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に趣に賀着タら年
お向間状く！年大
賀晦
正をにメよ
月凝合ーう年状日
のらうルに賀をに
挨しぞなす状書︑
拶た！らる葉い紅
はメ
白
︑の書て
いー
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今
い
ル
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か
無
がでつか理今︑合
か︑もらだかそ戦
編 な親とでけらこを
集 ？しはもど元の見
部
い違確︑旦アな

HTMLメールで送る！

HTMLを使わずに送る！

グリーティングサービスで 送る

アウトルックエクスプレスとネットスケー

メールを送りたい相手が、どのメールソフ

ウェブサイトで仕掛けいっぱいのカードを

プメッセンジャーなら、今や5割以上の人が

トを使っているかわからない。そんな人は添

送れるサービスもたくさんある。好きなカー

使っているし、タダでいつでも手に入る。こ

付ファイルで年賀状メールを作ろう。送ると

ドを選んで、相手のアドレスやメッセージを

の2大メールソフトの機能をフルに活かして、

きにちょっと気を使えば、文字化けも防げて

入れるだけなので超ラクチン。一度に何人に

楽しい年賀メールを送ってみよう。

相手も喜ぶぞ。

も送れるので、時間がない人はここ！

P231〜
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ネットスケープメッセンジャーを使って

HTMLメールで
年賀状を送る！
いつもは嫌われ者のHTMLメールで遊んでみよう
使っていない人が多いと思う。その機能を年賀

ちらかだったら、送る人も受け取る相手も無理

エクスプレスで、メールソフトのシェアの5割を

メールのためにあえて使ってみよう。もちろん、

なくHTMLメールを楽しめるようになるぞ。

超えてしまうのではないだろうか？

それくらい

HTMLメールに対応していないメールソフトの

cネットスケープメッセンジャー

よく使っている人を見かけるが、これらに付い

人に送っても迷惑だし、メーリングリスト投稿

ている「HTMLメール機能」は、メーリングリ

なんてもってのほか。そんな状況を考慮したう

CD-ROM収録先

ストなどでは非常に嫌がられるため、ほとんど

えで、送りたい相手のメールソフトが上記のど

CDÅ→Win→Netscape

ネットスケープメッセンジャーとアウトルック

（ネットスケープコミュニケーターに同梱）

ホームページ作成ソフト感覚で作ろう
1 まずは設定を変更する
禁

ここではネットスケープメッセンジャ
ーを使って、HTMLメールの作り方を

ML 投稿だ けは避けろ！

説明していこう。アウトルックエクス

迷惑メールの筆頭としてよく挙がるのが、

プレスでも手順はほとんど共通なので

メーリングリストへのHTMLメール投稿だ。

参考にしてほしい。

通常メールより重いのでネットワークに負荷

普段HTMLメールを使

がかかるだけでなく、規模の大きいMLにな

っていない人は、まず送

ると読んでいるだけの人も多いので、全員の

信の設定を有効にしよ

メールソフトを把握することは不可能という

う。もちろん、年賀状メ

もの。投稿したらまず非難の嵐になるので、

ールを作り終わったらオ

やめておくのが無難だろう。

フにするのがベターだ。
「編集」から設定を選択し、設定画面の
「メールとグループ」の中の「書式」で、
「HTMLエディタを利用する」を選ぶ。送
信時は「メッセージをテキストとHTMLの
両方で送信する」などにしておこう。

2 文章の作成からスタート
設定がすんだら、
「新しいメッセージ」
を選択して、HTMLメールを作り始め
よう。HTMLエディターの基本的な使

HTMLエディタ画面。
通常のメール作成画
面との違いは、タイ
トル下の書式ツール
バーだ。

い方は、ホームページ作成ソフトと共
入力した文章を
選択して右クリ
ックすると、文
字のプロパティ
ー画 面 が現 れ、
ここから書式設
定をする

通だ。画像はドラッグアンドドロップで
挿入できるし、センタリングや文字の
修飾もできる。
まずは文章を入力して、文字を飾る
ことから始めよう。受信した相手がど
んな大きさでウィンドウを表示するかは
わからないので、文章が中央に配置さ
れるように設定するほうが格好がつくだ
ろう。あとは大きさや色を指定してい
くだけだ。相手のメールソフトの設定
によって表示されるフォントは異なるの
で、文字化けの元になる特殊文字や、
あまり一般的でないフォントは使わない
ように気を付けよう。

プルダウンメニューからも書式の変更がで
きる。文字は拡大して色も付けてみた。
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3 画像の入れ方に気をつけよう
画像の挿入には2つの方法がある。
画像をHTMLメールの中に埋め込んで
しまう方法と、メールから画像を置い
てあるサイトのURLにリンクさせる方
法だ。
前者はメール自体の容量が大きくな
り、また万が一HTMLに対応していな
いメールソフトで受け取ってしまった場
合、ファイル全体が文字化けする恐れ
がある。URLにリンクさせる方法は容
量は軽くてよいが、相手が回線を切断

＊ドラッグアンドドロップで

してからメールを読むタイプの人だと、

メール作成画面にドラッグアンドドロップすれば画像
を埋め込み型で挿入できる。画像ファイルは添付さ
れるので、JPEGなど軽いフォーマットにしておくの
は必須だ。

画像の表示ができない場合もある。ま
た自分用のホームページスペースが必

＊メニューバーから選択
メニューバーの「挿入」→「画
像」を選択すると、画像のプロ
パティーが登場する。
「画像の場
所」で自分のハードディスク上
にある画像の場所を指定すれば
OK。これも埋め込み型になる。

要になる。
どちらも一長一短があるので、自分
で何度か試してみて、確実な方法を選
択しよう。画像をドラッグアンドドロ
ップしただけでは、画像を埋め込む形
式になってしまうので注意を。

4 できあがったらまず確認

「ファイルの選択」から画像の場所を指定して選択。
画像にリンクさせる場合は、ここにURLを入力する。

できあがったら、まずは自分のとこ
ろに送ってみよう。表示が変だったら、
調整と確認を繰り返して、ベストの状
態を目指す。その時にメールのサイズ
も確認して、あまり大きいようだった
ら、画像をリンクする形式にしたり、

ホームページが あるならさらに簡単だ！

1 画像の置き場所として

2「ページ 送信」でラクラク

画像そのものの色数を減らすといった

上記の3でも挙げているが、ホームページに

工夫が必要だ。目安としては、100k

画像を置いて、HTMLメールでそのURLにリン

お正月用のページを作り、それをWWWブラウ

普段からホームページを作っている人なら、

バイトを超えるメールは送らないほうが

クさせて表示できる。現在は多くのプロバイダ

ザーから「ページ送信」で送るという手もある

よいだろう。

ーがメンバーに無料で数Mバイトのホームペー

ぞ。メールソフトにページの情報がリンクされ

ジエリアを提供しているので、普段ホームペー

るので、わざわざHTMLでメールを書く手間を

ジを持っていない人でも、この期間だけ画像の

省いて送信できる。

置き場所として使ってみる手はあるだろう。

まずは自分のローカルマシンで確認しよう。

5 いざ送信！
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2の手順は、年賀状ページができたらまずブラウザ
ーで表示させ、メニューから「ファイル」→「送
信」
、さらに「ページを電子メールで送信」を選択。

メールソフトが立ち上がるので、そのまま送信できる。
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送信前に確認！ 2つのポイント
1 まず送りたい相手の

2 そのメールソフトはHTML対応か？

メールヘッダーを見よ！

2大ブラウザー付属メールソフト以外にも、

の表示を可能にしている。またユードラプロで

HTMLを一部表示可能なメールソフトがある。

は画像は無理だが文字の大小や色は表示でき

た相手から「文字化けがいっぱい来たけど、あ

たとえばBecky!では、内部にインターネットエ

る。ここに主要なメールソフトのHTML対応状

れ何？」なんて言われたらガッカリだ。そのた

クスプローラを読みこむことで、HTMLメール

況をまとめてみたので、参考にしてほしい。

めにも、事前に相手から来たメールのヘッダー

■代表的なメールソフトのHTML対応状況

手をかけてHTMLメールを作ったのに、送っ

をチェックして、メールソフトを確認しておこ
う。大事なのは「X-mailer」という、送信し
たメールソフトを表す項目。ここがアウトルッ
クエクスプレスかネットスケープナビゲーターに
なっていれば、相手側に問題なく表示されるは
ずだ。アドレスによって異なったメールソフトを
使う人もいるからご用心。

受信したメールヘッダーの一部。「X-mailer」が
Microsoft Outlook Express になっているので、
HTMLメールを送信しても大丈夫！

名 称
画像埋め込み
画像リンク
HTMLメール作成
●ウィンドウズ CDÅに収録。例外は明記。
○
○
ネットスケープメッセンジャー ○
アウトルックエキスプレス ○
○
○
Becky！Internet Mail ○（IEをプラグインとして利用）
○（同左）
×
△（タグを表示）
×
AL-Mail
△（タグを表示、画像は添付）
×
△（HTMLファイル添付）
WinBiff
△（タグを表示、画像は添付）
NetMail
×
△（HTMLファイル添付）
×
++メール
×
×
×
Datula
△（画像は添付）
×
×
×
電信八号
×（文字化け）
△（HTMLファイル添付）
WeMail
○
○
×
×
akira32gold
△（画像は添付）
△（HTMLファイル添付）
どこでも読メーラ
×
△（HTMLファイル添付）
×
●マッキントッシュ CDÅに収録。例外は明記。
○
○
ネットスケープメッセンジャー ○
アウトルックエキスプレス ○
○
○
ユードラプロ
×
×
△（文字装飾のみ可能）
ユードラJ
×
×
×
△（HTMLファイル作成）
×
ドルフィン
△（HTMLファイル作成）
PowerMail
×
△（タグ表示）
×
MUSASHI
×
×
×
△（HTMLファイル添付）
×
POSTINO Classic
△（HTMLファイル添付）
ARENA
△（画像、HTMLファイル添付）
△（HTMLファイル添付）
×
クラリスメールライト
×
×
×
++メール
×
×
×
○完全に表示される
△文章だけ表示（画像やHTMLタグが添付される）
×文章だけ表示（画像やHTMLタグが表示も添付もされない）

本誌CD-ROM収録先
Win→Netscape
Msie4Sp1
Win→Becky
Win→Almail32
Win→Winbiff
Win→Netmail
CDı→Trial→Win→Ppmail
Win→Datula
Win→Den8
Win→Wemail
Win→Akira32g
Win→Dokodemo
Mac→NetscapeCommunicator
Mac→InternetExplorer4
CDı→trial→Mac→EudoraPro
Mac→EudoraJ
Mac→DOLPHIN
Mac→PowerMail
Mac→MUSASHI
Mac→POSTINOclassic
なし
なし
CDı→Trial→Mac→Ppmail

3 ウェブメールでは？
gooやエキサイトをはじめとして、無料で提
アウトルックエクスプレスでは、受信メール表示画面
から
「ファイル」→「プロパティ」を選択し、
「詳細」を
クリックするとメールヘッダーが現れる。反転している
ところがX-mailerだ。ここではネットスケープメッセン
ジャー
（Mozillaと表示）
を使って送信されている。

って、必ずしもHTMLメールに対応しているわ

メールへの対応はどうだろうか？

けではないようだ。

■代表的なウェブメールのHTMLメール対応一覧表

以 外 は表 示 できるも

名 称
goo
excite
CURIOメール
HotMail
Netscape

示されないもの、URL

年末に近づくと書店にたくさん並ぶのが
年賀状のためのCD-ROM付き書籍だ。そ
の年の干支にちなんだイラストやロゴがたく

いくつか試

してみたところ、画像
の、本文はまったく表

素材集でラクラク作成

あった。ウェブで表示されるメールだからとい

供されるウェブメールが増えているが、HTML

リンクだと対応するも
のなど、ウェブメール
の種類によって違いが

HTML埋め込み
×
×
×
○
○

HTMLリンク
○
○
×
○
○

URL
http://freemail.goo.ne.jp/
http://jp.excite.com/
http://www.curio-city.com/
http://www.hotmail.com/
http://webmail.netscape.com/

さん収められているので、自分で絵は書け
ないけどオリジナルな年賀状メールを作りた
い人にはもってこいだ。書籍によって収録
画像のフォーマットが違うので、年賀状メ
ールにはJPEGかGIFに変換して利用しよう。
この企画で使用し
たイラストはすべて弊
社刊の「年賀状CD-

CD-ROM3枚付きで
定価1580円。

専用メールソフトを使ったオリジナル年賀状
HTMLメールではないが、受信者と送信者の

とができる。両方とも同じソフトを使っていな

双方が同じ種類のソフトを使って、カラフルな

い場合は文字のみの表示になってしまうため、

メールのやりとりができる方法がある。そのソ

あらかじめ相手にソフトのインストールをお願

フトの代表格は「ピンクラビット」
。便箋に文

いしてから送るとよいだろう。

R O M 1 9 9 9 」 から。

章を書いてシールなどで飾り、封筒に入れ切手

グラフィックソフトも

を貼って送る動作を、そのままPC上で再現で

付いた豪華版で、1回

きる。少々ファンシーかもしれないが、親しい

年賀メールを出すだけ

友達同士で楽しいメールを送るにはぴったりだ。

でも元は取れるぞ。

また「++メール」にもグリーティングカード機
能が付いていて、カードを選んで手書きの文字
やイラストを書き、さらに文章を付けて送るこ

「ピンクラビット」にはシ
ックな「クラシック」と
かわいさを追 求 した
「キューティ」があり、こ
れはクラシックの画面。
cCD-ROM収録先
CDÅ→Win→
Prabbit
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ソフトやOSを選ばず送れる方法もあるぞ

を使わず
楽しい年賀状メール！
相手先の環境に悩まず送れるのだ
相手のメールソフトがHTMLに対応していな

れぞれのメールソフトの特色を活かした送り方

い場合や、常日頃からHTMLメールに苦言を呈

ができる。また、古典的だが文字だけで絵を作

している人には、年賀状を画像ファイルにして、

る「アスキーアート」も、利用の仕方によって

メールに添付して送ってみるのはどうだろう？

は目先が変わって楽しいかも。

文字化けを防ぐために
添付ファイルがメール本文に文字化けし
て表示されたり、また開けなかったりといっ
た事態は、ウィンドウズとマッキントッシュ

送信するメールソフトもいろいろ選べるので、そ

間でファイル添付メールをやりとりした場合

ファイル添付で年賀状メール

に特に起こりやすい。それぞれの代表的なメ
ールソフトのエンコーディング方式が異なっ
ているために、文字化けが起こりやすいのだ。

1 画像フォーマットはJPEGかGIFで

これを防ぐためには、JPEGやGIFの画像

まずは年賀状メール画像を作成しよ

素材集などを使うと手間が省ける。できあがっ

をそのまま送るよりも、ファイルを一度圧縮

う。ウィンドウズ、マッキントッシュ

たらJPEGかGIFのフォーマットで保存しておけ

するのがよい。圧縮しても容量はほとんど変

ともにシェアウェアの画像作成・変換

ば、送るときにあわてないで済むぞ。

わらないが、文字化けする確率はかなり減

ソフトはいろいろあるので、自分の使

らすことができる。ウィンドウズ、マッキン

いやすいもので作ってみよう。前述の

トッシュのどちらにも対応できるlzhがまず
挙がるが、ウィンドウズからマッキントッシ
ュに送るならzip形式でもOKだ。逆にマッ
キントッシュからはsit形式で送った場合、
ウィンドウズで開けないので注意が必要。
それでも化けている場合は、ウィンドウズ
の場合は、文字化けメールのヘッダー部分、
または本 文 の冒 頭 にある「 C o n t e n t transfer-Encoding」以降の部分をコピー
して、一度テキストエディターでに貼り付け
て保存し、その後WinZipで展開すると正し
く表示できるようになる。マッキントッシュ
の場合は同じくコピー&ペーストで保存した

ウィンドウズはペイントショッププロで。
cCD-ROM収録先 CDÅ→Win→Psp

マッキントッシュはグラフィックコンバーターがおす
すめ。
cCD-ROM収録先
CDÅ→Mac→GraphicConveter

ンドドロップしてみるのがよいだろう。
cWinZipのCD-ROM収録先は
CDÅ→Win→WinZip

2 タイトルや本文に一言添えよう
ファイルが添付されているのを知ら

あとで、Mpackというソフトにドラッグア

cMpackのCD-ROM収録先は
を添付してます」といった一言を添えるだけで、

ないと、いきなり大きいメールが来て

相手も「何が来たんだろう？」とあせらなくて

びびる人もいるかもしれない。そんな

済むだろう。また、ヘビーユーザーでない相手

事態を防ぐため、まずはタイトルに気

には、本文末にファイルの開き方を付けてあげ

配りを。
「あけましておめでとう」など

ると、あとから電話で質問攻めにあうことがな

の普通のタイトルに、
「JPEGファイル

くなるぞ。

CDÅ→Mac→Mpack

メール本文を書き終わったら、メール
にファイルを添付して送信。ここでも、
まずは自分に送って、どんな状態で届く
かのチェックをしておけば安心だ。
こんな感じで付けてあげるとよいだろう。
ウィンドウズの場合。エディターに張り
付けて保存する際のファイル名は、どう
つけても構わない。

3 いざ送信！
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差込み送信で、1人1人にあてたメールを！
たいのが差込み印刷に似た送信が可能な「マジ

をインポートもできる。ラクして何人もの人に、

は相手によって自動的に変えられないから、文

CcやBccはよく使っているが、メールの本文

カルメール」
（㈱アドラミルシステムより発売中、

しかも丁寧なメールを送りたい人には特に役立

面はほとんど同じでも、しかたなくメール本文

6,000円）だ。メールの宛名はもちろん、本文

つソフトだろう。

に「●●様」といった宛名を書いて1つずつ送

内の語句も相手に合わせて変えて送信すること

cマジカルメール試用版のCD-ROM収録先は

っている人は多いはず。そんな人にオススメし

が可能で、エクセルなどのファイルからデータ

CDı→Trial→Win→Magical

マジカルメールで一発送信！

1 まずは設定から
マジカルメールでは、まず送信した

したファイルをインポートして作成する方法が

い相手のグループを作って、それから送

ある。送信相手が

信するという手順をとる。グループは

いつも決まっている

「新規設定」で名前を入力した後、フ

場合はインポート

ォームに1人ずつのアドレスなどのデー

したほうがラク。

タを直接入
力する方法
と、メール

送付先のデータをフォームで直打ち
して入力する。

ソフトのア
ドレス帳デ

まず送りたい相手のグループを
作る。ここでは弊誌スタッフの
グループを作ってみた。

ータをc s v
方式に変換

2

大量にある場合は、csv形式のファイルをウィ
ザードでコンバートするとラクだ。

アスキーアートならメールソフトだけでOK！
文章作成

メールで絵や地図を送る手段とし

ートを置いてお正月っぽさを表して

送りたい先のグループをマークして、それからメール

て、古くからあったのがアスキーアー

を新規作成する。右側のウィンドウから項目を選ぶと、

トだ。文字だけを使って絵や表など

みるのも楽しいぞ。
イラストからアスキーアートに変換

各送付先のデータが項目名の位置に入力される。書き

を表現するもので、等幅フォントを

するソフトや、フリーで利用できるア

終わったらプレビューで確認しよう。もちろんファイル

使用していれば、どんなOS、メール

スキーアートを掲載したウェブサイト

の添付も可能だ。

ソフトでもOK。古典的な手法だが、

があるの

メール本文の端に小さなアスキーア

で、試し
てみては
いかがだ
ろう。

画像をアスキーアートに変換したり自分でア
スキーアートを描いて、メール添付できるソ
フト「Email Effects」。入手先は
jhttp://www.sigsoftware.com/
emaileffects/

文書中に各項目名を入れていく。項目はダブルクリ
ックですいすい入力できる。

3 いざ送信！
プレビューして問題がなければ送信しよう。日時を指定して

アスキーアートの書
き方から、作品コ
レクションまで、ア
スキーアートにまつ
わるあらゆることが
つまったページ。メ
ールにつけられる小
さな作品も多い。
Christopher Johnson's ASCII Art Collection
jhttp://www.chris.com/ascii̲art̲
menu.html

ここでも日時指定送信ができる！

の送信もできる。もちろんその日時に、マジカルメールが起動し

マジカルメール以外にも、日時指定

ていることが必須条

送信ができるメールソフトやサービス

件だ。

がある。メールソフトでは「++メール」

文字だけでも送っておきたいときには
便利だろう。

がその代表格だ。マック版とウィンド
ウズ版の双方で、日時指定送信と、
もちろんファイル添付ができる。また、
CMail（jhttp://www.cmail.
co.jp/cmailuser/datemail.html）
というサービスでは、ウェブサイトか
描き終わったら、全員にそれぞれ
間違いのない名前やデータで作ら
れているかをチェックしよう。

ら指定の日にメールを送信することが
1か月以内の日程と、さらに時間
も指定して送信できる。

できる。ファイル添付はできないが、
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一括送信も簡単、キャラクターものも無料

グリーティング
サービスでお気楽送信！
すでに定着した感のあるグリーティング

各サイトごとに工夫がこらしてある。今年で3回

いカードの種類を指定して、短いメッセ

目になる「電子年賀状」などの定番のサイト、

ージと相手のアドレスを入れて送信すれば

また海外のサイト（日本語がうまく表示できれ

完了と、お手軽なところがミソ。複数の

ば問題なし！）など、いろいろ遊んでみよう。

ペアで豪華お年玉をゲット！

おしゃれなカードといえばココ

「お年玉くじ付き電子年賀状」

「G-card」

jhttp://www.nenga.co.jp/

jhttp://g-card.ntt-ad.co.jp/

もはや恒例となったお年玉付き電子年
賀状が今年もやってきた！

あて先に一度に送れたり日時指定も可能など、

メールサービス。ウェブサイトから送りた

さまざまなアーティストの手

年賀状メー

による、センスにあふれたグリ

ルを作成するときに、5つのコース・計

ーティングカードを提供してい

25個の賞品から好きなものを選んで、そ

るのがG-cardだ。1年中使え

のお年玉くじを一緒に送る仕組みで、当

る定番のカードに加えて、年末

たると送る側と受け取る側の両方がもら

年始は日本の年賀状を意識し

えるのでオトクだぞ。

た「年賀状バージョン」と、
著名イラストレーターも参加。

欧米的な「クリスマス＆ニュー
イヤーバージョン」が用意され
ている。年賀状バージョンで
は、12月中に出し
たものは1月1日に
送信してくれるの
はうれしいサービ

世界各地のリアル
タイムな画像を送
るカードでは、動
画で各地の新年が
楽しめる。

スだ（1月に出し
たものは即時送信
音声と動画で楽しい年賀メッセー
ジの出来上がり。お年玉は当たる
かな？

される）
。

和風な年賀状バー
ジョン。

一度に5人まで送れるのもうれしい。

人気アイドルのカードも！

人気カードランキングがユニーク

「InfoWebグリーティングサービス」

「POSTMAN」

jhttp://card.infoweb.ne.jp/greeting/

jhttp://www.postman.ne.jp/index.shtml

ヒロスエから阿部ちゃん、

愛のカードやありがとうのカ

フィンフィンなど、人気者が

ードなど、用途別にカードを用

集まっているのがここ。1年

意し、ぱっと見ただけで気持ち

中使えるカードがメインだが、

が伝わるカード作りをしている

年賀状バージョンでは、門松

のがここ。毎月の人気カードラ

やおもちなどの古典的なモチ

ンキングがあるので、送るとき

ーフを楽しいアニメーション

の参考になるかも。先日「ポスト

にしたものや、小学館の学年

マン2」としてバージョンアップ

誌の人気キャラクターのカー

し、年賀状用のカードもさらに

ドなどが用 意

バラエティに富んだものを提供

されている。

カードは全て無料。特別な
プラグインも不要だ。

中だ。期日指定

和めるカードが多いので、大
人から子供まで楽しめる。

で送れるのもポ
イント高いぞ。

ヒロスエは通年仕様の
カードだが、晴れ着なの
でお正月にもぴったり。
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カードは2週間ほどし
か保存されないので
注意が必要。

豊富さでは負けない！
カードでゲームも遊べる

懐かしのアニメキャラはここで！
「デジタルポストマン」
jhttp://www.ultra-q.co.jp/postman/

「ネットメッセンジャー」
jhttp://www.so-net.ne.jp/messenger/

子供の頃にみんなが見て
いた、あのアニメヒーローた

目的別から季節のアニメまで、カードの
種類も豊富なサイト。ユニークなのがゲー

ちが勢揃い！

ムのカードで、メッセージだけでなくゲーム

では、タツノコプロのアニメ

年賀状企画

まで送れるぞ。お正月用には30点を超える

「ヤッターマン」や「ガッチ

新作カードが発表中で、羽根つきゲームが

ャマン」のカードを用意して

楽しめるものや、見る日によって鏡餅が変

いる。1回送信で50円の有
料制で、決済はネットUで

化していくもの
など、凝ったカ

キャラクターを選
んでゲームができ
る「羽根つきカ
ード」
。

ードは一見の価
値 ありだ。 有

行われる。
懐かしさがこみ上げるキ
ャラクターが勢揃い。

料だが、1回50
〜200円で5〜

カードの種類は豊
富だが、送信直前
まで課金されない
のでじっくり選べ
るぞ。

1 0 人まで送れ
るのでおトク。

海外編

決済はガイドが入るの
で安心だ。

海外編

現代アート系の作品カードが充実
「Electric

ショッピングサイトが送る多彩なカード
「coolshopping.com Card Center」

Postcards」

jhttp://www.coolshopping.com/index.phtml

jhttp://postcards.www.media.mit.edu/Postcards/
カード系サイトのなかでも老舗的存在

独自のセレクトで人気のオンライン

のここは、学生が運営しているためか、

ショッピングサイト「coolshopping.

現代アート系のカードが非常に充実して

com」が提供するサービス。目的に合

いる。動画など

わせてカードを選べ、
「Just To Say

の凝った作りは

Hello」など変わったテーマが多い。年

ないが、日本語

賀 状 に は

も文字化けせず

「Seasons

に表示されるの

特に行事に向け
たカードはない
ので、自分で季
節にあったもの
を選んでみよう。

で安心して送れ
るぞ。アート好
きは要チェック。

入力は至極シンプル。

Greetings :
W i n t e r
Magic」がお
すすめ。日本
語表示もOK。

細かいカテゴリー
に分 かれ、 状 況
に応じたカードが
選べる。
アニメーションカ
ードがほとんどだ。

そのほかのグリーティングメールサービス一覧
名 称
グリーティングカード・スクエア
P'z Greeting

URL
http://gc.jpnnet.com/
http://mpw.plala.or.jp/greet/

GALAXYWEB CARD

http://www2.mediagalaxy.co.jp/webcard/

PictCard

http://pictmail.neuromagic.co.jp/

グリーティングカード

http://www.adpro.co.jp/special/foryou/

グリーティングクラブ

http://www.joho-kyoto.or.jp/˜netspace/greeting/

きってはっためーる

特徴
1月15日まで限定の、送信者にプレゼントが当たるグリーティ
ングカード。GIFとshockwaveで動画送信が可能。

料金

カードを送るたびにポイントがつき、貯めると景品と交換でき
るシステム。年賀状用はウサギのカードだけで20種類もある。
静止画と動画のカードを送信できる。
用途を限定しないイラストが多いので、季節柄を気にせず使
うことができる。
かわいいイラストのカードが送れる。
ネットスケープのみに対応。イラストや写真とともに、声の
メッセージを送ることもできる。年賀状用の特別素材も多い。

無料

切手情報で人気の「キッテコム」提供。文章のイメージに合
わせた切手画像を選んで送ろう。
動画やイラストに音楽をつけて送れるカード。
送信者と受信者の両方に、月替りのプレゼントが当たるチャ
ンスがある。1年中利用できるサービス。

http://www.kitte.com/gramail/

無料

無料
無料
無料
無料
無料

WHYNOT

http://jp.ynot.com/

ハッピーハッピーカード

http://happy.coara.or.jp/

Wonder Mail

http://pc.sony.co.jp/WonderMail/

デジタルカメラで撮影した画像を使ってオリジナルカードが
送れるサービス。期日指定もできる。

無料

cardmaster

http://www.cardmaster.com/

ジョークカードが多いのが特徴。クリントン＆モニカカード
は今年送るのにぴったり！？ 日本語表示可。

無料

@postcard

http://www.xenus.com/postcard/

アメリカ漫画の日替わりカードをはじめとしたユーモラスな
カードが送れるサービス。日本語表示可。

無料
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