ADSLなどの常時接続環境の普及にともない、シ

新連載 予告

ョッピングやオークションなどのオンラインサー
ビスを利用する人が増えてきた。いながらにして

インターネットでどこまで生活は便利になるか？

振り込みや残高照会などが行えるインターネット
バンキングの利用も浸透してきている。
これらのサービスは便利なのは確かだが、実際
に使ってみると意外に不便だったり、かゆいとこ
ろに今ひとつ手が届かなかったりといった発展途
上な部分も見受けられる。
この新連載では、続々登場するオンラインサービ
スを読者に代わって一足先に体験し、そのサービ
ス内容や使い勝手を事細かに紹介する。それに

有料
サービス
＆サイト
徹底検証

先立ち、オンラインサービスの利用度調査結果
と、ユーザーが利用して体験したサービスの現状
text : いちばゆみ

や不満点から、次号で検証するサービスサイトの
チェック項目をまずは洗い出していきたい。

オンラインサービスの定番

ショッピング・オークション・ネットバンキングの利用度
インプレス発行の「インターネット白書
2003」によると、2003年2月末時点で、家

【オンラインショッピング】
オンラインショッピング利用経験 N=2803

【オークション】
オークション取引経験 N=2513
わからない
2.5％

庭からのブロードバンド利用者数は1596
万2000人だ。そのうち、比較的インター

無回答
0.5％

購入したことはない
14.1％

ネットの利用頻度の高い「アクティブユー
ザー」に対して、ウェブを利用したアンケー

オークション取引に
かかわったことがある
45.4％

ト調査を行っている。右のグラフはその

ない
51.6％

アンケート結果で、
「N＝2803」は有効回

購入したことがある
85.9％

答者数が2803人という意味だ。
そこで、いくつかのオンラインサービス
©Access Media/impress,2003

を挙げ、利用したことがあるかどうかを尋
ねたところ、よく使われるオンラインサー
ビスは、やはりオンラインショッピングで
85.9パーセントにも上り、インターネットバ
ンキングで63.1パーセント、初心者には
とっつきにくかったオークションサービス
でも45.4パーセントとすでに半数弱の人
が経験済みだ。ネットでモノを買ったりサ
ービスを利用したりするのはけっして特別
なことではなくなってきた。
そこで、この連載では、このような日常
生活の中で便利に使え、もはやあたりま
えになってきたオンラインショッピングや
インターネットバンキングのように、今後
生活に浸透しうるオンラインサービスに着
目したい。たとえば、右に紹介するような
サービスサイトについて、次号から検証す
る予定だ。
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多様化するオンラインサービス
ショッピングサイト以外に、ユーザーの「かゆいと
ころに手が届く」サービスを提供するサイトが急増
している。その一例として生活を便利にするお役
立ちサイトをいくつか紹介しよう。

©Access Media/impress,2003

【インターネットバンキング】
インターネットバンキングの利用経験 N=2742
わからない
1.0％

webtrunk
http://www.webtrunk.co.jp/

利用していない
36.0％

オフシーズンの洋服や本などすぐに使わない荷物
を、1箱から預けられるトランクルーム。オンライン
で発送や引き取りの依頼、預けている荷物の確認
ができる。

利用している
63.1％

医療ネット
http://www.iryo-net.jp/

最寄りの医療機関が検索できるほか、人間ドック
や歯科医院など、医療機関を検索し、見積もりや
治療内容を確認後、診療予約ができる。
GEOLAND
http://www.geoland.jp/

オンラインでCD・DVDレンタルの申し込みがで
きる。貸し出し・返却は郵便・メール便で行う。忙
しくて借りに行けない、うっかり返し忘れてしまう
人にうれしいサービスだ。

©Access Media/impress,2003

Gポイント・ネットワーク
http://www.gpoint.co.jp/

さまざまなショッピングサイトで独自に発行してい
るポイントをまとめられるポイントサービスサイト。
あちこちにちょっとずつ貯まったポイントを1つに
まとめられれば、欲しい品物がゲットできる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

サービスサイトを利用する条件

情報の多さと使いやすさを重視する
では、実際にオンラインサービスを利用

オンラインショッピングサイトを選択する際にもっとも重視する点 N＝2281

する場合、たくさんのサイトの中から実際
33.5％

商品に関する情報量

に利用するところを選ぶにあたって、ユー
ザーはどのような点を重視するのか。

使いやすさ

代表例として利用経験者の多いオンラ
インショッピングを見た場合、インターネ

30.6％

送料

12.5％

9.8％

決済操作

ット白書2003によると、まず重視するのは
商品に関する情報量だ。実際に手にとっ
てみることができないだけに、写真の豊富
さや商品情報、サイズ・色などの説明がき

6.4％

会員登録による特典

4.3％

カスタマーサポート
（アフターケア）

リアル店舗との複合利用によるメリット

ちんとされているかどうかは重要な判断材

2.8％
0

5

10

15

20

25

料になる。ショッピングカートに候補の品

30

35

40％
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物を入れておき、あとでまとめて購入手続
きができる、見積もりで価格シミュレーシ

また、手数料や送料も気になる。手数

し、会員登録のメリットも同様だ。次回か

ョンができるなど、使いやすいサイトもポ

料は、ショッピングサイトに限らず、あらゆ

らのオンラインサービスの具体的な検証

イントが高い。

るオンラインサービスで気になる項目だ

にあたり、このような点を重視したい。

オンラインサービス利用体験エピソード
ポイントが貯まるサイトを利用
（20代・女性）

現状のオンラインサービスに対するユーザーの感想や体験談の一部をここで
紹介しよう。ここでは複数のサイトについての感想だが、次号では、毎月1つ
の新サービスを深く掘り下げ、率直なレポートをお送りする予定だ。

納品スピードで選ぶ

手数料が安いサイトを選んでいる
（30代・女性）

（30代・女性）

同じものを買うなら、ポイントが貯まるショッピングサイトを利用

申し込んですぐ手に入るサイトが便利。在庫があれば24時間

新生銀行はどこの銀行に振り込んでも振り込み手数料が0円

するようにしています。買い物額に応じて航空会社のマイレー

以内に発送……という
「Amazon.co.jp」でよく本やCDを買い

でお得。引き出しも新生銀行やアイワイバンクのATMなら手

ジが貯まる
「ネットマイル」
などでよく買い物していますね。資料

ます。中古品との価格比較もできるので、新品でなくても構わ

数料無料、郵貯や他の銀行でも手数料がキャッシュバックさ

請求やメールマガジンの登録などでもポイントがもらえます。

ないものなら中古で安く買えるのも魅力です。

れます。

反応が遅くてがっかり

よく確認せずに申し込んだら…

読者モニターを募集します！

（40代・男性）

（40代・女性）

ペンションを予約しようと検索し、サイトに宿泊申し込みフォ

ダイエット食品の購入を申し込んだのですが、いっこうに品物

ームがあったので利用したのですが、いっこうに返事が返っ

が送られてこないんです。あとで確認したら代金を先に銀行振

てきません。結局電話で問い合わせました。一応サイトを作

込する仕組みになっていたんですね。説明が小さくて見落とし

ってはあるものの、ほとんど更新もせず、あまり活用していな

ていました。代引きやクレジットカード決済など、いくつか支払

いところもあるようです。

方法が選べるサイトにすればよかったです。

この連載では、生活を便利にする新しいオンラインサービス
をいち早く検証します。そこで、実際にサービスを使い、その
感想をレポートしてくれる読者モニターを募集します。費用は
すべて編集部が負担しますので、住所、氏名、年齢、メール
アドレスを記入のうえ、下記のメールアドレス宛てにお気軽に
ご応募ください。
メールアドレス：

今月の新着サービス
◎翻訳仲介サイト
「トランスマート」
http://www.transmart.net/

im-newlife@impress.co.jp

新たに始まったちょっと気になるサービスを毎月数個紹介するのが、このコーナーだ。

◎会社生活の友
「セレクト＆カスタム
ショップ」
http://www.scshop.jp/

登録している翻訳者のプロフィール

OL向けのセレクト商品やカスタム

や専門分野などを参考にスキルを

メイド商品を扱う。ギフト券をもら

確認し、翻訳をオンラインで依頼

った人が、有名フラワーコーディネ

できる。指名の多い翻訳者をラン

ーターに自分の好みを伝えたうえで

キングで表示するので、人気の高

アレンジメントを作ってもらえるフラ

い翻訳者が一目でわかる。また、ま

ワーギフトサービスを開始した。せ

だサイトに登録したばかりの経験の

っかくもらったが好みの花ではなか

浅い 道場生 に安い価格で依頼

ったということがなくなり、喜ばれる

するなど使い分けもできる。

はずだ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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