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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。

We

♪

Let's Access!

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
某有名コンビニでバイトしてます。もう、
毎年、新年明けてイチバン最初に買うの

コンビニバイト最高！

なぜなら 賞味期

は「カレンダー」と決めています。ただ、今

限切れの弁当が食べ放題

年からは紙ではなく、パソコンでスケジュ

ほとんど食べ尽くしたので、コンビニ弁当

だから。もう

ールを管理しようかなぁと思っています。

の評価ページでも作ろうかとたくらんでい

21世紀だし
（？）
。オススメのスケジューラー

ます。でも、どんな風に作るとオモシロイ

があったら教えてください！（27歳・男性）

のだろうか……？

（19歳・男性）

そんなアナタにオススメ！
そんなアナタにオススメ！

舞暦（まいか）

飲物情報缶

www.vector.co.jp/soft/win95/personal/
se169339.html

members2.jmfi.com/drinkdate/

予定の書き込める卓上カレンダー、それが

自動販売機やコンビニをまわり、実際にジュ

「舞暦」です（フリーソフトウェア）
。シン

ースを飲んで評価しています。
「今週の1本」

プルなスケジューラーにもなります。SEの

では、一週間のなかで特にピンときたものを

傍ら1年かけて作成し、すでに1年半も毎日

紹介してます。ほぼ毎日更新というのも学生

使っています。簡単に削除できますし、解

ならではの

凍するだけで利用できるので、ぜひ一度、

よろしくお願いします〜。

お試しください。Produced by マ太郎さん
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ひま（笑） を活かしてます。
Produced by ふみくんさん
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もう、毎

合コンのシミュレーションができるサイトを

日がワクワク＆ドキドキで、幸せ過ぎて

立ち上げました（女性編もあります）
。アク

困ってます（笑）
。ただし、大きな問題が

セス数も順調で、占いランキングでも上位

1つ。なんと私、キャベツの千切りすらで

に進出してきています。最近は空前の占い

きないんですー！

ブームだと思うのですが、まずはちょっと見

今年の9月に結婚します！！

こんな私に愛の手を

ていただくだけでもうれしいです。

差し伸べてくれるお料理サイトがあった
ら教えてください。

Produced by 荒井さん

（25歳・女性）

そんなアナタにオススメ！
オベント・ドット・コム

主人と上の息子がいつも貴誌を読んでい
るのですが、
ハッキリ言って私にはサッパ

www.o-bento.com

仲良し主婦の五人組が中心になって、旦那

リわかりません
（ごめんなさい）
。
私のような

さんや子供たちに毎日作っている手作りお

迷える主婦でも楽しめる情報があったら教

弁当のレシピや写真を公開しているサイト

えていただけますでしょうか？
（42歳・女性）

です。毎日300人以上の方に訪問いただき、
貴重なご意見やアイデア、励ましをいただ
いております。お弁当レシピ数も112種に
増え、データベース的価値も徐々に生まれ
て参りました。

Produced by 幸田さん

そんなアナタにオススメ！

投稿＆自薦ホームページを
大募集！
！

ぴっかりさんの子育て相談室
homepage1.nifty.com/pikkari/

自分の仕事である「子育て相談」の知識を

We Love Internet Peopleでは、

活かした、子育て支援のホームページです。

みなさまからの投稿や自慢のホー

ショッピング・遊び・お出かけ情報といた

ムページを大募集しています！ 下

ものは取り上げず、
「子どもの心」や「ママ

記の宛て先まで、ふるってご応募

の気持ち」の架け橋となるようなコンテン

くださいませ！！！

ツに焦点を絞って、少しずつ増やしてきま

im-welove@impress.co.jp

した。もしよろしかったら、一度のぞきに

◎AFTER CARE ◎

来てくださいね。 Produced by 萩原さん

●2001年2月号付録CD-ROM［A］
「収録したソフトウェアの概要」P.413
掲載されている「919エディタ、919シミュレータ
for J-SKY」が実際にはCD-ROMに収録されており
ませんでした。今月号には収録しております。

脱サラして劇団に入りました。バリバリ
役者志望なのですが、まずは広報を担当

●読者プレゼント大作戦!!

するように言われました
（涙）
。というわけ
で、取りあえず劇団のホームページを盛
り上げるところからスタート！ でも、どう

（誤）デジカメ：1名
（正）インスタントカメラ：1名

いうサイトを作ったら公演の来場者数を

●「Product Showcase 無線LAN・ルーター
購入ガイド」P.307

上げられるのか困ってます。
（28歳・男性）
東京の大学に進学すべく田舎から上京し

そんなアナタにオススメ！
Theatre 劇団子

て1 年。そろそろ彼女とかほしいなぁ……。
でもオレ、方言キツイし、こっちの女の子は

www.gaiproject.com/gekidango/dango4.html

気が強そうだし
（涙）……。合コンとか誘

ボクらのサイトでは、ユニークなアイデアで

われてもイマイチ気乗りしないんですよね。

劇団を紹介しています。なかでもオススメ

こんなオレに愛の手を！ （19歳・男性）

なのは「体感劇団子」のコーナー。ここで

公演『ラッキー食堂の人々』のチケットも
このサイトから買えますので、興味のある方
はぜひ！

Produced by たかさん

エレコムの製品Air@Hawk LD-WL11/PACKに
関する記述に誤りがありました。
「アクセスポイントの設定は、RS- 232C ポート経由で、専
用の設定ユーティリティーを使って行う。
」とありますが、実
際には、10BASE-Tケーブルおよび無線LAN経由で、ユー
ティリティーを使った設定とウェブからの設定が可能です。
また、
「2001年8月にはブラウザーによる設定に対応予定
とのことだが、これはまだ先の話。当面はユーティリティー
を使って設定することになる。
」とありますが、2000年8月
の誤りです。現在出荷されている製品は、
ブラウザーからの設定が可能です。

は役者の生の声や過去の公演の映像をスト
リーミングで楽しめます。3月からはじまる

P.183

｢バザールでござーる｣グッズの種別が一部、間違
っておりました。

そんなアナタにオススメ！
合コン必殺シミュレーション占い
www.asahi-net.or.jp/~cs3m-ari/uranai1/
uranai1.htm

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。
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