第1回

インターネットでどこまで生活は便利になるか？

オンライン
DVDレンタル
サービス
情報誌でチェックした新作も、忙しくてショップ
に出向いて借りに行くヒマがない。借りたら借り
たで、ついうっかり返却期限を忘れてしまい、高
い延長料金を支払うハメに……。

有料
サービス
＆サイト
徹底検証

そんな忙しい現代人のニーズに応えてくれるよう
な、オンラインで貸し出し手続きができるDVD
text : いちばゆみ

レンタルサービスが続々登場している。さっそく、
その使い勝手を試してみよう。

毎月2,000円程度の会費を支払えば

DVDはいつまでも借り放題！
今 回 テストした の は 、
「DISCAS」
「DVDZOO」
「GEOLAND」
「ぽすれん」の

DISCAS
http://www.discas.net/

DVDZOO
http://www.dvdzoo.jp/

4サイトのDVDレンタルサービス。どれも、
毎月一定額の会費を払っておけば、オンラ
イン上で借りたいDVDを探して貸し出し
の申し込みができ、数日後に郵送（または
宅配便会社のメール便サービス）
で手元に
届く仕組みになっている。返却も、同梱さ

タイトル数：6064タイトル（9月16日時点）
料金：年会費なし。月2,980円（無制限）
または月1,880
円（10枚まで）
ほか数コースあり
（10/1〜）
お試し期間：1か月
一度に借りられる枚数：2枚／3枚／4枚
支払い方法：クレジットカード決済
携帯電話からの利用：可
特徴：アダルトDVDタイトルの表示・非表示が選べる。
芸能人・著名人のリコメンド記事やテーマ別のスタッ
フセレクションがある。

れてきた返却用のビニール封筒に入れて
最寄りのポストから郵送するだけととって
もお手軽。忙しくて、近所のレンタルビデ
オショップにもなかなか立ち寄れないとい
う人には、便利なサービスだ。

タイトル数：5900タイトル（8月現在）
料金：年会費2,000円。月2,980円（無制限）
ほか数コ
ースあり
お試し期間：2週間
一度に借りられる枚数：2枚または4枚
支払方法：クレジットカード決済
携帯電話からの利用：可
特徴：DVD機器レンタル付き年間コース
（32,780円）
あり。23区内なら16時までの注文で19時半までに届
くEXPRESS便も利用可（別途1枚につき490円）
。

支払いはクレジットカード払いが主流
で、今回紹介するサービスのうち「ぽすれ
ん」のみコンビニ決済や郵便振替も可能。
オンラインDVDレンタルの一番の特徴

GEOLAND
http://www.geoland.jp/

ぽすれん
http://posren.com/

は、返却期限がないこと。見終わるまで
何日借りていてもOK。2泊3日の新作を
借りたものの、結局見る時間がなくて延
長した経験を持つ人には、自分のペース
でゆっくり見られるから安心だ。
タイトル数：DVD5000、CD6500タイトル
（9月16日時点）
料金：年会費1,000円。DVDのみ2枚コース月1,980
円、DVD+CD3枚コース月2,980円、DVD+CD5枚コ
ース月3,980円
お試し期間：なし
一度に借りられる枚数：2枚/3枚/5枚
支払方法：クレジットカード決済
携帯電話からの利用：不可
特徴：CDレンタルも行っている。料金コースにより、最
大で1回にCD・DVD合わせて5枚まで借りられる。

返却したら次の DVD が借りられるよう
になる。1か月に何回借りても、かかるの
は月会費のみ。たとえば、TSUTAYA渋谷
店の場合、1枚あたり新作2泊3日で420
円、1 週間で 570 円、一般作なら1 週間
370円。借りる枚数によっては、オンライ

タイトル数：7142タイトル（9月16日時点）
料金：年会費1,000円。月1,980円（12/31まで継続）
お試し期間：2週間
一度に借りられる枚数：2枚
支払方法：クレジットカード決済・郵便振替・コンビニ
携帯電話からの利用：可
特徴：1枚500円（＋送料180円）
で7日間借りられる
「ワンコインレンタル」サービスもある。土日も発送対
応。おすすめのタイトルをランダムに表示する
「ランダ
ムオススメボタン」
を用意。

ンDVDレンタルのほうがぐっとお得かも。
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貸し出し直後の人気商品は×

返却期限がないと待ち人はいつ借りられるのか……
早速各サービスに登録し、まずはレンタ

今回の評価テストで想定した貸し出しリスト

ル解禁になったばかりの話題の新作を借
りてみようと右表の上から3 タイトルをチ

タイトル名

ョイスしてみた。ところが、ほとんどのサイ

DISCAS

DVDZOO

GEOLAND

ぽすれん

キャッチ・ミー・イフ・ユーキャン

△

◎

△

×

007 ダイ・アナザー・デイ

×

◎

×

×

猟奇的な彼女

―

○

×

×

能」なものが見つからない。特にひどかっ

少林サッカー

○

◎

○

◎

たのが「GEOLAND」で、思いつくまま20

A.I

○

◎

○

◎

作品ほど貸し出し予約リストに入れてみた

ハリー・ポッターと秘密の部屋

◎

◎

○

◎

ハリー・ポッターと賢者の石

◎

◎

○

◎

バニラ・スカイ

△

◎

○

×

ウリのオンラインDVDレンタルでも、誰か

トゥーム・レイダー

×

◎

○

×

が借りたDVDはいつ戻ってくるのかわか

リトル・ダンサー

○

○

○

―

らないのが難点。第一候補の 3 枚は「か

タイタニック

○

◎

○

◎

トですでに「貸し出し中」
。
それではと、少し前に話題になったもの
を探したのだけど、なかなか「貸し出し可

ものの、すぐに貸し出し可能なものが見
当たらない状況にはがっかりだった。
返却期限がなくゆっくり借りられるのが

なり待ち」の7人以上待ちということで、1
か月以内に借りるのはほとんど絶望的な

◎即貸し出し可能

○少し待てば借りられそう

△しばらく待ちそう

×相当待ちそう

―

在庫なし

状態……。

注文方法はさまざま

見たいときに借りるか、見たいものを溜めておくか
今借りたいタイトルが貸し出し可能かど
うかが検索してすぐにわかるのは「ぽすれ
ん」
と
「DISCAS」
。一方、
「GEOLAND」
と
「DVDZOO」は自分専用の貸し出し希望
リストに入れてからでないとわからない。リ
ストに入れたタイトルは、貸し出し中の場
合、優先順位を付けて貸し出しを予約し、
借りられるのを待つことになる。いつごろ
GEOLANDの貸し出しリスト。
待ち状況が視覚的にわかる。

借りられそうかの目安がアイコンやパーセ
ントなどで表示される。ただ予約しても新
作はかなり待つ可能性が高い。
「ぽすれん」では、マイリストに登録した
タイトルも「貸し出し中」かどうかがわかる
だけで貸し出し予約はできない。借りた
い作品はリストに入れ、
「貸し出し可能」に
なるのを頻繁にチェックする必要がある。
どのサイトもリスト登録の段階ではキャ
ンセルできる。けれども、貸し出しが確定

「ぽすれん」の貸し出しリスト
は、貸し出し中か貸し出し可
能かはわかっても、貸し出し中
のものの予約はできない。

して発送作業に入ったあとのキャンセル
はできない。
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注文から到着までのアレコレ

意外に時間はかかるけど、ポスト配達で受け取れる
結局、
「GEOLAND」では今すぐ借りられるタイトルが見つから

DISCAS

DVDZOO

GEOLAND

ぽすれん

なかったので、リストに入れて待つことに。貸し出しできるように
なったらメールで発送のお知らせが届くことになっている。でも、
それが届くまでリストに入れたうちのどのタイトルがいつ発送にな
るのかわからないのはイマイチ不便。
4 サービスとも翌日中に発送完了のメールが届いたのだけど、
「GEOLAND」から発送の2枚は、リストのかなり下のほうにとりあ
えず入れた補欠候補だったのでがっかり。
届いたパッケージは思ったよりコンパクト。緩衝材すら入って
いないところもあり、
「これでDVDが割れないの？」
と驚くばかり。

DISCAS

注文から到着までの日数

8/31

DVDZOO

9/1

9/2

DISCAS

●

DVDZOO

●

○

☆

GEOLAND

●

○

☆

ぽすれん

●
●注文日

9/3

○

○
○発送済み
メール

☆

☆
☆到着日

DISCASのみ発送済みメールが夜。それ以外は朝一番〜午前中に届いた。
DISCAS以外の3サイトはすべて9月2日中に郵送にて到着。DISCASのみ翌日になった。

返却は同梱の封筒で
GEOLAND

いつでもポストに投函するだけでOK！
4サービスとも、届いたパッケージに返
却用のビニール製の封筒が入っていた。

ぽすれん
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注意」のただし書きが大きく出ているとは
いえ、郵送中の事故がちょっと心配。

返信用の切手も貼った状態なので、見終

また、パッケージがないので、映画のあ

わったらDVDを入れて封をし、最寄りの

らすじやキャストなどを確認することもでき

ポストに投函するだけでいい。
「DVDZOO」

ない。サイト上には表示があるといっても、

だけは、緩衝材のエアパッキンが入ってい

できればコピーでもいいから付けてほしか

て、それに挟んで返却するように注意書き

った。返却が確認されたら、次の2枚が借

があった。でも、それ以外は緩衝材はな

りられる。予約リストがあるサイトは、その

く、DVDを入れるスリーブケースのままや

リストの中から貸し出し可能で優先順位

りとりすることになる。送料を安くするた

の高いタイトルが送られ、
「ぽすれん」では

めのスタイルだろうけど、これはかなりシ

リストに入れたものが「貸し出し可能」に

ンプル。破損は保険でまかなわれるし、届

なっていなければ新たに貸し出し可能な

いた封筒にも返信用の封筒にも「割れ物

タイトルを探して借りることになる。
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使い勝手を重視すると

トータルで「使える！」のは「DVDZOO」
今回比較した4サービスの中で、一番使い勝手がよかったのが

DVDZOOの予約リスト

「DVDZOO」だ。通常の一回2枚貸し出しサービスのほかに、月2
枚で1,250円のライトプランや月3,980円で1回に4枚ずつ借りら
れるヘビープランがあり、自分の利用スタイルに合わせて借りる
枚数が選べる。DVDプレイヤーも借りられる年間プランもある。
とにかく一番のメリットが、話題の新作も比較的すぐに借りられる
こと。23 区内のみのサービスなのだけど、即日貸し出し可能な
「EXPRESS便」
（別途1枚につき490円）
も便利。
予約リストに入れたタイトルに優先順位が付けられるほかにも、
シリーズものは順番に借りられるように設定できる。予約リストに
入れてからでないとすぐに貸し出し可能かがわからないのが少々
不便だけれど、新作もほとんどが「もうすぐ借りられる」になってい
るので、待つのもさほど苦にならないはず。
検索方法も、フリーワード・カテゴリー別のほか、俳優別や監督
別、アカデミー賞受賞作などから選べる「Naviツール」があり、タ
イトル選びの参考にできそう。

リストに入れた作品のほとんどが「もうすぐ借りられる」
ま
たは「今すぐ借りられる」になっている。人気作品もほと
んど待たなくて済みそうだ。

注文方法と貸し出し予約の機能比較

DISCAS

DVDZOO

GEOLAND

ぽすれん

リストに登録し リストに登録し リストに登録し
たものから、貸 たものから、貸 たものから、貸
注文方法

し出し可能なも し出し可能なも し出し可能なも

随時

のを選んで 2 枚 のを選んで 2 枚 のを選んで 2 枚
ずつ送付

ずつ送付

読者モニターを募集します！

ずつ送付

貸し出し可能の確認

○

リスト登録後

リスト登録後

○

この連載では、生活を便利にする新しいオンラインサー

貸し出し予約

○

○

○

×

ビスをいち早く検証します。そこで、実際にサービスを使

優先順位

○

○

○

×

シリーズもの順番貸し出し

○

○

×

×

住所、氏名、年齢、メールアドレスを記入のうえ、下記の

リクエスト対応

○

○

×

○

メールアドレス宛てにお気軽にご応募ください。

自宅以外への送付

○

○

○

○

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
（限度額あり）
、

メールアドレス：im-newlife@impress.co.jp

今月の新着サービス
◎デジアルバム

◎Myインターネット
心電図サービス

http://www.55station.co.jp/
にしてくれるサービス。ネットから画

http://www.kccs.co.jp/
press/release/030901.html

デジカメで撮影した画像を写真集
像データを送信し、タイトルとコメン

自分で測定した心電図データをイン

トを付けて注文すると最短3日でで

ターネットを通じて専門医にチェッ

き上がる。受け取りは最寄りの55

クしてもらえる会員制サービス。別

ステーションで。1冊から申し込め、

売りのポケット心電計で測定したデ

価格は 16 ページで 1,200 円からと

ータを、内蔵された PHS データ通

良心的。子供やペットの写真集、結

信カードでメディカルセンターに自

婚の記念にアルバムを作ってみては

動送信して専門医の診断が受けら

いかが？

れる。
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