アメリカの百貨店「ノードストロム」
（http://www.nordstrom-pta.com/）
か
ら化粧品を購入したときのこと。以前注文したときの送料は船便だと
18.00USドル、航空便だと35.00USドルだったので、船便で商品を届けても

らった。ところが請求書には35.00USドルと書いてあったので、店に問い合
わせてみると、アメリカ国外への送料は船便も航空便も35.00USドルになっ
たとのこと。送料を問い合わせるのを怠ったために起こった失敗だった。
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スポーツウェア

インターネット通販カタログ
C A T A L O G : 2

スポーツウェアを
買ってみよう
サッカーのレプリカユニフォームが勢揃い
イタリアのセリエAやドイツのブンデスリーガなど、世界のサッカーチーム
のレプリカユニフォームを販売。各ユニフォームごとに前と後ろから撮影
した写真が掲載されているので、注文しやすい。メールでの対応も非常
に早く、しっかりしている。注文したら2日で商品が届いた。

バイエルンミュンヘン（ホーム）
価格： 10,400 円（＋消費税 520 円＋送料 600 円）
注文：メール、FAX
支払：銀行振込、代引き
発送：宅配便

SOCCER SHOP FIORITTA
http://fioritta.com/

HONDAレーシングチームのウェア
HONDA のレーシングチームが着用しているウ
ェアやTシャツを販売。ジッポやミニカーなどの
グッズもある。今回はあったかそうなフリースを
注文。ウィンターコートの裏地にしても単体で着
用してもOK。サイズは M、L、LL の 3 種類。色
はグレーのみ。

そのほかの スキーウェアが買える
サイト紹介 サイト
NET SKI SHOP SCHIHEIL

チームフリース
（Mサイズ）

http://www2.shift.ne.jp/~schiheil/me-fream.html
新作スキーウェアが勢揃い。

価格：8,800円（＋消費税440円＋送料700円）
注文：メール、FAX、電話
支払：代引き、カード
発送：宅配便

HONDA COLLECTION
http://honda-d.topica.ne.jp/

Bell's Factory HOME Page
http://www.bekkoame.or.jp/~breast/skiwear.htm
オリジナルのスキーウェアが1 枚から作れる。

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

は み だ し 失 敗 談
画像形式を間違えて画像を送信してしまった
アメリカのサイトでオリジナル腕時計を作ってもらったときのこと。文字盤
のところに入れてもらう写真画像を電子メールに添付して送信したのだ
が、ファイルサイズが大きいEPS形式のまま画像を送信してしまったた
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め、先方がダウンロードするのに大変だったそうで注意されてしまった。
画像を送信するときはファイルサイズの小さいGIFかJPEGにして圧縮
してから送るようにしよう。
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CD＆収納グッズ

C A T A L O G : 3

サウンドライフを充実させる
CD＆収納グッズを買ってみよう
収納も楽々できるCDラック
フェリシモの中にあるパソコン関係グッズショップ「D-home」
。ここでCDラ
ックを注文してみた。CD-ROMのキャリアケースやパソコンデスクなども売
っている。ウェブデザインもなかなかおしゃれ。

タワー型 CDケース
価格： 1,950 円（＋消費税 95 円＋送料 250 円）
注文：WWW（要無料会員登録）
支払：郵便振替、銀行振込
発送：宅配便

Sound Track Finder
http://www.sumiya.co.jp/ts/find.html

Felissimo D-home
http://www.felissimo.co.jp/33/d-home/html/

CDが安く買えるのはどこ？
各オンラインCDショップお得度チェック
このサントラは「Sound
Track Finder」から購入。

インターネット通販で買うことの多い商品に
CD がある。ネット上にもCD を売っている店
は多々あるが、使いやすさ、品揃えの充実度、
価格の安さと三拍子揃った店はなかなかない。
そこで今回は本誌担当者がよく利用するCD
ショップを価格と使いやすさの点から比較し
てみた（取り扱いタイトル数が多く、検索機
能が付いているウェブを対象とした）。
試しに、昨年日本でも大ヒットしたイギリス
映画「トレインスポッティング」のサウンド
トラック1 ＆ 2 の価格を各店舗で比較してみ

よう（下表参照）
。
どの店舗にも在庫があったが、価格の点から
見るとCD world かSound Track Finder が
いいだろう。比較的メジャーなタイトルなら
国内サイトで注文するのがよさそうだ。反対
に、なかなか手に入らないようなCD なら、多
少送料と日数がかかっても海外のサイトで注
文する意味があるといえる。

" トレインスポッティング 1&2 "
価格： 3,910 円（＋ 610 円）
注文：WWW、メール、FAX
支払：郵便振替、カード、現金書留
発送：郵便

オンラインCDショップ価格比較
国内
オンラインCDショップ

1USドル=125円（11月14日現在）
*CD vol.1

*CD vol.2

送料（2枚分）

合計額

URL

Tower Record

2427

2427

530

5384

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

Sound Track
Finder

1880

2030

610

4520

http://www.sumiya.co.jp/ts/find.html

10.75
1344
11.99
1342
16.49
2061

37.69
4712
37.72
4715
44.97
5621

http://www.cdworld.com/

海外（上段：ドル、下段：円）
CD world
music bluebird
CD now

13.47
1684
14.99
1874
15.49
1936

13.47
1684
14.99
1499
12.99
1624

http://www.musicblvd.com/jp/index2.html
http://www.cdnow.com/

*サントラ「トレインスポッティング」1＆2の価格。
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インテリア雑貨

(

インターネット通販カタログ
C A T A L O G : 4

部屋を飾るインテリア雑貨を
買ってみよう

リラックスに最適なイージーチェア
インターネット通販ショップが集まるモール「楽天市場」の
中に出店しているインテリアショップ。色のきれいなソファ
や椅子を販売している。今回は夜が遅い本誌編集部員
のために仮眠もできるイージーチェアを注文。座りごこち
はなかなかだったが、椅子の色は WWWよりずっと明る
かった。

イージーチェア（ブルー）
価格：8,200 円（＋消費税410 円＋送料無料）
注文：WWW
支払：銀行振込、現金書留
発送：宅配便

【楽天市場】パティオ
http://www.rakuten.co.jp/patio/

和紙の質感が美しいデザインランプ
60〜70年代の
なつかしの雑貨を販売
ポケット電卓から日用雑貨まで、日本
の 60 〜 70 年代の雑貨を扱うショップ。
家電が生活に浸透し始めたこの時代
のインダストリアルデザインは必見。今
回は 60 年代末のプッシュホンのレプリ
カを購入したが、実際は手のひらに載
るくらい の 大きさで、電 話 の 色も
WWWよりもっとくすんだオレンジ色だ
った。

プッシュホン
（1/2レプリカ・小物入れ）

この不思議な形をしたランプは、世界的彫刻家イサ
ム・ノグチがデザインしたもの。このほかにもいろい
ろなタイプのランプがある。一般には百貨店など
で販売されているが、今回は東京品川にある原
美術館のミュージアムショップから購入してみた。

価格： 3,000 円（＋送料 270 円＋
電信郵便振替手数料 210 円）
注文：メール
支払：電信郵便振替（先払い）
、
代引き
発送：郵便

AKARI
価格： 6,500 円（＋消費税 325 円＋送料）
注文：FAX、郵送
支払：銀行振込、郵便振替、現金書留、カー
ド（いずれも先払い）
発送：宅配便

Hamamoto Strange Museum
http://www.kiwi-us.com/~eizz/h/index.html

HARA MUSEUM

The Museum Shop

http://www.haramuseum.or.jp/index1-j.htm

インターネット通 販 担 当 者 が語 る

は み だ し 失 敗 談
サイズを明記しなかったため商品が送られてこなかった
アメリカのサイトでボディーボードを注文したときのこと。1 か月たっても
商品が届かなかったので、問い合わせてみると、このボディーボードに
はレギュラーサイズとジュニアサイズがあり、申し込みフォームにサイズが
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明記されていなかったので、商品の発送ができなかったとのこと。店か
らサイズをたずねるメールを出してくれれば、こちらもすぐに気が付いた
のだが。
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カレンダー＆手帳

C A T A L O G : 5

98年カレンダー＆手帳を
買ってみよう

まだ間に合う98年用カレンダー
国内外のカレンダーを販売しているサイト。海外のミュージシャ
ンからポケモンやエヴァンゲリオンのカレンダーまで、総数500タ
イトルのさまざまなカレンダーが揃っている。在庫がある場合は、
申し込みの翌日には発送してくれるそうだ。

海外版 CARS FERRARIのカレンダー
価格：1,3650 円（＋送料510 円）
注文：WWW、FAX
支払：代引き、郵便振替、カード
発送：宅配便

ロックンロール・ミュージアム・カレンダー
http://www.rrm.co.jp/calendar/

使い勝手は抜群！「innovator」
の手帳
スウェーデンのインテリアメーカー「innovator」のカ
レンダーはその使い勝手のよさから毎年大人気の
アイテム。カレンダーの売り上げ 1 位を独走している
ロングセラー商品だ。すっきりしたデザインと日にち
の見やすさが人気の秘密。今回は手帳を購入して
みた。

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

innovator
http://www.innovator.co.jp/menuindex.html

innovatorの手帳

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CD-ROM 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。

収録先：CD-ROM -A→
SHOPPING.HTM

価格： 1,000 円（＋消費税 50 円＋送料無料）
）
注文：メール
支払：郵便振替
発送：郵送

宛先： ip-life@impress.co.jp

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

締切： 1998年 1月 28日

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。

ライト
P306

サッカーユニフォーム
P304

（電子メールの標題には希望する商品名を記入）

カレンダー
P307

電話レプリカ
P306

フリース
P304
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