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はじめに

2010年から、インターネットに接続されたパソコン（以下PCと略す。）上で買い物を行うイ

ンターネットショッピング（以下 IS と略す。）を始め、これまでに約 180 の品物を買いました。

IS では、実際の品物が見られないというディメリットがありますが、通常の店舗より安く買え

る、通常の店舗では売られていないような物が買えるなどのメリットがあります。

以下に IS のメリットや、方法、気を付けること、またこれまでに購入した物を紹介します。
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1． IS とは

IS とはインターネットに接続された PC を使い、インターネット上の店舗で買い物をするこ

とです。インターネット上ですから実際の店舗ではなく、したがって「仮想店舗」と呼ばれま

す。

IS は実社会での出前配達に似ていて、これと対比すると IS がよく理解できます。表 1 に

出前配達と IS の対照を示します。

表 1 出前配達と IS の対照

No. 項目 出前配達 IS

1 注文品の

決定

家庭に配られたメニュー表

を見て注文品を決める。

PC 上の仮想店舗のカタログで注文品

を決める。

2 注文 店舗に電話を掛け、注文内

容と自宅住所を告げる。

仮想店舗に、注文品、注文者情報、決

済方法を伝える。（注文画面にこれら

の情報を記述する。）

3 配達/

納品

店舗の配達員が注文品の

配達を行う。

仮想店舗が宅配便やメール便などを

使い、注文品を配達する。

4 支払い/

決済

多くの場合、現金で支払

う。（最近はクレジット決済

も可能な店舗もある。）

銀行振込、クレジット決済、代引き（後

述）などが可能で、代引きの場合は、

宅配便業者に代金を支払う。

2． IS の特徴

IS には以下の特徴があります。

（1） 品数が豊富

仮想店舗なので、実際の品物を展示したり店舗に在庫を持ったりする必要がありません。

したがって売ることが可能な品物の全てを展示（インターネット上で表示）することができ、

実際の店舗とは比べようもないくらい品数が豊富です。また、実店舗で複数の店舗を見て

回るには歩き回る必要がありますが、インターネットではマウスのクリックだけで色々な仮

想店舗に入れます。簡単に色々な仮想店舗を見て回れるので、その分購入可能な品数が

豊富です。

（2） 店舗間での価格比較が容易

実店舗での価格比較は、新聞の折り込み広告で行うか、実際に店舗に行って行います。

自宅近隣の店舗に限られますので、多くて数店舗の価格比較しかできません。

IS では、実店舗に行かず PC 上で価格比較を行うので、価格比較が容易に行えます。ま

たインターネット上の全仮想店舗間で価格比較が行えるので、多くの仮想店舗間での価格

比較が容易に行えます。

仮想店舗間の価格比較を行うホームページ（例えば、「価格.com」）もあり、ISでは価格比

較が容易に行えます。
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＜余談＞

IS では全国の仮想店舗から購入可能で、実際私は九州、四国、中国、関西、関東の

色々な店舗から買っています。

（3） 安価

仮想店舗では、実際の店舗や在庫のための倉庫を持つ必要がないので、それらに掛か

る経費が不要です。また、説明したり販売したりする店員が不要のため、店員の経費も不

要です。したがって、これらの経費分品物を安く売っても仮想店舗は運営が成り立つので、

一般に IS では実店舗より安価に品物が購入できます。

（4） 色々な決済方法

実店舗の買い物での支払いは、通常現金かクレジット決済になりますが、IS での支払い

には、クレジット決済、銀行振込、郵貯振込、コンビニ支払い、代引きなどが可能です。以下

それぞれについて説明します。

（a） クレジット決済

購入手配画面にクレジット番号を打ち込みます。仮想店舗ではこの番号が支払い可能化

の判定を即座に行い、支払い可能であれば注文を受け付け、品物の発送作業に取り掛か

ります。クレジット決済では決済の手数料は発生しません。

クレジット番号を打ち込むので、番号を悪用される恐れがあります。したがって、信頼でき

る仮想店舗でしか使えません。

（b） 銀行振込

仮想店舗に発注すると、仮想店舗の銀行口座の番号を伝えてきます。この口座に代金

を振り込んで、仮想店舗が振込を確認すると品物の発送作業に取り掛かります。代金があ

る期間内に振り込まれないと、注文はキャンセル扱いになります。

振込は実際の銀行、PC 上の銀行口座から行えます。通常振込手数料が発生し、これは

注文者が支払います。

インターネットでの振込は発注者の銀行口座を特定することになるので、セキュリティが

厳しくなっています。

＜補足＞

横浜銀行の口座から他の口座に振り込む場合、今までは横浜銀行のホームページに１

つの個人パスワード（以下PWと略す。）でログインし、振込作業が行えました。今はもう1つ

の PW が無いとで振込ができない仕組みになっていています。この仕組みには 2 つの方法

（追加 PW方式とワンタイム PW方式）があります。

追加 PW 方式は、振込を行う際に銀行に連絡をすると、銀行からメールで１つの追加 PW

が送られてきて、振込の際にこの PW を打ち込む方法です。

ワンタイムPW方式は、１分ごとにランダムのPWを発生させる機器があり、振込の際にこ
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の PW打ち込む方法です。ワンタイム PW方式のPW発生器は銀行に申し出れば無償で頂

けます。

振込には手数料が発生し、金額は振込金額によって決まります。（3 万円未満は\210、3

万円以上は\420）

（c） 郵貯振込、コンビニ支払い

郵貯振込は郵便局に出向き、連絡を受けた仮想店舗の銀行口座に代金を振り込む方法

です。コンビニ支払いはコンビニに出向き、仮想店舗から送られてきた書類に基づき代金を

支払う方法です。いずれも支払いに対して手数料が発生し、これは注文者が支払います。

仮想店舗側で入金が確認されて、注文品の発送作業が開始されます。

（d） 代引き

宅配便の受け取り時に代金を支払う方法で、仮想店舗としては品物と交換に、確実に代

金を受け取ることができます。この方法では、仮想店舗は宅配業者にこの代引き業務を依

頼しているので手数料が発生し、その手数料は発注者が支払うことになります。この手数

料は銀行振込、郵便振込、コンビニ支払いなどの手数料よりかなり高くなっています。

（5） レアル品（珍しい物）がある、

通常の店舗では在庫するのが不可能のような物もISでは展示できるので、レアル品など

も購入可能です。レアル品としては、マニア向けの物、大きすぎて店頭で展示できない物、

売れ残り品、修理・再生品、競売品などです。

（6）実物が見られない、店員の説明が受けられない

IS では実物が見られません。写真は載っていますし、大きさの寸法も記載されているの

ですが、やはり実物を見ないと実物の感じがつかめません。また仕様も記載されています

が、店舗の店員による説明のほうがはるかに分かりやすいものです。したがって IS で買う

品物はよく理解できている物、実店舗で一度見ている物、国内的、世界的に仕様が統一さ

れている物などが適しています。

私は欲しい物は実店舗で実物を見て、店員の説明を受け、販売価格、値切り可能価格

などをチェックします。その後「他のお店も見たいから。」と言って買わずに帰宅します。2、3

店チェックし、帰宅後 IS で当該品の販売価格と仮想店舗をチェックし、IS のメリットが感じら

れれば IS で手配します。

3． IS に必要な物

IS に必要な物を記述します。

（1）インターネットに接続する PC

インターネットに接続する方法として、ダイアルアップ、ADSL（Asymmetric Digital

Subscriber Line）、光通信などがあります。ダイアルアップは電話回線でインターネットに接
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続するため、通信速度が速くありません。また、利用料は通常の電話と同じで、接続してい

る時間分支払います。ADSL の通信速度は契約内容で決まり、利用料（定額）は通信速度

で決まります。光通信は最高の通信速度で利用料は定額です。ここで定額というのは、一

月どれだけインターネットを使用しても一定額ということです。

IS では色々な仮想店舗をアクセスし、また色々な商品を検索するので、インターネットの

接続時間は長くなります。また検索の早さも重要なので、接続方法は ADSL または光通信

が最適です。

＜補足＞

今はダイアルアップやSADSLを利用している方は少なく、ほとんど光回線です。またケー

ブル TVの回線も高速インターネット接続が可能なため、これを使っている方も多いです。

（2）クレジットカード

IS の支払いとして前述のように、クレジット決済、銀行振込、郵貯振込、コンビニ支払い、

代引きなどがあります。銀行振込、郵貯振込、コンビニ支払いは、銀行、郵便局、コンビニ

に行くという面倒があります。（銀行振込はインターネットでの手続きも可能です。）代引き

は自宅でお金を支払うことが、手数料が高額です。

クレジット支払いは在宅のまま支払いができ、また手数料も不要のため最も便利と思い

ます。

＜余談＞

私は 2枚のクレジットカードを持ち、以下のように使い分けています。

（1）シナジーJCB カード（ETC カード併用）

月間の利用料金が 7 万円以上でガソリン代が 7 円/ℓ引きになるので、このカードで全て

の支払いを行っています。全ての支払いというのは、ガソリン代、インターネット通信費、ス

マホ通信費、IS 代、クレジット支払いが可能な全ての買い物代、人間ドック費、医療費など

です。

（2）イオンカード（電子マネーの WAON の機能付き）

イオンで品物を買わなくても、電子マネーの WAON をカードにチャージ（千円以上）すると、

イオンの駐車場が 3時間無料になります。

4． これまでに IS で購入した物

以下に、これまでに IS で購入した物を紹介します。

（1） PC 関係

現在のPC（表 2のNo1）は、5台目で、4台目までは実店舗で買いました。5台目は ISで

購入しましたが、現時点特に問題は生じていません。当初無線 LAN接続が上手くいかなか
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ったので、東芝のサポートセンターに電話をして解決しました。

表 2 PC関係

No. 名前 写真 説 明

1 東芝ノート PC

（Windows 7）

4 台目の PC（Windows XP）の画面に不具合

が生じたので、急遽購入しました。OS、

Officeが異なるので、当初は使いこなすのに

苦労しました。

2 CANON

プリンター

7 年間使ったプリンターが故障したので購入

しました。無線 LAN で印刷ができます。

印刷、コピー、スキャン、CD レーベル印刷が

可能です。

3 キヤノン

互換インク

No.2 のプリンターの互換インクです。これま

でに数回購入しました。

4 ELECOM

詰替えインク

（5 色）

No.2 のプリンターの詰替えインクです。No.4

は 2 個買いました。

5 ELECOM

詰替えインク

（グレー）

6 ELECOM

光学マウス

今は PC にマウスは付属していないので、別

途買う必要があります。IS で 2 個購入しまし

た。

7 ELECOM

ワイヤレス

マウス

利便性の良さから、ワイヤレスマウスを買い

ました。

8 無線 LAN 機器 4台目の PCは LAN ケーブルでインターネッ

ト接続を行っていました。これを無線 LAN 接

続にするために、本器（PC カード型子機付）

を購入しました。

9 セキュリティ

ソフト

（Norton Internet

Security 2010）

PC3 台までのインストールライセンス付のウ

イルス対策ソフトです。
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10 フォトレコ 印画紙の写真をフォトレコの溝に通してスキ

ャンし、写真を JPG ファイルに変換する機器

です。約9,000枚の写真が、DVD一枚に収ま

りました。

11 CD－R CD-R は、IS で一番安価な物を購入していま

す。これまでに数回購入しましたが、不具合

は発生していません。

12 SD カード IS でこれまで数枚購入しましたが、不具合は

発生していません。

13 TDK MD ダンスパーティー用 CD は自作しますが、自

作 CD が上手く作動しないプレーヤーがある

会場があり、自作 CD のバックアップ用に購

入しました。

14 ARROWS X

F-02E 解説本

2013年3月に携帯をスマホに替えました。取

説は付属されていますが、難解なので解説

本を買いました。

15 microSD 8GB 2015 年にヤマダ電機でタブレット端末を買い

ました。タブレット端末で使える SD カードは

microSD なので、この microSD を買いまし

た。

16 無線マウス タブレット端末はタッチパネル方式ですが、

端末が小さいので上手くタッチできないこと

があり、マウスを使うことにし買いました。

17 USB アダプター No.16はUSB接続ですが、タブレットはマイク

ロ USB なのでこのアダプターを買いました。

18 BCI-351XLGY

グレー

No.2 のプリンター用に買いました。

（2） カメラ関係

現在のカメラ（下記 No.1）は生涯 6 台目で、3 台目からデジタルカメラです。5 台目までは
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実店舗で買いましたが、6台目は IS で安く購入しました。カメラ購入と同時に、保護フィルム、

16GB の SD カード、カメラバック、三脚、予備バッテリーも IS で手配しました。

今回バッテリーに「互換バッテリー」があるのを初めて知りました。純正品は Amazon で

\5,360 ですが、互換バッテリーは同じ Amazon で\656 でした。

表 3 カメラ関係

No. 名前 写真 説 明

1 OLYPUS

マイクロ一眼

PEN Lite E-PL3

14-42mm と 40-150mm の 2 つのレンズが付

いたダブルレンズタイプです。定価\104,801

を\32,800 で購入しました。

2 SD カード

（16GB）

No.1 のカメラに入れて使います。16GB であ

りながら\980 で購入できました。

3 HAKUBA

液晶保護

フィルム

液晶画面の保護フィルム（2 枚入り）です。ス

マホ同様に液晶の表面は、保護フィルムを

貼って保護するのが一般的です。

4 HAKUBA

カメラバック

OLYPUS マイクロ一眼PEN Lite E-PL3が収

納されている写真が載っていたので、安心し

てこれを購入しました。息子にも買ってあげ

ました。

5 HAKUBA

三脚

定価\8,190 の物を\891 で購入しました。な

んと 89％引きです。息子にも買ってあげまし

た。

6 予備バッテリー OLYPUS 純正品は高額のため、互換バッテ

リー（\656）を購入しました。昔はSDカードの

容量不足がネックでしたが、今は電池切れ

がネックで、予備は必要です。

7 Nikon

デジカメ

COOLPIX S700

No.1 のカメラの性能が安定しないので、本カ

メラを買いました。光学 20 倍、デジタル最大

4倍です。

8 カメラケース No.7 のカメラケースです。
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9 保護フィルム No.7 のカメラの液晶部の保護フィルムです。

10 マルチスタンド

(一脚)

No.7 のカメラは倍率が高いので、手振れを

生じやすいです。手振れ防止のために買い

ました。長男のビデオカメラ用に、No.11 と一

緒にもう 1 組買いました。

11 自由雲台 BH-1 No.10 と組み合わせて使います。

12 COOLPIX S7000

用バッテリー

No.7 のカメラの予備バッテリーです。純正品

でなく互換品なので安く買えました。今のとこ

ろ問題ありません。

（3） AV 機器

￥425,000 で買ったプラズマテレビが、電源を入れて画像が映るまでに 10 分ほどかかる

不具合を生じるようになったので買い替えました。Ｎｏｊｉｍａ電機より約\25,000 安く、IS で購

入しました。IS で購入したため、開梱、設置、接続を全て自分で行ないました。また、古いテ

レビは郵便局でリサイクル券（\2,835）を購入し、厚木市の回収センターへ持ち込みました。

IS では安く買えますが、それなりに体力を使う、初期設定を行う、梱包材の処分を行うな

どの面倒があります。DIY（Do It Yourself）で安価になっているという考えもあります。

表 4 AV機器

No. 名前 写真 説 明

1 SHARP

液晶 TV

チューナー部とスピーカー部が画面の裏部

にあるので、46 インチでありながら、大きさ

は前のテレビ（37 インチ）とほぼ同一です。

2 携帯

音楽プレーヤー

WALKMAN

（4GB）

MP3、WMA フォーマット対応です。下部はス

ピーカー兼充電器です。

3 CUBE USB、SD カード対応の音楽プレーヤーで、

MP3、WMA フォーマット対応です。
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4 CD プレーヤー リユース品（修理・検品された修理済みの再

生品）で購入したので、とても安価で買えま

した。現在不具合はありません。

5 シャワー

オーディオ

電源は単3乾電池4本で、音楽はSDカード

または USB に格納した MP3 ファイルです。

お風呂で使うのが最適です。子供達用も含

め、4 個買いました。

6 MP3 プレーヤー スピーカーが付属しているので、この携帯音

楽プレーヤーを買いました。ガーデニングの

作業中に使っています。

7 パーソナル

オーディオ

CD、USB、SD カード対応の音楽プレーヤー

です。ランダムプレイ、スリーピングタイマー

機能付きです。

（4） 楽器

還暦のお祝い金で「ドラムセット」を IS で買いました。これに付随して、譜面台、クラッシュ

シンバル、電子メトロノーム、教本を買いました。

1 年間はドラムの個人レッスンに通いましたが、今は止めています。たまに叩いて楽しん

でいます。

表 5 AV機器

No. 名前 写真 説 明

1 ドラムセット 構成は、バスドラム、スネアドラム、12 インチ

タムタム、13 インチタムタム、フロアタム、ハ

イハットシンバル、ライドシンバルです。

2 クラッシュ

シンバル

ドラムセットにクラッシュシンバルが付属され

ていなかったので、追加で購入しました。シ

ンバルのスタンドも合わせて購入しました。

3 譜面台 折りたたみ式です。ドラムセットの横に置い

ています。
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4 電子メトロノーム 単 4 電池 2 本使用の電子メトロノームです。

電子メトロノームなので、テンポ、リズムが

色々と変えられます。

5 ジャズドラム

入門

練習のための CD が付属しています。

6 電子キーボード 孫用にと買ったのですが、ちょっと高機能な

ので自分で楽しんでいます。

（5） Music Toy

LITTLE JAMMER meets KENWOOD は、在職時に東急ハンズで初めて見ました。欲しか

ったのですが、おもちゃに￥21,000 を使う気にはなれず、その時は購入を断念しました。

2010年に ISで、LITTLE JAMMER PRO. tuned by KENWOODが安価（定価\52,500、販売価

格\16,800）で売られているのを見つけ、早々に購入しました。これが ISの最初です。

PROの購入でMusic Toyの魅力にとりつかれ、表6に示すMusic Toy を次から次に買い

求めました。

表 6 Music Toy

No. 名前 写真 説 明

1 LITTLE

JAMMER PRO.

tuned by

KENWOOD

プレーヤーがジャズに合わせて動く、「大人

のためのエンターテイメント・オーディオ」で

す。音楽カートリッジが 1 本付属しいていま

す。

2 ヴォーカリスト

美空ひばり

LITTLE JAMMER PRO.（No.1）のオ

プションプレーヤーです。それぞれ

に音楽カートリッジが 2 本付属しい

ています。

3 カートリッジ LITTLE JAMMER PRO.（No.1）の音楽カート

リ ッジです。 Standard 、 Ballad 、 Screen 、

Vossa、など全部で 6本買いました。

4 LITTLE

JAMMER

meets

KENWOOD

プレーヤーがジャズに合わせて動く、「大人

のためのエンターテイメント・オーディオ」で

す。音楽カートリッジが 6 本付属しいていま

す。



- 12 -

5 HOME JUKE

BOX

外観デザインは、’60 年代に流行したレトロ

な樽型タイプです。ジュークボックスの最大

の魅力のディスクチェンジを行ないます。

6 LIVEDREAM

ROCK BAND

LIVEDREAM

JAZZ BAND

ステージに楽器を乗せると、その

楽器の演奏パートが再生されま

す。Rock と Jazz の 2種類がありま

す。

7 GRAND

PIANIST

サイズはグランドピアノの約6分の1です。ク

ラシック音楽、ジャズ、ポップスなど 100 曲の

データが本体に内蔵されており、自動演奏

機能により演奏を行います。

8 ミニチュア楽器

（ピアノ、バイオ

リン、など）

ミニチュア楽器です。ディスプレイのテーマを

「ピアノ五重奏」にし、ピアノ、ハープ、フルー

ト、バイオリン、チェロをそろえました。

（6） 日用品

高価な家電品は家電量販店で実物を見て、大きさや使い勝手などを確認しています。気

に入った物は型名と価格をメモし、一番安いインターネットの仮想店舗で買っています。

表 7 日用品

No. 名前 写真 説 明

1 加湿器 2010年に購入しました。乾燥しがちな冬季に

使っています。

2 スピンモップ テレビショッピングで宣伝されている回転モッ

プです。子供達や友人用を含め、計 4 台購

入しました。使い勝手はなかなか良いです。

3 シャムワオ テレビショッピングで宣伝されている、吸水量

が大きい布です。貯まったポイントで買いま

した。子供達や友人に分けてあげました。

4 ひんやり

ジェルマット

2011 年は猛暑ということで、自分用の他に、

子供達や友人用にと計 5枚買いました。
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5 OMRON

体重体組成計

人間ドックの inbody（体内の組成が分かる検

査）で、体内脂肪が増え総合評価が前年より

4 ポイント下がったのをきっかけに購入しまし

た。

6 超軽量四輪

ソフト

キャリーケース

8 年間使ったキャリーケースが壊れた（足の

ローラーが破損）ので、楽天のポイントで購

入しました。アウトレット品なのでメーカー品

ながら安価で買えました。

7 HITACHI

サイクロン

掃除機

Nojima Online（Nojima のインターネットショッ

プ）で購入しました。実店舗より\3,200 安く買

えました。実物は実店舗で予め見ていまし

た。

8 整水器交換

カートリッジ

Panasonic のアルカリイオン整水器の交換カ

ートリッジです。交換とともに、オーバーホー

ル剤で内部を洗浄しました。カートリッジはこ

れまでに 2回交換しました。

9 整水器

オーバーホール

剤

10 スリムファン スリムタイプの扇風機です。これもリユース

品として安価で購入しましたが、問題なく使

っています。

11 エアロ

マグネティック

バイク

AFB4010

運動不足解消のために購入しました。

12 Panasonic

シェーバー

（電池式）

今まで使っていた旅行用の電池式シェーバ

ーが故障したので、新たに購入しました。

13 Barista TAMA 誕生日プレゼントで頂いた Barista が壊れた

（底部より水漏れ）ので、2014年 10月にモデ

ルチェンジした Barista TAMA を買いました。

14 こわれせんべい 楽天のポイントの使い道に迷って、無難なせ

んべいを買いました。こわれせんべいなの

で、価格の割に大変お得でした。
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15 マグライト 誕生日プレゼントにもらったマグライトが壊

れたので、本品を購入しました。

16 T-fal

電気ケトル

ドンキーで買った安価な電気ケトルが壊れた

ので、T-fal製を買いました。前のものに比べ

ると、沸騰する時間が格段に早いです。

17 ロングライフ

パッド

ヤマダ電機で買った「低周波マッサージ器」

のパットの粘着力が低下したので、本品を買

いました。

18 繰り出し位牌 必要になり購入しました。今は仏具店もイン

ターネットに仮想店舗を設けています。

19 クリーン

フィルター

上記No.8の、「HITACHI サイクロン掃除機」

のフィルターが壊れたので、yodobashi.com

から買いました。

20 カシオ

電子辞書

十数年前に買った電子辞書が壊れたので買

いました。前の物より安価ですが、カラー表

示になり音声がサポートされました。

21 ルンバ 654 友人が買って、ゴミがよく取れるというので、

IS（ショップチャンネル）で買いました。確かに

よくゴミが取れます。

（7） 家屋・外構用品

ガーデニング、日曜大工、DIY も趣味の一つで、当初はこれらに必要となる道具は実店

舗で買っていました。（実店舗で買った物は、電動丸鋸、充電式電動ドリル、電動インパクト

ドライバー、電動ジグソー、など）

IS を初めてからは、道具が安価で売られていることを知り、今は IS で買うようにしていま

す。
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表 8 家屋・外構用品

No. 名前 写真 説 明

1 マキタ

生垣バリカン

隣家との境に「紅カナメ」を植えていて、今ま

では数時間掛けて剪定ばさみで剪定を行な

っていました。今は片付けを含め、約 1 時間

で終えるようになりました。

2 ケルヒャー

高圧洗浄機

汚れがよく落ちます。使っている場所は、2

階ベランダの床、レンガの表面、駐車場のコ

ンクリート床、マイカーなどです。

3 木製ガーデン

パラソル

最初のガーデンパラソルが不具合（布に穴、

骨部が折損）になったので買いました。これ

が突風で吹き飛ばされて壊れたので、また

同じ物を買いました。

4 万田

アミノアルファ

マグネシウムを配合した濃縮液体肥料で

す。植物がよく育つと、評判になっています。

5 トイレ用

パイプファン

二階のトイレに換気扇が無かったので取り

付けることにし、部材をインターネットショッピ

ングで安価に購入しました。取り付けは専門

業者に依頼しました。

部材を自分で手配することにより、業者の見

積もりより￥13,700 節約できました。

6 エクステリア用

部材

7 TOTO

ウォシュレット

二階のトイレ用に買いました。設置は DIY

で、自分で行いました。

（8） 癒し品

日常の生活では必需品ではありませんが、癒されるということで表9に示す物を購入しま

した。No．8 のマッサージチェアは一番重宝していて、毎日朝夕に使っています。

表 9 癒し品

No. 名前 写真 説 明

1 万華鏡 天井に投影する万華鏡です。投影される模

様は、中に入れる物（ビーズ、小ネジ、など）

で決まり、色々な模様が投影されます。
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2 家上げ花火 天井に投影する花火です。花火のパターン

はフィルムに印刷されており、フィルムを入

れ替えることにより、色々な花火が楽しめま

す。

3 オルゴール 防水タイプのオルゴールで、お風呂でも使え

ます。曲は「星に祈りを」です。

4 アロマ

ディフューザー

超音波の振動で、繊細なアロマミストを

吹き出します。７色に変化するグラデー

ションライトは綺麗です

5 ホームスター

アクア

家庭用のプラネタリウムです。防水タイプな

ので、お風呂で星空が楽しめます。

6 シルバニア

ファミリー

ミニチュア工作で「ツリーハウス」を作りまし

たが、このツリーハウスで遊ぶ人形として購

入しました。

7 たまごっち 昔流行った「たまごっち」の現代版です。昔よ

り高価ですが、他のたまごっちと通信できる

など、色々とグレードアップしています。

8 マッサージ

チェア

以前から欲しかった物で、Nojima Online で

買いました。

9 平山郁夫 私の

スケッチ技法

平山郁夫さんのスケッチを見る機会があり

感動したので、本書を買いました。

10 テトラ

プランクトン

我が家で飼っている熱帯魚の「ネオンテトラ」

の餌です。

11 後朱印関係の

図書

・御朱印でめぐる関東の神社 週末開運

さんぽ

・戦国武将ゆかりの神社とお寺でいただく

御朱印ハンドブック
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12 歴史関係の

図書

・日本の歴史大事典

・日本の歴史人物大事典

・戦国武将大事典

13 「地図」関係の

図書

・地図でめぐる神社とお寺

・旅に出たくなる地図 関東甲信越

（9） ゲーム、おもちゃ、模型

表 10 にこれまでに購入した物を示します。

表 10 ゲーム、おもちゃ、模型

No. 名前 写真 説 明

1 ROBO-Q 高さが 3cm ほどのミニロボットです。頭の左

右にセンサーを持ち、物を追いかけて進むこ

とができます。

2 Airguiter 機器から出ている光（見えません）を、ギター

を弾くように手で遮ると音が鳴ります。

3 望遠鏡 貯まったポイントで買ったおもちゃの天体望

遠鏡です。実用に耐えません。

4 ドラえもん 落ちないように積み上げて遊ぶ、ドラえもん

の人形です。

5 電脳迷路ゲーム

A~!!

パチンコ玉より少し小さい球を、決められた

レールに沿って移動させるゲームです。所々

でレールから落下しやすい難所があります。

6 幻の海賊船

「ゴールデン

ハインド

自作キット」

木製の組み立てキットです。組み立て、色塗

り、ロープ張りで、完成までに4日間を要しま

した。
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7 日食メガネ 2012 年の夏に「皆既日食」がありましたが、

これを見るために購入しました。当日は曇り

で、観察できませんでした。

8 明治ミルクチョコ

パズル

ホワイトデーのプレゼントとして購入しまし

た。本物とペアでお上げしました。

9 ポッキーショック ホワイトデーのプレゼントとして購入しまし

た。本物とペアでお上げしました。

10 メタリック

ナノパズル

はやぶさ

相模原市の JAXA を見学したときに、「はや

ぶさ」の模型展示を見ました。Amazon で模

型を見つけたので購入しました。

11 イタイワニー

グリーン

口を開けた状態で歯を押して、当りの歯を押

すと口が閉じるおもちゃです。孫は怖がっ

て、まだこのおもちゃの面白さが分かりませ

ん。

12 黒ひげ危機一発 「イタイワニーグリーン」同様に孫は怖がって

います。

13 MRJ MRJ は、三菱航空機を筆頭に開発・製造が

進められている 92 人乗りの小型旅客機で

す。2015 年 11 月 11 日に初飛行に成功しま

した。写真は MRJ のプラモデルです。

14 名城 No.1

熊本城

2012 年 11 月に熊本城を観光しました。その

熊本城は、2016 年 4 月の熊本地震で大きな

損傷を被りました。

（10） 孫へのプレゼント

長女家族に女の子が、長男家族に男の子が誕生しました。その孫へのプレゼントとして

表 11 に示すものを買いました。
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表 11 孫へのプレゼント

No. 名前 写真 説 明

1 Aprica

チャイルドシー

（ディアターン）

赤色が長女方の孫用、黒色が長男方の孫

用です。ISでは赤色は10％のポイントが、黒

色は 19％のポイントが付きました。

2 Aprica

ベビーカー

（カルーンプラ

ス）

長女の要望でこれにしました。10％のポイン

トが付きました。

3 Aprica

ベビーカー

（エアリア）

長男の要望でこれにしました。14％のポイン

トが付きました。

4 テディベア 楽天のポイントで買いました。

5 ポータブル

ブーブ

公園レーサー

長女方の孫へのプレゼントとして購入しまし

た。

6 ポコポッテイト

ぬいぐるみ

ムテ吉

楽天のポイントで、2 つ買いました。

7 わんぱくジム 元気の良い長女方の孫用に買いました。好

評です。

8 アンパンマン

ふわふわ

サッカーボール

元気の良い長女方の孫用です。

9 ポコポッテイト

お砂場セット

長女の家は海まで約 100ｍの位置にあり、

孫がこれを使って浜で遊べると思います。
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10 2WAY

ごきげんチェア

床に直接置く他、食卓の椅子に置ける子供

用の椅子です。我が家の食卓の椅子にセッ

トしています。

11 パンパース IS 購入がはるかに安価ということで、長男方

の孫用に買いました。

12 2 カラー

せんせい

長女の希望で、長女方の孫用で買いまし

た。孫には好評です。

13 DEEPER

ペダルなし

自転車

自転車乗りへの移行がスムーズということよ

り、誕生日祝いに購入しました。

14 アンパンマン 長女方の孫用で買いました。

長男方の孫には、読売新聞の

販売店から頂いた「ジャビット

人形」を上げました。

15 シルバニア

ファミリー お家

長女の希望で、長女方の孫用で買いまし

た。

16 アンパンマン

リュックサック

レッド

長女方の孫用で買いました。

17 アンパンマン

リュックサック

ブルー

長男方の孫用で買いました。

18 アンパンマン

わんぱく

ライダー

No.5をまだ長女方の孫が使うので、これを長

男方の孫用で買いました。

19 おりたたみ

ロングスロープ

キッズパーク 2

プラス

長女方の孫に No.7 を買いましたが、長男方

の孫にこれを買いました。ブランコ、鉄棒、ジ

ャングルジム、すべり台がついています。
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20 クールトップ

サンシェード

ワンタッチで広げたり、閉まったりできる日除

けテントです。ピクニックなどに最適です。

21 にぎやか

ツリーハウス

長女方の孫の、誕生日祝いに買いました。

孫は No.15 と一緒に遊んでいます。

22 ちびっこ空港

セット JAL

長男方の孫は乗り物のおもちゃが大好きな

ので、これを買いました。

23 ダンボール甲冑

伊達政宗キッズ

コスチューム

毎年5月 3日に小田原北條五代祭りが開催

され、甲冑を身につけた武者が行進します。

長男方の孫に着せ写真を撮りました。

24 和太鼓 長男方の孫が太鼓好きなので、これを買い

ました。

25 スプナーボード TV で紹介され面白そうだったので買いまし

た。バランス感覚を養うのに効果がありそう

です。

（11） 贈り物

実店舗で買って自ら梱包し、宅配業者に配達を依頼するという手間がないので、IS は非

常に便利です。しかも、実店舗より安価で送料無料なので、価格面でもメリットがあります。

表 12 贈り物

No. 名前 写真 説 明

1 T-fal ケトル 強力な電熱装置を備えた瞬間湯沸かし器で

す。子供に買ってあげました。

2 花

（母の日ギフト）

5 月の第 2 日曜日は「母の日」で、プレゼント

として送りました。
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3 サプリメント

（グルコサミン＋

コンドロイチン）

ひざの痛みの緩和に効果があるというサプ

リメントです。武田食品自然、サントリーな

ど、色々なメーカーから発売されています。

4 和ぞうすい 1食が38kcalの低カロリー食です。肥満防止

に役立つそうです。

5 T-fal ケトル 強力な電熱装置を備えた瞬間湯沸かし器で

す。母に送りました。

6 オムロン

低周波治療器

体に貼った 2 つのパットを通じて体に電流を

流し、筋肉を動かす装置です。2 つのパット

間の部位で、もむ、たたく、さするなどの感覚

が得られます。

7 エアロ

マグネティック

バイク

AFB4111

長女の夫が、我が家のバイクに乗って調子

が良いと言うので、もう一台買ってプレゼント

しました。

8 エアロ

マグネティック

バイク

AFB4709

弟が欲しいというので、弟宅への配達で手

配しました。

9 マッサージ

チェア

我が家のマッサージチェアが心地良いので、

弟に買って送りました。

（12） 旅行

旅行のチケットや、ツアー券などは、通常駅や旅行会社で買い求めますが、これらも IS

で購入できます。IS と同様に、色々な旅行会社のメニュー、価格が比較できますので、安価

にチケットやツアー券を購入することもできます。

航空券に関しては、通常 JAL、ANA などのホームページからチケットを購入します。株主

優待券を使って安いチケットを手配する旅行会社があり、急にチケットが必要になった場合

は、このような旅行会社から購入します。

ツアーに関しては、クラブツーリズム、阪急交通社など色々な旅行会社があり、旅行プラ

ンと価格を比較しながら選びます。

「旅ナビ」などは、往復航空券とホテル宿泊がセットになったプランを販売しており、自分
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だけの旅行プランが実現できます。しかも閑散期は価格がとても安く設定されていてお得で

す。

5． IS で利用するホームページ

以下は私がよく利用する IS のホームページです。

（1） ショッピング関係

Amazon：http://www.amazon.co.jp/

Yahoo：http://shopping.yahoo.co.jp/

楽天：http://www.rakuten.co.jp/

ジャパネットたかた：http://www.japanet.co.jp/

ショップチャンネル：http://www.shopch.jp/JscTop.do

Nojima Online：http://online.nojima.co.jp/

価格.com：http://kakaku.com/

（2） 旅行関係

クラブツーリズム：http://www.club-t.com/

阪急交通社：http://www.hankyu-travel.com/

旅割ドットコム：http://www.tabiwari.com/

楽天トラベル：http://travel.rakuten.co.jp/
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