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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!

We

Lo

ve

ここでは、みなさまから寄せられた投稿にピッ
タリのホームページをご紹介します。
すべて、本誌の読者さんが作ってます！
！
osusume
の舞台裏紹介、語学力をフルに活かした最
新アメリカ洋書レビューなど、ほかでは見
映画を観るのが大好きです。インターネッ
トを始めたのも、膨大な映画情報をゲット

AYA S MOVIE BUFF
Jump

homepage2.nifty.com/ayabuff/

かけない珍しいコンテンツが自慢です。
まだ開設したばかりですが、精力的にネタ

したかったから。今度、自分でも映画サイ

肩書きは字幕翻訳家、その正体は単なる映

を収集してせっせと更新中。本業にさしさ

トを作ってみたいんだけど、どうしたら盛り

画ミーハー。20年にわたる映画鑑賞歴のす

わりが出るほど入れ込んでます。映画を観

個人ページならではのオ

べてをブチこんで（？）調子に乗って作っ

るだけでなく、ゴシップやトリビアにも興味

てしまったのがこのホームページ。映画の

のあるちょっとマニアックな方、ぜひ遊びに

上がるんだろ？

イシイ情報をいっぱい載せるんだ〜。

「間違い」
「お遊び」
「約束ごと」などを集

（24歳・女性の方）

きてください。

めた各種トリビアのコーナーや、字幕作り

そんなアナタにオススメ！
映画大好き
Jump

www.nwj.com/neotown/moya/club/

eiga/eiga.htm

たまに観た映画の勝手な批評や、ヒットす
る映画論などを掲載しています。掲示板も
ありますので、みなさんも思い出や批評な
どを書き込んで下さい。
Produced by：MOYAさん
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Produced by：Ayaさん

バイクで日本横断の旅に出ます！

でも、

投稿＆自薦ホームページを
大募集！
！

「趣味は料理です……」としおらしく語っ

バイクの免許を取りたてなので、事故でも

ていた妻。毎日の料理を楽しみに結婚した

起こさないかと周囲はハラハラのようす。そ

のですが……。なんと、料理が得意なんて

んなみんなのために、自分のホームページ

ウソ。ハンバーグすら作れません。インタ

新しくなったWe Love Internet Peopleで

で毎日の日記を公開していこうと考えてい

ーネットは好きみたいなので、なにか料理

は、みなさまからの投稿や自慢のホームペー

ます！

関係のサイトがあったら教えてやってくだ

ジを大募集しています！

さい。

で、ふるってご応募くださいませ！！！

（TAKAさん）

そんなアナタにオススメ！

下記の宛て先ま

そんなアナタにオススメ！

それゆけ！東奔西走日記
Jump

（30歳・男性の方）

Bewitch

homepage2.nifty.com/naoki/

先日まで自転車で日本一周をしていました。

Jump

● メールの方

bewitch.zone.ne.jp

im-welove@impress.co.jp

その間、携帯していたモバイルPCで自分の

毎日の献立からパーティーまで、材料別に

ホームページを毎日更新していました。ぜ

検索できるオリジナル簡単レシピをすべて画

ひ、ご覧ください！

像付きで紹介。料理嫌いな人に役立つ手抜

（田嶋直樹さん）

● ハガキの方
〒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
We Love係

き料理や、レパートリーを増やすコツ満載、
テーマ別の投稿やアンケートなど、参加型
の掲示板やチャットも充実。
Produced by：Kazさん

◎AFTER CARE ◎
●2000年8月号
NEWS WAVE+（P.236）
@NetHomeの記事に関して誤認のおそれのある記述がありま
した。本文中で掲載したサービス開始地域の表については、
本年夏をめどに順次開設の予定です。また、ホームページで
の受け付けは、場合によって対応していないことがあります

●2000年8月号
ビジネスモデル特許入門（P.352）

上京して3か月、そろそろ東京にも慣れま

出願手続きの図に誤りがございました。

したが、まだまだ孤独。地元の方言も懐か

（誤）特許広報

しい。「チャットとかやれば気が紛れるか

（正）特許公報

も？」と思っているのですが、あまりにた
くさんあり過ぎて、どこに参加しようかと

オンラインショップで洋服を購入しました。

迷っています。

ちょっと細めだったので心配していたので

（18歳・女性の方）

そんなアナタにオススメ！
アクティブインターネット
Jump

意！

メル友募集は登録者数7000人を超

えました！

た！

私、最近、太っちゃって、普通にお

ね。あ〜あ……。

act-i.net

Produced by：トイサーさん

オンライントレードの一覧表中で、イー・ウイング証券の欄
に誤りがありました。正しくは以下のとおりになります。

すが、やっぱりファスナーが上がらなかっ
店で買うのが億劫になってきてるんですよ

1都1道2府43県別にチャットルームを用

●2000年8月号
Trader's Databank（P.372〜373）

（27歳・女性の方）

そんなアナタにオススメ！
ゆ・と・り・ろ
Jump

www.big.shiga-web.or.jp

太め、ぽっちゃり女性を応援するページ。
大柄な女性が交流を深め、情報を交換する
サイトです。

項目

誤

正

ナスダック（日本）
−
○
外国株
−
対応予定
投信扱本数
130
132
投資相談/電話で可能
−
○（*14）
手数料割引プランの
ポイント制
−
有無
決済金額の銀行口座
−
対応予定
自動引き落とし
郵便局ATMからの入金
○
−
その他、利用可能端末 WebTV、
わくわく
−

ステーション

Produced by：なおこさん

関係者の方々には多大なご迷惑をおかけい
たしました。お詫びして訂正いたします。
s o r r y
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