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I N D E X
あっという間に月日が過ぎて、
気が付いたらもう年の瀬、
特集「年末年始を快適に！」

そして新年だ。
年末年始はしっかり体を休めて、新鮮
な気持ちで新しい年を迎えよう。
新着情報「WHAT'S

年越しの準備もバッチリ

NEW」
もスキー情報や音楽情報など、冬にピッタリの
サイトが満載。
さっそくアクセスしてみよう！

新しい年を迎えるために

今月のWHAT'S NEW!!
COOL SITE 55

気持ちよく新年を迎えるためには、
やら
なくてはいけないことがいっぱいある。
年末年始のごあいさつに大掃除、忘年会
に新年会、初詣……。
「あれ、
どうすれば
いいんだっけ？」と困ったら、
インターネ
ットを使おう。役立つ情報が必ず見つか
るぞ。
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【特集
「年末年始を快適に
！」
】

特集

「年末年始を
快適に！」
INTERNET

YELLOW

PAGES

待ちに待った冬休み！ と喜ぶ
前に、まず年越しと新年の準
備。年末年始は店や官公庁も
閉まってしまうので、困ること
も多いはず。そんなときこそ
インターネットを活用しよう。

1999
NEW YEAR
SPECIAL
特集「年末年始を快適に！」

大掃除から除夜の鐘まで

年越しの準備もバッチリ
すっきりと新年を迎えるためには、準備もしっかりしないとね！ 大掃除の
コツやおせち料理のレシピ、除夜の鐘ガイドなど大晦日までに役立つ情報を
インターネットで集めよう。

ライオン 暮らしのプラザ

NIFTY 年末年始特集

http://www.lion.co.jp/life/sectop/

http://www.nifty.ne.jp/winter/

コツをつかんでしっかり大掃除！

鍋も年賀状もカウントダウンもOK

洗剤やキッチン用品メーカーのライオンのサ

ニフティサーブが98 年11 月25 日から99 年1

イトには生活に役立つ情報を集めた「暮らしの

月 1 日に「年末年始特集」を開催。年末に何

プラザ」コーナーがある。

かと食べる機会の増える「鍋料理」の全国レシ

まずは「楽しむハウスキーピング」コーナーか
ら「年末年始の大掃除大作戦」を選ぼう。場

年越しの準備もバッチリ
新しい年を迎えるために

そのほかにも年賀状やメッセージカードに使え

画的に掃除を進めていこう。どんな道具を使え

る文例がいっぱいつまっている「Fumi」のおも

ばいいのかや混ぜてはいけない洗剤の知識など、

しろメール文章術や、パソコンの掃除方法など

必見の情報が満載されている。ちょっとしたコ

も紹介されているので、困ったときの参考にし

ツをつかめば、面倒な大掃除もぐ〜んと楽にな

てみよう。

そのほかにも年末年始に人が集まるときに便

INTERNET magazine 1999/2

ド情報など、内容は幅広い。

所別に掃除のポイントを紹介しているので、計

るのだ。
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ピ集や正月映画のガイド、スキー＆スノーボー

また、ニフティサーブの会員なら、有料のメ
ッセージカードサービスやみんなで98 年から99

利な「パーティ料理」のレシピコーナーやスキン

年をカウントダウンする「年越しチャット」
、オ

ケアのコーナーもあるので、チェックしてみよう。

ンラインゲームなども利用できる。
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郵便番号検索システム 郵次郎

師走ネット

日本道路公団

http://yuujirou.inac.co.jp/

http://www.mypage.ne.jp/siwasu/

http://www.japan-highway.go.jp/
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7 ケタの郵便番号検索サービス

1 年間に2 か月間だけ更新されるサイト

渋滞予測を活用しよう！

「まだ年賀状を出していない！」というあな

1 年のうち1 月と12 月の2 か月だけ更新され

た。きちんとごあいさつをしなければ、新しい年

るというその名も「師走ネット」
。年末年始の

利用する機会が増えるのも年末年始の特徴だ。

帰省や旅行、年末年始用の買い出しと車を

は迎えられないぞ！

情報だけをギュッと凝縮したユニークなサイトな

特に高速道路の渋滞はすさまじく、うっかり出

98年から施行された7ケタの新郵便番号。ま

のだ。99年の干支である「うさぎ」のスタンプ

かけてはまってしまうと大変なことになる。そこ

だ手元の住所録が古いデータになっているとい

や切手の情報、年賀状の当選番号速報サイト

で、出かける前に日本道路公団の「高速道路

う人は、これを機にきちんと調べてみてはどうだ

へのリンクや、年末年始の官公庁や店舗の営業

の渋滞予測」を活用しよう。98 年 12 月 23 日

ろう。このサイトでは地名の読み仮名や旧番号

時間について集めた「年末年始はやっています

から99 年1 月5 日の2 週間に渋滞するポイント

から一発で検索できる。

か？情報」などがある。

と所要時間の予測データが掲載される。

バーチャル除夜の鐘

ボブとアンジーのキッチン おせち

紅白歌合戦完全マニュアル

http://www.jodo.or.jp/joya/

http://www.osakagas.co.jp/webcooking/BandA/Html/p01.html

http://www1.plala.or.jp/nakaatsu/

ショックウェーブの鐘をつこう

「まだ作っていない！」というときは

紅白の情報はここでゲット！

人間が持つ百八つの煩悩を払うために大晦日

できあいを買うにしろ自宅で作るにしろ、毎

昨今は視聴率がいまひとつと言われるが、そ

につく除夜の鐘。
「そんなこと言われても近所に

年似たようなものになりがちなおせち料理。そ

れでも冬の風物詩に違いないNHK の「紅白歌

寺がない」
、
「夜中に出かけるのは寒いでしょ」

れならちょっと力を入れていつもと違う料理に

合戦」
。このサイトは出演者や曲目のリストだけ

というあなた、なんと自宅でも鐘がつけるのだ。

挑戦してみては？

おなじみ「ボブとアンジー

ではなく、視聴率の変遷や歴代司会者などのデ

浄土宗の公式サイトでは、ショックウェーブで

のキッチン」では月別のパーティーメニューを掲

ータを集めた「紅白豆知識」を掲載しているの

作った108 回分のカウンター付き「バーチャル

載しているが、1 月はもちろんおせち料理。
「牛

が出色。データと一緒に生放送を見ながら「あ

除夜の鐘」が用意されている。気分だけでも味

肉のこぶ巻き煮」や「黒豆のムース」など一味

のときはこうだったよね」といった昔話に花を咲

わおう。

違うメニューが揃っている。

かせるのもいいかも。
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「年末年始を快適に
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初詣に新年会もOK

新しい年を迎えるために
年もあらたまって1999 年。今年はどんな年になるのかな？正月は自宅で
のんびり過ごすもよし、親戚や友人と集まって騒ぐもよし。インターネット
で情報を集めて、気持ちよく新年を迎えよう。

東京初詣指南・東京神社仏閣御利益めぐり

LiveView of Mt.Fuji

http://www.asahi-net.or.jp/~by3s-fet/newyear.htm

http://www3.shizuokanet.ne.jp/sinet/cam.acgi

東京の初詣はこれで完璧

ご来光は見られるかな？

PAGES

特集「年末年始を快適に！」

鉄道情報から散歩ガイドまで網羅された東京

大晦日に食べて飲んで、結局は初日の出が見

ガイドページとして有名な「東京小さな旅」
。そ

られない……（というのは筆者だけか？）とい

の一コーナー「東京神社仏閣御利益めぐり」は

う人のためにではないけれど、このサイトを見れ

その名のとおり初詣にピッタリの情報がつまっ

ば運がよければご来光が拝めるかも。

ている。

年越しの準備もバッチリ
新しい年を迎えるために

東京にあるメジャーな神社仏閣を目的やエリ
ア別に案内している。
「ここ一番！」というよう

カメラがある。ここのサイトがすばらしいのは、

な大事な願いごとなら、なんとなく初詣に出か

静止画とリアルビデオの両方が用意されている

けるよりも、ご利益をきっちり調べてお参りに

ところ。回線速度が遅い人は静止画で、速い人

行くほうがいいに決まっているではないか。正月

はストリーミングで見れば快適だ。

三が日の人出ベスト10も参考になりそうだ。
また大晦日から初詣に出かける人たちのため
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プロバイダーの「静岡インターネット」のホ
ームページでは富士山に向けて設置された定点

もし天気が悪かったり寝坊してしまったりし
たら、ストックされている画像を見てみよう。過

に、大晦日の都内のJR や地下鉄の終電情報も

去18時間（1時間ごと）の静止画と、それまで

掲載されているのでとても便利だ。

の記録からのベストショットが見られるぞ。
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日本鏡餅組合

わいわいクラブ 全国お雑煮比較

お年玉について

http://www3.mediagalaxy.co.jp/kmochi/

http://kids.glocom.ac.jp/MediaKids/Topic/Ozoni/

http://www.taka.co.jp/sasaoto.htm
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鏡餅のすべてがわかる！
？

各地の雑煮はこんなに違う！

金額や渡し方、困ったらここ

正月に供えるものといえば「鏡餅」
。日本鏡

同じ料理でも地方によって作り方が違うもの

餅組合とは餅の上下が一体パックされている鏡

だが、特にそれが顕著なのが「雑煮」で、どう

お年玉の問題。いったいいくら渡せばいいのか、

親戚や友人に子供がいる場合に毎年困るのが

餅を製造するメーカーの団体だ。

考えても違う料理にしか見えないものもある。コ

年齢はいくつまでが対象なのか、人にもなかな

その日本鏡餅組合のサイトには鏡餅の由来や

ンピュータ通信による学校間交流プロジェクト

か尋ねにくいものだ。このサイトでは、
「お年玉

意味に関する「鏡餅資料館」などが掲載されて

の「メディアキッズ」が実施した全国の雑煮比

をあげる年齢」や「お年玉の相場」といったア

いる。上下一体パックの上手な開き方や簡単な

較調査を見れば、違いは一目瞭然だ。餅の形や

ドバイスを紹介している。三和銀行ホームコン

料理法も載っているので、1月11日の鏡開きが

焼き方、具、味付けと、各地でまったく違うの

サルタントが調べた「お年玉の最多回答額」も

済んだら、参考にしてみよう。

だ。我が家の雑煮と比較してみよう。

載っているので、参考にしてみよう。

箱根駅伝

ぐるなび

お酒の大辞典

http://www.ntv.co.jp/hakone99/

http://gnavi.joy.or.jp/

http://www.suntory.co.jp/guide/liquor.html

熱い闘いを応援しよう

宴会スポットをキーワードで検索

呑まれないように飲むのだ！

「東京箱根間往復大学駅伝競争」
（箱根駅伝）

新年会を外で行う場合は場所選びが重要だ。

12 月から1 月にかけてはとにかく酒を飲む機

が、99 年も1 月2 日と3 日に開催される。出身

エリアに予算、料理の種類……まわりからの注

会が多い。ただガブガブと飲むだけでは酒の魅

校や地元の大学などみんながひいきチームを持

文が多ければ多いほど幹事は悩んでしまうもの。

力も半減してしまうので、
サントリーのサイトで基

って応援する珍しい学生スポーツといえるだろ

そんなときに強い味方になるのが「ぐるなび」だ。

礎知識を身につけよう。酒の種類や作り方のほ

う。こちらは両日の中継を担当する日本テレビ

忘年会や新年会向けの店や少人数向けなど、あ

か、素朴な疑問に答えるQ＆Aコーナーもある。

の公式サイト。結果の速報はもちろん、選手や

らゆるシチュエーションに合った店を選ぶことが

また酒が体に及ぼす作用や危険な飲み方につい

コースの一覧、歴代優勝校や区間最高記録な

できる。対象地域は関東、中部、関西、ハワ

ての注意をまとめた「お酒の正しい知識」もあ

どのデータも見られるぞ。

イ・香港と幅広い。

るので、酒が好きな人も嫌いな人も見てみよう。
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今月のWHAT'S NEW!!
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Yahoo! JAPAN スキー＆スノボ'99

Yeah!! J-Pop!

http://event.yahoo.co.jp/docs/event/ski99/

http://www.pnet.co.jp/yeah/

W H AT ’ S
N E W

9 9 0 2

【

新着ページの中でも特に面白いペ
ージを紹介するこのコーナー。ス
キー＆スノーボードの情報からお得
なプレゼントサイト、検索サイトの
リニューアルなど、今月も盛りだく
さんでお届けだ！

毎年恒例のスキー総合情報

】【 邦楽のことならこのサイトで！ 】

スキーとスノーボードに関する情報を集めた

J-POP 専門サイト「Yeah!! J-Pop!」
（イェ

「スキー＆スノボ'99」が今年もオープン。全国

イ!! ジェイポップ!）が12 月1 日にグランドオー

141 か所の主要スキー場の難易度やリフト数を

プン。TBS テレビ「ワンダフル」などでおなじ

集めた「ゲレンデ情報」や「アクセス情報」
、営

みの音楽ランキング「プラネットチャート」を公

業時間などの「基本情報」がしっかり押さえら

開しており、バックナンバーも見られる。新譜

れている。また、
「スキー派」や「スノボ派」な

の発売決定情報をいち早く届ける「新譜速報ニ

どのタイプ別におすすめのグッズがわかる「サロ

ュース」や、テレビドラマやCM で使用されて

モン＆テーラーメイド最新グッズ」もあるので、

いる楽曲がわかる「タイアップ情報」など、内

出かける前にチェック！

容充実。検索機能も強力だ。

Q's Digital Bazaar

2000年問題

プレゼントA-GO-GO!

http://www.tokyu-direct.gr.jp/

http://www.nikkeibp.co.jp/it/y2k/

http://hatch.on.arena.ne.jp/55.html

パソコン関連機器の
ショッピングモール

目前に迫った
2000年問題を考える

【

】【

】【 史上最強のプレゼント大作戦!? 】

パソコン関連機器のオンラインショッピングモ

日経 BP が2000 年問題の特別コーナーを開

リストラ、倒産、消費の冷え込み……、そん

ール「Q's Digital Bazaar」がオープン。プリン

設。同社の専門誌による詳細な解説や速報ニュ

な暗いニュースを吹き飛ばすようなプレゼント企

ターやスキャナー、デジタルカメラなどの周辺機

ースをまとめて、わかりやすく紹介している。日

画が登場した。
「プレゼントA-GO-GO!」では、

器のほか、パソコンのキャリングバッグや、話題

本ではそれほど大きく取り上げられていないが、

興味のあるプレゼントを選んでいくつかのアンケ

のMP3 ポータブルプレイヤー「RIO」なども扱

欧米ではすでにトラブルと解決方法が多数報道

ートに答えるだけで、パソコンや高級インテリ

っている。ショッピングバッグ方式を採用してい

されている。それらの翻訳記事も読めるので、

ア、家電、各種のサービスが当たるのだ。プレ

るので、買い物は簡単。支払いはクレジットカ

参考になるぞ。年も明けて、2000 年問題はま

ゼント総数はなんと数百点！

ードを利用し、配送料は全国一律500円と、手

さに目前までやってきた。最新情報をチェック

答はWWW か電子メールで行うだけなので、応

ごろになっている。

して、来るべきトラブルに備えておこう。

募はとても簡単だ。
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アンケートの回

K-MIX WEB SNOW

P'z Pub

Dnews.Net

http://www.k-mix.co.jp/ski/

http://www.pub.ne.jp//

http://www.dnews.net/

INTERNET

YELLOW

【

静岡 FMによるスキー情報

】【

ぷららの
コミュニケーションサイト

】【 企業からの最新情報をゲット！ 】

静岡エフエム放送（K-MIX）がスキー情報を

プロバイダーのぷららが新しくコミュニケーシ

企業や報道向けにプレスリリースを配信して

集めた「K-MIX WEB SNOW」をオープン。北

ョンサイト「P'z Pub」をオープン。従来ぷら

いるアズネットが、新着情報を紹介するサイト

信、八ヶ岳・清里、蓼科・白樺、白馬、木

らで提供していたチャットや会議室のコーナー

「Dnews.Net」をオープン。新しいホームペー

曽・御岳、静岡近郊、岐阜の7つのエリアの情

に加えて、メッセージツール「P'z Pager」や、

ジや企業のキャンペーンなど、発表されたばか

報を、積雪情報や滑走可能かどうかの表示、リ

Java アプレットを使ったメッセージサービス

りの最新情報をすぐに見られるぞ。同時に、無

ンクとともに紹介している。さらに、毎週火曜日

「 P'z Greeting」 な ど が 登 場 。 TV ド ラ マ

料 で購 読 できる電 子 メール配 信 サービス

には積雪情報とオープン日などがまとめられた

「WITH LOVE」をきっかけに話題になったメー

「Dnews.Net メーリングサービス」もスタート。

「K-MIX積雪情報メールマガジン」を無料で配信

ル友達を探すコーナー「メル友」もある。有料、

登録時に希望するカテゴリーを選ぶので、興味

するサービスも行っている。

無料のサービスがあるので、チェックしよう。

のある情報だけが届く。

Star Wars:Episode I

ゴルフ名人

電子のさかな屋さん

http://www.starwars.com./episode-i/

http://www.nikkeibp.co.jp/golf/

http://www.infomarine.co.jp/sakanaya/

話題の予告編ムービーが
見られる

人気ゴルフ雑誌の
サイトが登場！

新鮮な魚を
インターネットで買おう！

【

】【

いつまでも変わらない人気の「スターウォー

】【

日経BP 社が発行しているゴルフ情報誌「ゴ

】

スーパーマーケットなどに押されて街中から魚

ズ」
。現在、シリーズ最新作「Episode I」の撮

ルフ名人」の公式ホームページが開設された。

屋が減ってきているが、そんな魚屋さんから直

影が行われている。オフィシャルサイトでもさっ

内容は最新のゴルフ関連記事や、本誌からの抜

接新鮮な水産物を買えるホームページが登場し

そく専用ページを作って、あらすじや登場人物

粋記事など、見ごたえ十分。さらに、98 年 10

た。産直ショッピングのほか、産地でしかわか

の紹介を行っている。一足先に映画館で予告編

月から衛星放送の日経サテライトニュースで放

らない「浜の旬情報」
、栄養学やこんな症状に

が公開されたアメリカでは、予告編を見るため

送されている番組「三田村昌鳳ゴルフ名人」を、

効果があるという情報「お魚健康法」のコーナ

だけにファンが詰めかけて満員になったとのこ

リアルビデオで全編見られるようになっている。

ーがある。ここで水産物を買ったら、産地なら

と。ここではその予告編ムービーがリアルビデオ

放送を見逃した人も、見ていない人も、ここで

ではのレシピを紹介する「浜の料理法」を参考

やQuickTimeなどで見られるぞ。

クラブ解説やインタビューなどをチェックだ。

にして、おいしい料理を作ろう。
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World PostPet!s

ビジネスマンのための人生相談室

チャールズ皇太子公式サイト

http://www.so-net.ne.jp/postpet/

http://www.so-net.ne.jp/koseigaku/

http://www.princeofwales.gov.uk/

ポスペコーナーが
インターナショナルに！

So-netに
人生相談コーナーが登場

英国皇太子の
オフィシャルサイト！

INTERNET

YELLOW

PAGES

【

】【

】【

】

人気のポストペットのホームページのリニュー

So-netに有料コンテンツの「ビジネスマンの

常に注目を浴びつづけるイギリスの王室。97

アルが完了。トップページには「日本」
、
「シン

ための人生相談室」が登場した。企業や組織に

年にオープンした王室オフィシャルサイトに続い

ガポール」
（英語版）
、
「ドイツ」
（独語版）の入

おける適性に関する性格類型学の「個性學」を

て、今度はチャールズ皇太子のサイトが登場し

り口が用意されて、すっかりインターナショナ

もとに、周囲の人とのつき合い方や行動指針に

た。皇太子の最新のスケジュールや、会合など

ルな雰囲気に仕上がっている。
「What's New」

ついて目的別にアドバイスしてくれる。So-net

でのスピーチなどが掲載されており、チャールズ

コーナーやサイトマップが整然と並んでいるの

のユーザーでなくても、
「So-net 情報会員」に

皇太子のことならなんでもわかるようになってい

で、とても使いやすくなっている。新おやつの

登録すればほかのプロバイダーのユーザーでも利

る。公務の様子や各国の首脳との会談などを撮

入荷状況や、関連グッズの発売情報もいち早く

用できる。まずは生年月日で志向を判断するテ

影した「フォトギャラリー」もあるので、のぞい

載るので、要チェック！

ストを無料で受けられるので、試してみよう。

てみよう。

AKIBA mail

鈴木あみオフィシャルサイト

フレッシュアイ

http://www.akihabara.or.jp/akibamail/

http://s-p-g.com/artist/ami/

http://www.fresheye.com/

【 秋葉原の電気店がメール配信 】【

鈴木あみのすべてがわかる！

】【 最新情報の検索ならおまかせ！ 】

秋葉原の電気店の協会である秋葉原電気街

人気テレビ番組「ASAYAN」から登場した

東芝が運営していた検索サイト「フレッシュ

振興会」が最新情報を無料で配信する隔週刊

シンガー、鈴木あみ。所属事務所が待望のオフ

アイ」が、新会社を設立してURLも新たにオー

の電 子 メールサービス「 A K I H A B A R A

ィシャルサイトをオープンした。スケジュールや

プン。30日以内に開設あるいは更新された国内

OFFICIAL MAIL MAGAZINE」
（AKIBA mail）

プロフィールなどの基本情報がしっかり押さえ

のページを検索できる検索サイトだ。12時〜24

を創刊。内容は「冬の電気まつり」の情報をは

られている。彼女の好きなものと嫌いなものを

時間前に開設されたサイトまでも検索できると

じめ、セールやメーカーのイベント情報、秋葉

並べた「LOVE & HATE」のコーナーを見ると、

いう特徴はそのままに、さらにコンテンツを強

原の店長への特別インタビューなど。ほかにも

等 身 大 の彼 女 の魅 力 が見 えてくるぞ。

化。全600 トピックから、熱い話題をピックア

売れ筋商品のカウントダウンや秋葉原ホームペ
ージのダイジェストなど、読みごたえ満点だ。
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「ASAYAN」や所属レコード会社のサイト、小
室哲哉氏のサイトなどへのリンクもある。

ップして紹介する「HOT TOPIC」もある。と
にかく新しい情報を探すなら、まずここへ！
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Casa de Morley

NEWS23:クリントンスペシャル

Faith MIDI Station

http://studio72.plala.or.jp/morley/

http://www.tbs.co.jp/uspresident/

http://www.so-net.ne.jp/midi/

INTERNET

YELLOW

【

モーリー・ロバートソンの館

】【

ガツンと答えた
インタビューを再放送

】【

ミュージシャン、DJ、作家という多彩な顔を

98 年 11 月 19 日に、TBS のニュース番組

持つモーリー・ロバートソン氏。ロンドン滞在

「NEWS23」が米国のクリントン大統領を迎え

30000曲の
MIDIデータサイト！

】

So-net がMIDI データ配信や専用ソフトのダ
ウンロードができる「 Faith MIDI Station」

中のモーリー氏が、ロンドンの生活やカルチャ

てインタビューの特別番組を放送し、インター

（FMS）をオープンした。高品位のMIDIデータ

ーをデジタル写真やコメントでレポートしている。

ネットでも同時中継された。日本各地から集ま

が 約 7000 曲 登 録 さ れ て い る 「 DTM MIDI

また、オリジナルのラジオ番組もリアルオーディ

った視聴者からの質問に1 つ1 つ真摯に答える

Station」をはじめ、音声コーラス付きのカラオ

オで放送中。またレコーディング中のアルバム

様子は評判を呼んだが、内容の日本語全訳と

ケが約 15000 曲登録されている「KaraOK ！」

から制作途上の作品を聴けるようにする企画も

英語全訳が公開されている。また、映像もリア

など、ライブラリーは超充実。これらのコーナ

用意されているので、ファンはもちろん、音楽

ルビデオで見られるようになっている。貴重な

ーから、1曲単位でデータをダウンロードして購

好きは要チェックだ。

記録なので、ぜひ見てみよう。

入できる。無償の専用プレイヤーもある。

アートの殿堂

WebManga

Speed! BizTech

http://www.intel.co.jp/jp/home/amuse/art/

http://www.webmanga.com/

http://www.nikkeibp.co.jp/

【

3D美術館がオープン

】【

「うる星やつら」が
WWWでよみがえる！

】【その日の最新ニュースだけを凝縮】

インテルがボッティチェリやデューラー、レン

小学館と富士通ビジネスシステムがWWW技

日経BPがビジネスマン向けの総合ニュースサ

ブラント、ルーベンス、フェルメールなどの作品

術を駆使したオンライン漫画サイト「W e b

イト「Speed! BizTech」をオープン。従来公

が見られる「アートの殿堂」を開設した。ネッ

Manga」をテスト公開。第 1 回公開作品は

開していた「BizTech」と同じURLに午後4時

トスケープの専用プラグイン「Viscape」を使

「うる星やつら」
。主人公のラムちゃんが3D化さ

過ぎにアクセスすると、3時までに速報したニュ

って、美術館の中を歩き回るように、15世紀の

れ、クリックすると吹き出しが表示されるよう

ースとその時点で取材中のニュースが見られる

イタリアのルネッサンスから17 世紀の英国およ

になっている。このコンテンツを見るためには、

のだ。扱っているニュースはパソコンやインター

びフランスの絵画を見ることができる。また、自

インターネットエクスプローラ4.0以上とDirectX

ネットなどのIT 関連情報のほか、エンターテイ

分の好きな絵画を10点選んで飾れる「プライベ

5 が必要になる。今後もコンテンツが充実して

ンメントや旅行、バイオテクノロジー関連情報

ート・ギャラリー」機能もある。

いくそうなので、要チェック！

など幅広い。
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Excite

横浜地裁競売物件情報

JustNetモバイラーズ

http://www.excite.co.jp/

http://www.esty.co.jp/keibai/

http://www.justnet.ne.jp/mobilers/

競売物件の
事件記録閲覧サービス

モバイルユーザー向けの
情報サイト

INTERNET

YELLOW

PAGES

トップページも
パーソナライズ可能

【

】【

】【

】

検索サイト「Excite」が全面的にリニューア

地方裁判所がさまざまな事情で競売にかける

モバイルユーザー向けの情報サイト「JustNet

ルしてオープン。これまでも「My Excite」のコ

土地などの競売物件。横浜地方裁判所が取り

モバイラーズ」がオープン。モバイル関係のニュ

ーナーでパーソナライズができたが、今回はトッ

扱っている競売物件の事件記録をWWW で閲

ースや製品情報が集められている。特集や、ノ

プページのデザインもできるようになった。バッ

覧できるサービスが試験的にスタート。
「横浜地

ートパソコン、関連ツールの徹底検証などのレ

クグラウンドの画像も選ぶことができ、より自

裁競売物件情報」では、
「3 点セット」と呼ば

ポートもあるので参考になるぞ。また、モバイル

分の好みに作れるのだ。また、ロボット型検索

れる物件明細書、評価書、現況調査報告書の

初心者向けに、YES／NO形式で自分のモバイ

に加えてディレクトリー検索もできるようになっ

ほかに、謄本や賃貸借契約書など、これまでは

ル適性を答えてくれる「モバイルの迷宮」など

たので、さらに便利。占いや旅行などのコンテ

地裁閲覧室でしか見られなかった情報の9 割以

のコーナーもある。答えるとモバイルグッズが当

ンツも充実だ。

上が見られる。99年1月より有料化の予定。

たる「アンケート＆クイズ」もあり。

KURASHI Web

Konishiki's

CYBER SOUND MUSEUM

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/

http://www.infocr.co.jp/koni/

http://csm.cplaza.ne.jp/

【

暮らしに役立つ情報サイト

KONISHIKIの
オフィシャルサイト

】【

身 近 な暮 らし関 係 の情 報 を集 めたサイト

音楽 CD専門ショップが
オープン

】【

元大関の小錦改め「KONISHIKI」のオフィ

】

BIGLOBE が、検索サイトの「NETPLAZA」

「KURASHI Web」がオープン。
「生活する」
、

シャルサイトがオープン。インターナショナルな

と音 楽 CD 専 門 ショップ「 CYBER SOUND

「食べる・飲む」
、
「住む」
、
「装う」といったカ

彼らしく、英語と日本語のページが用意されて

MUSEUM」とを連携させて、検索結果から

テゴリー別に、マナーや生活に役立つ情報がわ

いる。出演テレビ番組の情報やスケジュールの

C D を購 入 できるサービスを開 始 した。

かりやすくまとめられている。同時に、無料の

ほか、まだ記憶に新しい涙の断髪式の模様のレ

NETPLAZA でアーティストの名前を入力する

週刊電子メール配信サービス「KURASHI Web

ポートなどもある。実際に彼自身もインターネ

と、検索結果とともにCDショップへのリンクが

Mail News」もスタート。編集部に入ったばか

ットを駆使して活動を続けているので、今後も

現れ、そこから購入できるのだ。在庫は現在約

りのホットな生活情報や、サイトの最新情報が

内容は充実していくはず。期待してチェックし

30000 点で、今後も拡充される予定。支払い

毎週届く。

よう。

方法はクレジットカードと代引きから選べる。
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富士総合金融モール

The Earth Inside

B2NaviaNet

http://www.ffnet.or.jp/fmall/

http://gaiapress.horiba.co.jp/GAIAPRESS/ei/

http://www.b-brain.co.jp/myroom/

INTERNET

YELLOW

金融や保険の疑問を
まとめて解決

【

】【

地球環境を考えるアート作品

】【

就職情報提供サイトの
新サービス

】

富士銀行、安田火災、安田信託、安田生命

「The Earth Inside」は地球と人間の関係を

就職情報サービスの文化放送ブレーンが学生

の芙蓉グループの各金融機関が連携して、金融

考え、
「人間とはなんだろう」
、
「生命とはなん

向けの双方向就職情報システム「B2NaviaNet」

や保険についての情報を集めた金融情報サイト

だろう」といった哲学的なテーマを取り上げて

（ビービーナビアネット）をスタート。登録した

「富士総合金融モール」を開設した。金融ビッ

いるアートサイト。IWE '96で注目を集めた「セ

学生と参加企業に専用のホームページが提供さ

グバンなどでますます複雑化している金融シス

ンソリウム」をきっかけに生まれたユニット

れるので、これを通して双方がコンタクトをとれ

テムを理解するためには、こうしたサイトで情報

「KINOCLINIC ＆SAUL」が制作している。フ

るようにしている。企業情報を整備しておける

を集めて勉強しよう。各種保険の案内や資料請

ァンタスティックな絵やアニメーションを使って、

求、シミュレーションのコーナーも充実している

ほのぼのと表現されている。2 か月に一度の割

間と情報を交換できる掲示板などのサービスも

ので、チェックしてみよう。

合で更新されるので、じっくりと見ていこう。

あるので、ライバルに差をつけよう。

ISIZE

ノースウェスト航空

音楽の殿堂 新冠町レ・コード館

http://www.isize.com/

http://www.nwa.co.jp/

http://www.hokkai.ne.jp/record/

【

リクルートのサイトが
リニューアル

「企業ブック」や、同じ業界や職種を目指す仲

】【 航空券をオンラインで直接予約 】【40万曲のレコードデータベース】

「MixJuice」として親しまれてきたリクルー

ノースウェスト航空が航空券のオンライン購

トのサイトが平成 11 年 1 月 11 日 11 時 11 分に

入サービスをスタートした。従来では英語版の

全国から寄贈されたレコードのデータをホームペ

生まれ変わる。新しいサイトの名前は「ISIZE」

コーナーしかなかったが、今回のアップグレード

ージから検索できるサービスを開始した。レ・

を機 に機 能 を強 化 し、 ウィンドウズ C E や

コード館では現在46万枚のレコードが収蔵され

WebTV のユーザーも利用できるようになった。

ており、そのうち7 万枚、40 万曲がデータベー

コンセプトに、生活に密着した情報、商品を紹

対象になるのはノースウェスト航空とKLMオラ

ス化されており、今後も拡充されるとのこと。

介。情報提供だけではなく、予約や購入までで

ンダ航空のフライトで、普通および正規割引運

検索できるのは、
「アーティスト名」
、
「レコード

きるようになるという。オープンまでの期間は記

賃航空券を予約、購入できる。航空券は郵送

名」
、
「曲名」
、
「作曲者」
、
「指揮者」
、
「楽団」

念プレゼントキャンペーンを実施。

で届けられるので、時間のない人にぴったりだ。

の6項目だ。

（イサイズ）
。 「私の、したい！」を実現する
140 万件の暮らし情報マッチングサービス

を

北海道の新冠町にある「レ・コード館」が、
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COOL SITE

ジャンルから選んだ
クールサイト55

日本ウクレレ協会
【音楽】

YELLOW

PAGES

http://www.hi-ho.ne.jp/nua_nua/nua.j.html

G

INTERNET

98 年から俄然盛り上がってきた「ウク
レレブーム」。持ってるだけでも可愛いし、
冬でもポロンとつま弾けば幸せな気分になれること必至。新
年にこそ始めてみよう。
（ウクレレアフタヌーン織田島）

日本の音楽シーンに最初のハワイアン
大ブームを巻き起こし、ハワイ音楽の父
と呼ばれた 灰田晴彦氏による創立以来
40 年の歴史を誇る日本随一のウクレレ団
体。ハワイアンだけに限らない内容で、
新参者も急増中の練習会案内、協会お
すすめのCD や本の紹介など。まさに老
若男女を問わず、ウクレレを愛する万人
のためのサイトだ。

Tokyo Ukulele Institute
http://exmcmaa.tmit.ac.jp/~ukulele/

http://www.sam.hi-ho.ne.jp/ukulele/akio/akio.html

ウクレレの普及につとめるべく設立された、日本一有名な
ウクレレ情報交換サイト。ホワイトボードには、これから
ウクレレを始めようという初心者にも、マニアにも有益な
情報が満載だ。素朴な質問からうんちく、自主イベントな
どの書き込みは毎日要チェック。こんなにもこだわりの人
たちが大勢いるなんて……と、驚き。

さて、有益な情報を手に入れたら、早速買いに出かけよ
う。東京はお茶の水、プロもはるばる買いにやってくるウ
クレレ専門店「アキオ楽器」のサイト。国内外の有名メ
ーカー品はすべて網羅。本体の販売だけでなく、メンテナ
ンスの受け付けや、珍しい専用ピック、ストラップ、カポ
などの備品も揃っている。もちろん通信販売もある。

アキオ楽器

Office-T

http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ca2/wjaz/mahalo/
さらにこだわり抜いた職人の1 本が欲しい人に。湘南の
「Office-T」は、田村一雄氏が制作する漆（うるし）塗り
ハンドメイドウクレレの販売とレッスンの専門ショップだ。
誰もが一度は弾いてみたい、世界でもここでしか手に入ら
ない漆塗り。せめてこのサイトで写真と音色だけでも楽し
もう。

大橋英比個のUkulele Company
http://www.tky.3web.ne.jp/~mele/
ついに手に入れたウクレレ、軽くポロ〜ンとやってみるの
もいい気持ちだけど、やはり基礎はちゃんと押さえておこ
う。東京都内2か所に教室をお持ちの大橋先生のサイトで
は簡単なコード理論が学べる。入会案内ももちろんあり。
しかし、ここの生徒さんたちのなんと若くて楽しそうなこ
と……。

ウクレレアフタヌーン
http://www.inv.co.jp/~odajima/

関西うくれれ天国

http://www03.u-page.so-net.ne.jp/wc4/wakanak/

ウクレレのみ20 〜30 名、路上やパーティーでロック／ポ
ップスのスタンダードやワールドミュージックのカバー、オ
リジナル曲などを演奏する異能集団「ウクレレアフタヌー
ン」のサイト。東京都内での活動状況を随時アップ。初
心者、技巧派を問わず、新メンバーを常に募集中。ライ
ブも見に来てね！（手前味噌）

こちらもウクレレを持った者たちで自然発生した演奏サー
クルのサイト。野外での合同練習や、単独プレイを披露し
合ったりの例会を毎月関西地区で開催している。関西で
しか得られない濃い情報の交換ボードも充実。もちろん初
心者も参加可能。こんなふうに日本各地でウクレレ集団
が続出していってもらいたいものだ。

Ukulele On Fire

たたかうウクレレ！

http://www.asahi-net.or.jp/~ds4m-ikd/

http://w3ma.kcom.ne.jp/~nkzn/

かくして、さまざまな演奏活動を経験してウクレレにどっ
ぷりはまってしまった輩。おのおののノンプロならではのウ
クレレへの思い入れ度はいかに？ このサイトでまとめた
「ウクレレ国勢調査」でチェックしてみよう。ウクレレ弾き
が200 人いれば、それぞれに200 のウクレレストーリーが
ありまする。あなたの熱い（暑い）思いを書き込もう。

彼もまたウクレレにはまってしまった輩、自称ウクレレ闘
魂家、パット氏のサイト。圧倒される所蔵ウクレレコレク
ション紹介や随時更新のウクレレ身辺雑記帳、ペグやネッ
クサイズにまで言及するコーナーなど、ありとあらゆる視
点からウクレレこだわりまくった入魂の内容。とてもため
になるQ＆Aコーナーもあり。

高木ブー UKULELE伝説

HERB OHTA

http://home.att.ne.jp/red/ohtasan/

http://www.rittor-music.co.jp/digimart/emporium/ukulele/boo/boo.htm

ウクレレ弾きの最高峰、誰もが神と崇めるオータサンこと
ハーブ・オータ氏のオフィシャルページ。ウクレレをハワイ
アンの伴奏楽器からジャズ、ラテン、ポップス、クラシッ
クほかすべてのジャンルにまで広げた超絶的かつ官能的な
プレイに魅了され、若いファンも急増中。最近とみに多く
なってきた来日ライブ情報をチェック。

オータさんが神様なら、こちらは「ウクレレ界のカミナリ
様」！ 珠玉のハワイアンCDを連発するブー氏。所蔵の
超レアなウクレレコレクションや、リアルオーディオではカ
ッコいいプレイまで拝めちゃう！ ドリフ世代の人はやっ
ぱりこのサイトからウクレレへの第一歩を踏み出さなくて
はね。
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BROAD NET
【エンターテインメント】

n

http://www.broadnet.or.jp/
INTERNET

なにげなく見ている CM、じゃまだなぁ
って思ったことありますか？ 気になるタレ
ントや疑問が結構あって、見れば見るほどハマッテしまいま
す。たったの数秒のCM ですが、じっくりと見てみてはどう
でしょうか？
（アニックス局長）

なにげなく見ているCM、業界の情報
を知ることはあまりないだろう。このサイ
トには映像のプロのための各種情報や、
業界のニュース、テレビ番組別制作者一
覧などが掲載されている。最新 CM 情報
や画像つきCM が見られる解説もあり、
業界とはまったく関係のない人でもかな
り楽しんで見られる。

YELLOW

PAGES

TOKYO-DATACENTER

チャンネルM

http://www3.famille.ne.jp/~mmg-chm/

http://www.tokyo-datacenter.co.jp/

CMには、メジャーなタレントはもちろん、ニューフェイス
も数多く登場する。ここはCMアイドルを専門にリサーチ
して先取り情報までカバーし、掲示板による意見交換もで
きる総合ページだ。アイドルオタクに限らず、気になるア
イドルを知ることができる利用価値の高いサイトと言える
だろう。

最近では、CDランキングやビデオレンタルランキングなど
多種多様なものがランク化されている。当然CMにもラン
キングがあって、メジャーなものとして「CM 好感度ラン
キング」などがある。その中で最も権威があるのが、ここ
のランキングだろう。CM を知るうえで最も信頼度が高い
このサイト、筆者もかなり利用している。

ヤリリンクリリン ホームページ

ザッピイCMソングサーチ

http://www.recruit.co.jp/zappy/cm_index.html

http://www4.tokyoweb.or.jp/promise/

数多くのアーチストがCM ソングを提供している。しかし
CM 画面の一部にアーチスト名が出ることはあっても、な
いときは「誰が歌っているの？」と思うことも多いだろう。
このサイトでは、CM ソングを企業名や商品名でサーチす
ることができる。モヤモヤが晴れない、そんなあなたは即
アクセスしてみよう。

キャラクターブームのこの時代、アニメやゲームキャラはも
ちろん、CMからもさまざまなキャラが誕生してる。そのな
かでも女子高生からOL まで大人気なのがプロミスの「ヤ
リリン・クリリン」
。プロフィールにゲーム、ムービーのダ
ウンロードもできる。お遊び感覚がうれしいCMサイトだ。

日清食品 CMアワー

サカイのCM紹介

http://www.nissinfoods.co.jp/com/cm/

http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/cm/

国内のCMの歴史は「精工舎」
（現在のSEIKO）が最初だ
と言われているが、それに並んで古いのが日清のインスタ
ントラーメンのCMだ。1960年代から放映されてきたCM
の歴史やムービーも見られ、
「出前一家」や「ひよこちゃ
ん」などのCM登場キャラクターの紹介もある。意外な発
見があるこのサイト、CMを知るうえで一度は見てほしい。

「勉強シマッセ、引越シノサカイ♪」のCM ソングでおなじ
みのこの会社、最初に見たときにはエレベータのドアがも
のすごいスピードで閉まるシーンが印象的だった。出演タ
レント徳井優の情報やCMムービーファイルがある。
「あの
オヤジは誰なんだ？」とか、
「もう一度あの関西のコテコテ
CMが見てみたい」というマニアな人は要チェック。

CM（コマ・ランダム）RANDOM

日記猿人

http://www.iijnet.or.jp/bowwow/

http://www.armz.co.jp/user/ptmancer/column.html

CM には裏の裏がある。たとえば突然CM が打ち切られた
りとか、シリーズCMのタレントが急に変わってしまったと
か……。雑誌や新聞に載らない裏情報から批評まで、CM
やテレビについて幅広く奥深く掲載されているサイトだ。
本当にここでしか知ることができない裏情報がいっぱいあ
り、毎日更新されているのでチェックしてほしい。

「CMの苦情お問い合わせはJAROまで」と言われても、問
い合わせた人は少ないだろう。このサイトではCM を鋭く
評論し、皆が思っているCMの疑問や不思議を月ごとに紹
介している。
「CM 企画のできるまで」や「掲示板」も用
意されていて、総合参加型のサイトとしても楽しめるサイ
トと言えるだろう。

CM総合情報局

CM girls

http://fukuda.aist-nara.ac.jp/~zyunit-h/cm-girls-c.shtml

http://www1.mirai.or.jp/~army/

CM女性タレントは、全国、地方を問わず年間に多くの新
人が登場している。こうした膨大なタレントを検索できる
インターネット女性CMタレントデータベースはここだけだ
ろう。ビジュアル面は乏しいものの、データ量に関しては
驚くものがある。検索のヒット率も文句なし。筆者も愛用
するおすすめサイトだ。

某缶コーヒーのCMでクリントン大統領（？）が出てくる。
しかし「これって本人？」とか「英語で何と言っているの
か詳しく知りたい」とか、CM には結構わからないことが
多いものだ。完全参加型のサイトで、Q＆A伝言版を中心
にアンケートなどもあり、CM 全般についての総合情報局
として幅広く使えるサイトだろう。
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ジャンルから選んだ
クールサイト55

「エロイカより愛をこめて」青池保子のホームページ
【カルチャー】

L

INTERNET

YELLOW

PAGES

http://village.infoweb.ne.jp/~eroica/

漫画

寒くなると、家の中でコタツに入りなが
ら、漫画でも読んでゴロゴロしたくなるもの。
そんなあなたのために、くつろぎの友の漫画を探せるページ
を集めてみた。たかが漫画と馬鹿にするなかれ！
（高本女史）

BUZZER BEATER

人気少女漫画「エロイカより愛をこめ
て」の公式サイト。21 年間もの長期連載
が物語るように、訪れるファンの熱気も
パワフルだ。それに 応えるかのように、
美しい原画を揃えたギャラリーや新刊情
報、掲示板、ファンプレゼント、通販コ
ーナーなど大変充実した内容で、見応え
満点だ。

Tezuka Osamu Manga Museum

http://www.itplanning.co.jp/

http://www.tezuka.co.jp/Japanese/mangamuseum/

人気少年漫画「SLAM DUNK」でおなじみの漫画家、井
上雄彦氏のオフィシャルサイト。彼がネットで連載してい
た漫画が読めたり、現在連載中の作品のコンテが見られた
りと、ファン必見のページだ。バスケ通でもある彼らしく
NBA 情報などもあり、漫画ファンだけでなくNBA ファン
も要チェックだ！

宝塚市にある「漫画の神様」故手塚治虫氏の記念館のペ
ージ。記念館内の案内のほか、手塚氏自身のエッセーや
氏に関するデータが細かく紹介されている。漫画の神様の
足跡や、漫画の歴史を知りたい人には、ぜひ一度覗いて
もらいたい。作品リストは「メトロタウン」のコーナーに
あるので、こちらも見てみよう。
© I.T. Planning, Inc.

© TEZUKA PRODUCTIONS

こちら葛飾区亀有公園前派出所

POP WEB JUMP

http://www.jump.ne.jp/

http://www.jump.ne.jp/kame/

集英社の漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」オフィシャルサ
イト。
「るろうに剣心」や「封神演義」などの人気連載の
ページがそれぞれ用意されている。PCのデスクトップなど
に使える画像もあるのでファンにはうれしい。本誌を読ん
だ読者だけがアクセスできる期間限定の秘密コーナー「ス
クープ！」もあるので、チェックしてみよう。

少年ジャンプのサイト内にある人気少年漫画「こちら葛飾
区亀有公園前派出所」のページ。ギャグ漫画「こち亀」
の雰囲気そのままのページは、毎週更新される「こち亀秘
話」やキャラ図鑑、親切なホームページガイドやゲームセ
ンター、料理レシピまで、遊び心満載の充実ページ。テー
マパーク気分で遊べるのが嬉しい！

地底探検

田村由美のホームページ

http://www02.so-net.ne.jp/~tamura-y/

http://www.ne.jp/asahi/yuri/narushima/
「原獣文書」などで人気の漫画家なるしまゆり氏の公認ペ
ージ。作者近況や作品リストなどが掲載されていて、内容
も充実。作者近況は管理者「よっしー」さんの日記のほ
か、なるしま氏から毎週届くというFAXが掲載されていて、
ファンには嬉しい。凝った作りのページが楽しませてくれ
る。

人気漫画｢BASARA」の作者、田村由美氏の公認ページ。
新刊情報や作者近況、作品リスト、ギャラリーなど、フ
ァンには嬉しい見応え満点のページ。掲示板がないのが残
念だが、ギャラリーは「美術館」と称し、3D の凝った作
りになっている。これからページを増やすようなので要チェ
ック！

CLAMP学園電子分校

美紀の万屋本店

http://www.clamp.f-2.co.jp/

http://www2.plala.or.jp/major/

「カードキャプターさくら」などでお馴染みの人気漫画家
集団CLAMPの公式サイト。3か月に一度のペースで変わ
るページデザインはとても面白く、最新情報や作品リスト、
ギャラリー、クイズ、リンク集、ホームページオリジナル
連載小説と、内容もかなり充実していて飽きさせない。フ
ァン必見のページ。

オタクを自称する美紀さんのページ。オタクを自称するだ
けあって、漫画からアニメ、映画と、取り扱うジャンルは
幅広い。漫画は書評が中心で、ジャンル別に分けて紹介
されている。中でもボーイズ系の漫画の紹介が詳しく、充
実している。作者が好きなものしか紹介しないという趣味
のかたよった面白いページ。
© CLAMP/CLAMP 学園電子分校

コミックスページ by WestRiver

ときめきくらぶ

http://www.yk.rim.or.jp/~wadakun/tokimeki/

http://member.nifty.ne.jp/westriver/Comic/comics.htm

「わだくん」さんが運営する少女漫画情報ページ。少女漫
画に関するデータ量はかなりのもの。特に新刊情報はかな
り細かく掲載されている。そしてなんといってもすごいの
は少女漫画関連のリンク集だ。かなり細かくていねいに分
類されたリンク集は圧巻。少女漫画関連のページを探した
い人は、ここへ行くべし！

「WestRiver」さんの総合漫画情報ページ。すべての漫画
の情報を扱っている。その情報は多彩で、作家別作品リ
ストや現在連載中の作品リストまで、ジャンルを問わずか
なり充実している。探求本のコーナーなどがあり、欲しい
けど手に入らない本などの情報交換の場も提供している。
漫画ファン要チェックのページ。
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Motor Cycle Yellow Page
【趣味】

http://www.din.or.jp/~ryu2/motorcycle

D

INTERNET

大型二輪免許が教習所で取得できるよ
うになり、オートバイに興味を持っている人
も増えてきたのではないだろうか。バイク乗りが開いている
サイトをチェックして、一緒に風を感じてみよう。
（JN3ADO）

I'm Rider（Turn on the Ignition）

バイクサイトの老舗リンク集として有
名な「Motor Cycle Yellow Page」
。車
種別や地域別にホームページを検索でき
るので、自分と同じバイクに乗っている
仲間を探すのはもちろん、欲しいバイク
に乗っている人のサイトを探してインプレ
ッションを聞いてみることも可能だろう。

YELLOW

PAGES

Bike de ふらっと

http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Ono.Takeshi/
現在オートバイに乗っている人だけでなく、これから乗ろ
うと考えている人、今はバイクから降りてしまった人など、
「Rider」の気持ちを持つ人になら誰にでも楽しめるサイト。
初心者向けのアドバイスなども行われている。さまざまな
ライダーの考えを覗いていると、自分もバイクに乗ってい
るような気分になれること間違いなし。

Nao Degree

http://www.ne.jp/asahi/jf3bgl/bike/
オートバイもライダーも十人十色。それぞれがお気に入り
の場所や気晴らしにふらっと出かける気持ちいい場所を知
っているもの。このサイトではライダーたちがおすすめの場
所を教えてくれている。場所、温泉、食べ物など、さまざ
まな「おすすめ」がそろっているので、ツーリングの計画
を立てる際にも便利。

ななころびやおき

http://www.gld.mmtr.or.jp/~nao-deg/bike/

http://www.vega.or.jp/~kotobuki/

ツーリングのステージは舗装された道に限ったものではな
く、オフロードバイクで林道ツーリングを楽しんでいる人
も多い。このサイトの林道検索原動機「RinDoll」を使え
ば、目的の林道へのアプローチ方法や状態などを知ること
ができる。全国のツーリングクラブ情報も豊富だ。

女性ライダーのML「Little Rider」を主宰している「こち
ょ」さんのサイト。女性ライダーに役立つ情報だけでなく、
全国のライディングスクールや講習会の情報も満載。自分
の運転に今一つ自信がなくなってきたときにはスクールに
参加してみて、更なるレベルアップを目指そう。

ごんべの日本一周

蘇芳屋

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

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/9418/

「愛車で日本一周したい」というのはライダーが一度は持
つ夢かもしれない。退職記念に愛車ゼファー1100 で日本
一周をはじめた吉田氏がノートパソコンと携帯電話を駆使
して旅の進行状況を逐次報告しているサイト。日本一周
をしてみたい人には参考になるだろうし、読んでいると旅
に出たくなるようなページである。

教習所でも取得可能となった大型二輪免許。知人に連れ
られハーレー乗りのミーティングに出かけた蘇芳さんが免
許取得を決意し、教習所に通い、めでたく免許を手にす
るまでの日々が綴られている。これから大型二輪免許を取
得する人の参考にもなるだろう。

High Way すたんぱぁ

ちいさめ

http://www.geocities.co.jp/MotorCity/5395/
乗りたいバイクはあるのに、親の反対などのいろいろな事
情であきらめた経験はないだろうか。このサイトはそんな
人に勇気を与えてくれる。これから免許を取るあなたには
「バイクに乗ってみよう」のコーナーがおすすめ。

http://ninja.index.ne.jp/~rabbit/
高速道路のパーキングやサービスエリア、あるいは各地の
「道の駅」に「スタンプ」が存在するのをご存じだろうか。
このサイトでは、作者が収集したスタンプコレクションと
それにまつわるツーリングレポートを公開している。ツーリ
ングに出かけるときにこういう目的を持って出かけるのも
楽しみを増す要因になるのかもしれない。
Copyright © 1998 JAPAN
SPORTS CHANNEL,Inc.

Always Peace On Your Heart!

おみとみ

http://ninja.index.ne.jp/~omitomi/

http://ns.infonet.co.jp/apt/zx900b2/apoyh.sht

自分のオートバイを手に入れて乗り始めると、ステッカー
を貼ったりパーツを換えてみたり、
「自分だけのバイク」に
していきたくなるもの。このサイトでは作者が持っている
オートバイにさまざまな改造を施し、だんだんとカスタマ
イズされていく様を見ることができる。車種は違っても参
考になる点は多いだろう。

ピースサイン。それはバイカーたちの挨拶。ツーリング先
ですれ違った見知らぬバイカーとピースサインを交わすと、
単なる挨拶だけでなく、互いのこれからの旅程の無事を願
う気持ちも出てくるから不思議だ。最近はあまり見られな
くなってきたピースサイン。ツーリングに出たときには自分
なりの「Peace!」を送ってみないか？
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http://macos.apple.co.jp/engineerdirect/

Mac OS 8.5

話題の検索機能「Sherlock」を搭載した
Mac OS 8.5の特集だ。トラブル情報、ソフ
ト情報などMac OS 8.5 ユーザーに役立つサイトを紹介し
よう！
（勤苦今愚[KingKong]）

Mac OS 日本語版の開発に携わるソフ
トウェアエンジニアたちによるMac OS
8.5 情報ページ。ことえり、日本語トー
クナイザ、日本語解析、日本語フォント
などについての情報がわかりやすく解説さ
れている。開発コンセプトなどの貴重な
コメントを読むことができるし、Q ＆A も
充実している。Mac OS 8.5 日本語版ユ
ーザー必見のサイトだ。

Mac OS 8.5について−Macintosh News Tips & FAQs

Mac OS 8.5 report

http://www.tcp-net.ad.jp/danbo/macos85/
マッキントッシュのNEWサイトとして有名な「MACお宝
鑑定団」によるMac OS 8.5レポート。読者から投稿され
た情報を元に、トラブルからイースターエッグまで幅広い
情報を掲載している。更新されるとNEWS ページで告知
したり、新しい情報は色を変えたマークを付けたりと親切
だ。とっておきの情報があったら早速投稿だ！

Macintosh Garden

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~akiyama/mac/News/tf/tf-8.5.html
「Macintosh News」による充実したMac OS 8.5情報ペ
ージだ。Mac OS 8.5の概要やインストールに関する情報、
Mac OS 8.5の新機能、注意点などに分類して詳しく解説
されている。豊富な情報が満載なうえ、各情報へリンクし
た見出しがあるので欲しい情報がすぐ見つかるはずだ。ま
た、Mac OS 8.5関連のトラブルも多数まとめている。

"Mac"ware Information

http://www.norizuki.com/MG/

http://fujimac.t.u-tokyo.ac.jp/hoshi/MacWare/OS8.html

Mac OS 8.5発売前のバックナンバーに多数のMac OS 8.5
情報が隠されている。トップページだけでなく、9 月、10
月、11月のバックナンバーが特に必見のサイトだ。作者は
プログラマーらしく、かなりつっこんだ情報やテクニックが
紹介されている。文章が読みやすくていねいに解説してい
るので初心者でも楽しめるはずだ。

Mac OS 8.5専用ソフト特集

「"Mac"ware Information」によるMac OS 8情報のペー
ジだ。Mac OS 8.5関連のニュース、各種ソフト、アップ
データへのリンクがわかり易くまとめられている。自分用
のメモとまとめられているコーナーには、体験したトラブル
や、ちょっとした小技が載っていたりと、とても役に立つ。

Mac OS 8.5対応状況 インデックス

http://mac.page.ne.jp/MacOS8.5.html

http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/981020/macos_i.htm

マッキントッシュのオンラインソフト情報をタイムリーに紹
介している「新し物好きのダウンロード」がまとめたMac
OS 8.5関連ソフト特集！ ユーティリティーからSherlock
プラグイン、サウンドセットなどに分類されている。各ソ
フトの簡潔なコメントが添えられていたり、わかりやすく
アイコンで表現していたりと親切だ。

OSがバージョンアップすると一部のソフトで不具合が出る
場合があるのだが、最近はインターネットのおかげで素早
くアップデータ情報が入手できる。おなじみの「PC Watch」
が各種ソフト、ドライバーのMac OS 8.5対応状況をまと
めている。こまめにチェックしてトラブルのない快適な環
境を目指そう。

Sound Set [USSY'S]

Mac OS 8.5 Mania!

http://www.vabil.co.jp/~ussy/soundset/

http://www02.so-net.ne.jp/~jinsan/desktop/OS85.html

Mac OS 8.5はアピアランスコントロールパネルでサウンド
セットを選び、アクションにサウンドを付けられる。この
サウンドセットを数多くまとめているページだ。サウンドフ
ァイルは比較的サイズが大きいので、数々のサウンドをテ
ストして一言コメントを付けているこのページは、ダイア
ルアップユーザーには特にありがたい。

Sherlock src File Archive-J

「Mac OS 8.5 Mania!」は、Mac OS 8.5のデスクトップカ
スタマイズに役に立つ情報をまとめているページだ。デス
クトップをカスタマイズするためのアプリケーションやユー
ティリティーをはじめ、アピアランスコントロールパネル用
のサウンドセットやフォント関連のソフトなどを紹介して
いる。

MacOS 8.5 Theme Archive

http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/5256/

http://themes.hellyeah.com/

Mac OS 8.5の目玉の1つにSherlockがあるが、その中の
インターネット検索はプラグインファイル形式で検索する
サーチエンジンを追加できるのだ。このページではその
Sherlockプラグインファイルを作成し、フリーウェアとし
て配布している。ほかのサイトにあるSherlockプラグイン
ファイルも紹 介 している。 このページを活 用 して、
Sherlockの達人を目指そう。

Mac OS 8.5のアピアランスコントロールパネル用のサウン
ドセットや関連ソフトをまとめているページ。ちょっとした
TIPS も紹介している。デスクトップの見た目を派手に変
更することができるアピアランスファイル（デスクトップテ
ーマ）は、残念ながらまだ用意されていないが、今後の充
実に期待したい。
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