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　どこがどうなっているからどうなのかは、なかなか言

語化しにくいのだが、ARENAは使えば使うほどその
よさがにじみでてくるようなメーラーだと思う。ARENA
の魅力を伝えたくて書いているうちにずいぶん分量の

ある本になってしまった。これでも抜け落ちている部

分はかなりあるんじゃないかな、と今さらながらこのソ

フトの奥の深さに驚いているところだ。

　はじめの構想では、ぼく自身だけではなく、ダレソレ

さんはこのようにARENAを使ってますよ、という実
践レポートも書くことになっていたのだが、それも紙数

とのかねあいで収めることができなかった。そこで版元

であるポット出版のサイトに「この本のボーナストラッ

ク」を作成することになった。つまり補遺と続きはWeb
で、というわけだ。

　この本で触れられなかった話題については、Webの
ほうで展開していく予定になっている。そちらの方もぜ

ひ参照していただきたい。ちなみにURLは http:// 
www.pot.co.jp/arena/。
　また、もっと突っ込んだ話題については、ARENA
のメーリングリストがある。参加については ARENA
のサイト（http://www.arena-p.co.jp/community/）に
情報があるのでそちらを参照していただきたい。

　ARENAがあなたのメール生活をより豊かなものに
変えていくことを願いつつ。では、また。

石田　豊

yutakaishida@wakam.com

あとがき

あ と が き
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入手方法

Ver. 2.1.1
システム条件

Ver. 1.6.8
システム条件

問い合わせ先

●ダウンロード版（Ver. 2.1.1以降）
入手先…アリーナ・プロジェクト　http://www.arena-p.co.jp
アクト・ツー　http://www.act2.co.jp/
価格…3,800円（税込）
ダウンロード版の購入の際には、クレジットカード（VISA・MasterCard・
JCB）でのオンライン決済がご利用できます。
●簡易パッケージ版（Ver. 2.1.1以降）
入手先…アクト・ツー　http://www.act2.co.jp/
価格…5,500円（税込）
●通常パッケージ版（Ver. 2.1.1以降）
入手先…全国のパソコンショップ・大型電機店等でお求めになれます。
価格…店頭標準価格 6,800円（税別）

PPC版・68K版●Mac OS 8.1以降、8.5以降推奨
Carbon版●Mac OS X 10.0.4以降
対応機種● PowerPCを搭載したMacintosh（PPC版・68K版）
68040/68LC040を搭載したMacintosh（68K版）
メモリー容量● 4.5MB以上（PPC版、仮想メモリ使用時）、4MB以上
（68K版）
ハードディスク容量● 6.5MB以上（保存メール数に応じて必要）
その他条件● Palmとの連携機能を利用する場合は、日本語版 Palm 
Desktop 2.6.1以降（PPC版のみ）

PPC版・68K版●Mac OS 7.6.1以降、8.5以降推奨、9対応
対応機種● PowerPCを搭載したMacintosh（PPC版・68K版）
68040/68LC040を搭載したMacintosh（68K版）
メモリー容量● 3MB以上（PPC版、仮想メモリ使用時）、4MB以上
（68K版）
ハードディスク容量● 5MB以上（保存メール数に応じて必要）
※ ARENA Ver. 1.6.8は、Ver. 1.x登録ユーザーのためのいわゆる「メンテナン
スリリース」です。ARENA 1.6の登録キーの新規販売受付はすでに終了してい
ますのでご注意ください。

●お問い合せの前に
まず、ARENAのオンラインヘルプ内「TipsとFAQ」などをご参照く
ださい。パッケージ版ご購入の場合は、同梱の「ユーザーズガイド」201
ページ「第 20章 TipsとFAQ」などをご参照ください。アリーナ・プロ
ジェクトサイト内の「ARENA KnowledgeBase（http://support. 
arena-p.co.jp/knowledgebase/）」にも問題の解決に役立つ情報が
掲載されています（検索可能）。
もちろん、本書も役立てていただければ幸いです。
●ご購入前の製品に関するご質問・お問い合わせ
アクト・ツーオンラインサポートサービス
http://www.act2.co.jp/cf/support/
●アクト・ツーサポートセンター
TEL● 03-3228-8431
FAX● 03-3228-8454
※電話受付時間　土・日・祝祭日を除く10:00～ 12:00／ 13:00～ 16:00）

π付録∏ARENA入手方法・システム条件・問い合わせ先

● 付 録
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デジタル時代の出版メディア
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オカマ考
著●松沢呉一
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えるのか、そして性愛とは。『週刊金曜日』での「オカマ」表現をきっかけに、松沢呉
一が深ーく考察。

2002年 3月発行予定


