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♪
このコーナーは、
♪
インターネットピープル の皆さんと編集部を結ぶページです。
皆さんの楽しいメールがこのコーナーを作ります。
♪

Let's Access!
♪
♪
♪

々にアキバに行った。相変わら

か寒々しいものばかりなんだけど。この間、

んに、ヤマンバ系が増えた。オレ、ち

また「ワオ！」とか言ってるからどうしたの

（19歳・男性の方）

苦手っすか？ コンパニオンのタイプも時代を反映し
て、日々変わっていきますね。でもでも「ヤマンバ系の
お姉ちゃんがいい！」っていう人、結構いるんだろうな
〜、実は。
（編）

が。
「そんなちっちゃな画面じゃ読みにくい
を教えてくれーーーー。
（27歳・男性の方）
なんと！ よりによって部長がいるなんて災難でしたね。
内容をわかったうえでの笑顔であれば、カナリ寒いなぁ。
次の人事異動のときに続報をお聞かせくださいねぇ〜。
（編）

かと思ってのぞいてみると、買ったばかりの
ノートパソコンのキーボードにお弁当のソー
スがボテっと……。たしかに「ワオ！」だ
けど……。

（28歳・女性の方）

ンターネットで「子犬もらってくださ

イ

い」という文字を発見！

ちょうど

犬を飼いたいと思っていたので、さっそく写

外通販に凝っています。ターゲット

真などを送ってもらった。送られてきた写

海

真には、それはそれは愛らしい柴犬の子犬。

イトに行って、超おいしそうなキムチをゲッ

「ゼッタイほしい！」と思って即商談成立。

はもっぱら食品。この間は韓国のサ

ト！

いまからヨダレもんです。

月、わが家に初のベビーが誕生しま

んで、くれる人の家に行ってみたら……。

（19歳・女性の方）

す！

すでに成犬になった貫禄満点の犬がいた。

おぉ。キムチ大好き！ キムチ鍋、キムチチャーハン、
キムチうどん。キムチキムチキムチ……。あ、お腹空い
てきた。
（編）

来

女の子ならピアノを習わせ、

男の子ならインターネットを教えます。って
いいですなぁ。初ベビー♪ でもでも、女の子でもイン
ターネットを教えてあげてほしいなぁ。
（編）
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もらわざるを得なかったけど。
（25歳・男性の方）

変な教育かな？（25歳・男性の方）

414

います。
「ワオ！」とか「イエ〜」と

いるいる！ やたらと英語を連発する人。でも、緊急
事態が発生したときに、とっさに「ワオ！」って言っち
ゃうそのお方は、カナリきてますね（笑）
。
（編）

配を……。そっと振り返るとそこには部長
だろう」と笑っていたが、その笑顔の意味

事場にやたらと英語を連発する人が

頭に出ているコンパニオンのお姉ちゃ
ょっと苦手っす。

情報」を読んでいたら背中に人の気

ve

仕

読 者 の 声

携

Lo

久

ずの賑わいにほっとしたが、街

帯のインターネットサービスで「転職

We

まぁ。それはビックリですね。おっきくなっちゃうと躾
が面倒だし……。写真は何年前のモノだったのかしら？
でもでも、可愛がってあげてくださいね。
（編）
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あなたの自慢のホーム
ページを紹介します。
どれも作者の自信作
です。とくとご覧あれ

H O M E P A G E

「A S WEB SITE 」
Jump

www08.u-page.so-net.ne.jp/zf6/ayaka-s/

2000年の1月に開設した「A S WEB SITE」
もやっと4か月たちました。人気の検索エン

其の一

ジン「Ayahoo！」では、独自の楽しいコ

We Love Internetでは、みなさまからの

ンテンツが目白押し！

お便りを大募集しています！

というわけで、ぜ

ひぜひお越し下さいませ。

身のまわ

りで起こったインターネットにまつわるで

（あやかさん）

きごと、ご自慢のホームページの紹介な
どなど、下記の宛て先までどしどしお寄

読者の自薦

せ下さい。
また、先月号で「次号より大幅リニュー
アル！」とありましたが、目下、工事
中！ということで、いましばらくお待ち
下さいませ！！

「Free Heart 」
Jump

homepage2.nifty.com/free-heart/

其の二

どっかで見たことのあるような画風のイラス

インターネットマガジン全般に関するご意

トが多いこの頃……。見た人は必ず、こん
な画風は初めて見たって言います。ハート
をモチーフにしたイラストたちが、あなたの

見・ご感想のお便りも募集しています。

「A Moonlight Night 月光夜 」
Jump

「こんな記事を載せてほしい」
「この間の

www.geocities.co.jp/Bookend-Ohgai/8535/

作家を目指して爆進中！の女子高生のHP．

あの記事はよかった（悪かった）
」など、

コラムやオリジナルキャラクターのBBSな

です。詩や小説もあり。交流にも力を入れ

なんでもお寄せ下さい。宛て先は、下記

ど、楽しいサイトです！

てます。初めて作る初心者でもここまでで

のメールアドレスまたは住所になります。

きる！

みなさまからのお便りを、編集部一同、

訪問をお待ちしています！

ウィークリー
（motoさん）

（氷室麻祇さん）

お待ちしております！

「くらげ水族館」
Jump

www.d1.dion.ne.jp/~xnac

自作のフラッシュ4による「くらげムービー」
を集めて「くらげ水族館」を開館しました。

● メールの方
im-welove@impress.co.jp

現在は9種類のくらげを捕獲展示しており

● ハガキの方

ます。今後、もっと多くのくらげを捕獲す

〒102-0075
東京都千代田区三番町20番地
株式会社インプレス
インターネットマガジン編集部

べく鋭意精進中であります！？
暗くして？

お部屋を

ぜひご来館くださいませ。

We Love係

（なかざわひろしさん）

◎AFTER CARE ◎

s o r r y

NTTコミュニケーションズの「Value Shop」のURLに誤りが

●2000年7月号
主なホスティングサービス
料金一覧（P.394）

●2000年7月号
ホームページのアクセスログを
調べよう（P249）

ございました。

ASJホスティングの月額料金とバックボーン回線の表記に誤

ページ下の表中で、
「LittleThing」の項に

誤： www.virtual-shop.com

りがございました。正しくは、以下の表のようになります。

誤りがありました。正しくは次の表のよ

●2000年5月号
PROVIDER WAVE（P.401）

うになります。なお、7月号に掲載しま

正： www.ntt-valueshop.com

プロバイ

●2000年7月号
収録したソフトウェアの概要
「Netscape 6 Preview Release 1 日本語版」
（P.379）
（誤）
「インストールの仕方は213Pを参照してください」
（正）
「インストールにはフォルダー内の「netscapesetup」

ウェブサイト名
LittleThing

Jump

料金

it.qupa.com ポイント制 ※1

設置場所

2,500円〜

海外

2.5G

4,500円〜

国内

400M

7,200円〜

国内

400M

ボーン

ホスティング

インストール方法の説明に誤りがありました。

を実行してください」

月額料金

ダー名
ASJ

バック

ログ取得
（ホスト名/IPアド
レス/リンク元/保存期間）

ログの提供

○/○/×/最大4096件
（登録するサーバーで異なる）

あり

した表は、編集部がウェブで紹介されていますサービス案内
とサンプルを元に作成したものです。
「ログ取得」の「保存
期間」につきましては、サービス案内の「利用料金」に記載
されております「サーバーの種類」に詳細が載っております
が、編集部で見落としたためにサンプルに表示された目安の
値を掲載してしまいました。また、それ以外の「ログ取得」
の「IPアドレス」と「リンク元」および「カウンター」につ
きましては、サービス案内に載っておりますが、編集部の不
注意により誤った内容を表に掲載してしまいました。

リンク義務
カウンター アクセスログ解析
（画像サイズ）
なし

あり※2

日、曜日、週、
平均、ページ別

メール
通知

リロード
防止

複数申し
込み

なし

なし

あり

※1 ポイントを集めると無料になるサービス。ポイントは有料販売も行っている。
※2 1IDで最大256個設置可能（登録するサーバーにより異なる）
。
関係者の方には多大なご迷惑をおかけ致しました。以上、お詫びして訂正致します。
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