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ちょっと前に草食系男子・肉食系男子って

流行ったの覚えてる？「日経ビジネス」オンライン版で

登場したのが始まりだけど、結局は女子たちが

男子を仕分けるときの便利な

物差しみたいに使われていた気が…。

さらに恋愛には積極的だけどルックスの問題で

女子に相手にされない昆虫系男子なんて

自虐的に名乗りはじめたアキバ系男子も出現。

オネエ系男子、乙女系男子ってのも普通に定着している。

でも、コレってどうなの？なんだか極端なのばかりで、

当てはめられても嬉しくないし…。

だったら新しいのを作っちゃえ、という訳で

今回は新しい○○系男子の開発に挑戦してみる。

「今さら○○系かよ」なんて思ったそこのキミ！

自分自身の○○系を見つけるのはもちろん、

嫌いな上司の○○系を勝手に作るのはかなり楽しいぞ〜。

ヒマな休日に一人でニヤニヤ考えるも良し、

友達や同僚と酒を飲みながら盛り上がるも良し。

さぁ、みんなで考えよう♪

創刊おめでとう
ございます!!

女優　高橋由美子さん

フリーペーパーっていろいろ
ありますよね。私も楽屋や喫
茶店で読んだりすることが
けっこうあるんですよ。最初
に「noplan」の企画を見せて
いただいたとき、固くないと
いうか、テーマを含めてあま
りにも自由なので感動しまし
た（ 笑 ）。他 のフリー ペー
パーとは、ちょっとスタンス
が違うというか。内容の濃い
ものと薄いものと、あれこれ
混ざっていて楽しいんだろう
なぁ、と期待しています。も
しかしたら、その中で今後深
く掘り下げていくべきテーマ
が出てくるのかも？ 色々な
意味で楽しみです。ぜひ、長
く続いて欲しいです！！

publisher▪HBデザイン　chief editor & video creator▪高橋秀明　 writer▪岡田知美　 illustrator▪松並良仁　
designer▪吉永美紀　戸川里恵子（assistant） system engineer▪黒須伸和（株式会社 N.ジェン）  model▪カズヤ

※本誌に掲載される情報は、著作権法およびその他の法律で保護されています。私的以外での使用は、事前にnoplan編集部までご
連絡くださいますようお願いします。
※本誌に掲載される製品および会社名は、各社の商号、商標または登録商標です。 
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トリプル募集!! contact@noplan.biz

 でメディアデビューしよう！！
 人生をギャンブルした方、インタビューに登場しませんか？ 

 で一攫千金めざそう！！
 誌上で通販してみたい方、ぜひご一報くださいませ。

 でとりあえず何かしよう！！
 ボランティア（！）で協力してくれるプロのライター、カメラマンを
 探しています。営業さんも同時募集中。

Co
ng
ratulations!
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男女関係や趣味・嗜好に
とらわれる必要なし。
この際だから、男女関係や趣味・嗜好だけでなく、

見た目、習性、印象、性格、クセ、種族、なんでもア

リで自由に作ってはいかがだろう。例えば、派手さ

はないけれど努力は惜しまない “石橋系男子”のよ

うにアピールポイントをそのまま命名するのもアリ

だし、完全メタボでプヨプヨしているなら“マシュマ

ロ系男子”などウィークポイントに焦点を合わせた

自虐ネタもありだ。

長所は、手先が器用、機械に強い、細かいこ
とに気がつく、整理整頓が上手、など。逆
に、小さなことにクヨクヨする、自分の理論
が破綻すると壊れる、非力、落下などの衝撃
や水に弱いといった短所がある。

精密系男子
FILE No.001

年齢よりも老けて見える。そして、役職よりも
上の立場に見える。どこからくるかわからな
い貫禄が武器にも弱点にもなる諸刃の剣。
見た目に追いつく役職を求めて努力を重ね
れば、将来は高給取り間違いなしだ。

重役系男子
FILE No.003

存在感が薄い男子。誰にも気づいてもらえな
いくらい、地味。いつも店員にスルーされる
ため、外食は苦手。ちょっと寂しい感じもす
るが、トラブルに巻き込まれにくいという利
点もある。特技は定時ジャスト上がり。

ステルス系男子
FILE No.005

がんばれる時間がジャスト３分しかない超短
期集中派。しかし、その３分間で地球を救う
ような大仕事をこなすことも。限界を迎える
と「ジョワ」というかけ声とともにどこかへ逃
げてしまう。好きな飲み物はジョワ。

ウルトラ系男子
FILE No.006

的外れは禁物！
フィット感を何よりも大事に。
ただし、どんなアプローチにしても絶対に外しては

ならないのが、ちゃんとフィットしているか否か。特

に、ただの勘違いで自分のことを“EXILE系男子”な

んて名乗っちゃったりすると、かなり寒いので気を

つけよう。逆に、自分にしろ、上司や芸能人にしろ、

ものすご〜くフィットした○○系を考えて披露すれ

ばキミの株が上がること間違いなし、だ！

また電気
消された…

1人ではな〜んにもできない男子。とにかく
孤独が怖い寂しがり屋さんと、自分の能力以
上のことを他人の力で手に入れようとする他
力本願タイプに分けられる。ガチンコ勝負の
恋愛は意外と苦手だったりする。

コラボ系男子
FILE No.004

イエ
～ィ！

酒だ～！
芸者だ

～！

What's?

肉体的にも精神的にもダイ・ハードな男子。
日常的なトラブルはもちろん、爆発に巻き込
まれた直後にも軽くアメリカンジョークなん
かを飛ばせるくらいタフ。なにかと事件に巻
き込まれやすいのがたまにキズ。

ブルース系男子
FILE No.002

Yipee-yi-yea...
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戻ってくるだけで褒められる男子。すぐに連
絡が取れなくなってしまうが、なぜか許され
てしまう、という特技を持つ。「最後は必ず
私のもとに戻ってきてくれる…」と一途な自
分に酔いしれたい女子に人気が高い。

はやぶさ系男子
FILE No.008

noplanが考えた
○○系男子たち。
特集テーマの決定を受けて、noplan編集部が一堂

に集結。みんなで○○系男子を開発してみたので、

ぜひ参考にして欲しい。もちろん気に入ったものが

あったらジャンジャン使ってO K だ。その際には

「noplanっていうWEBマガジンに載っててさ」とネ

タバレしつつ、宣伝してくれるとものすご〜くうれし

いのでよろしく！！

結論：当てはめられて嬉しいのは

あまり思いつかなかったけど、勝手

に誰かの○○系を考えるのって

やっぱ楽しいね〜。

イイコト言うけど、まるで実行できない。それ
どころか、実行する気配すら感じられない大
風呂敷広げまくりの男子。人が喜びそうなこ
とを言うのは大得意なので、上司に上手く取
り入って玉の輿を目指すのも手だ。

マニフェスト系男子
FILE No.009

とにかく場が盛り上がる男子。大ハズレの合
コンも、この男さえいれば超楽しく飲めちゃ
う宴会部長。ただし、どんな場でも明るく楽
しくなる反面、将来についてなどマジメに語
りたいときはジャマ。

お祭り系男子
FILE No.007

Enjoy! ニシムラン

COURSE 1 writer▪西村一彦

旅ラン最高！ ～新しい旅のスタイル～

Golden Gate Bridge

「走った後のビールは最高！」親友のこの一言

がランを始めるきっかけでした。

大学時代はバリバリの体育会系でしたが、社

会人になってからは激しいスポーツをすること

はほとんどなく、37歳で転職、そして起業。仕

事も忙しくなり、歳を重ねるごとにお腹周りも

気になり始めていました。そんな時、ラン好き

の友人から誘われたわけです。

走り始めた頃は、つらいし、単調で面白くもな

く、いつまで続くかと言われていました。それ

が、今では走ることが習慣となり、この3年間で

フルマラソン（42.195km）を完走すること4回。

すっかり虜になっています。

ところで、「旅ラン」という言葉、ご存じです

か？文字通り、旅先でランニングするという意

味です。実は最近これにはまっています。

先月、サンフランシスコ出張の際には、今年75

歳を迎えたゴールデンゲートブリッジを走りま

した。橋の南側にある駐車場から北側にある

「Vista Point」までの片道3kmをゆっくりと往

復。この日はあいにくの霧雨でその雄大な景色

はお預けでしたが、海の上を走る爽快感はたま

りませんでした。この時のランはもちろんガー

ミン（腕時計タイプのGPS）で記録しています

ので、こちら（http://connect.garmin.com/

activity/195307836）でご覧いただけます。

国内・海外を問わずどこかに行く時は必ずラン

グッズを持参し、旅先の見知らぬ街を走ること

にしています。思わぬ発見もありますし、出張

中のいい気分転換にもなります。

旅ラン、次回はどこを走りましょうかねぇ。

PROFILE
西村一彦（にしむらかずひこ）…1963
年12月長野県生まれ。IT業界に身を
置くこと25年。コンサル業の傍ら大学
で教鞭もとる。サブ４（フルマラソン4
時間以内）達成が当面の目標。

facebook https://www.facebook.com/nishimurakaz
ブログ https://oraho.blogspot.com/

COLUMN

Golden Gate Bridge- North end 付近
晴れていれば左にダウンタウンが見えたのですが…

ただいま～！へいへい
へ～い!!

https://www.facebook.com/nishimurakaz
https://oraho.blogspot.com/
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目黒氏 世界遺産が誕生したのが

1978年。私が旅行会社に就職し

た1975年には世界遺産というも

の自体がなかったんですよ。

実際のところ、世界遺産アカデ

ミーに参加するまで世界遺産が

何なのかを、きちんと理解してい

なかった。世界遺産は勉強してか

ら訪れるのと、何も知らずに訪れ

るのでは、見方や感じ方が全然

違うんです。添乗員時代に様々な

遺産に行きましたが、今思えば

もったいないことをしたと思いま

すね。

—では、世界遺産アカデミーに

参加してから研究をスタートした

のですか？

目黒氏 そうです。発足当初は第１

回の世界遺産検定に向けて忙し

かったのに、検定終了後の１年間

ほ ど、も の すご い ヒマ に なっ

ちゃって（笑）。で、世界遺産に関

する本をとにかく読みまくった。

その頃に蓄えた知識が今の土台

になっていると言えます。

—今年7日8日に第11回目の「世

界遺産検定」が実施されたそうで

すが、そもそも「世界遺産検定」と

はどういった検定なんでしょう？
目黒氏 読んで字のごとく世界遺産

に関する検定なのですが、入門

編の３級では、世界遺産とは何な

のか、その理解度を確認する問

題がたくさん出題されます。

今回のインタビューは、いきなりの質問からスタート!!
世界遺産って聞いたことはもちろんあるけれど、
実際のところ、わかっているようで、わかっていないというか…。
NPO法人 世界遺産アカデミーの主任研究員である
目黒正武氏の「世界遺産って何だと思います？」という問いかけ。
はてさて、あなたならどう答える？

世界遺産アカデミー　主任研究員　目黒正武氏

P R O F I L E  目黒正武（めぐろまさたけ）…独自
の切り口で世界遺産を解説する世界遺産アカデ
ミー主任研究員。1953年、神奈川県生まれ。明治
大学商学部卒業。旅行会社に就職し、国内・海外
の世界遺産現地経験を重ねる。2005年7月にNPO
法人 世界遺産アカデミーに参加。大学での講義
や、テレビ・ラジオへの出演など、世界遺産への
理解を深めるべくマルチに活動している。

世界遺産検定3級合格を目指す方
に効率の良い勉強法を伝授。出題
傾向や対策方法はもちろん、京都
とパリの世界遺産比較など具体
的で興味を引く内容が盛りだくさ
ん。ぜひ一度、閲覧してください！

3級合格へのテキストとしてはもちろん、
「ちょっと世界遺産に興味が湧いた」という方

にもオススメの1冊。写真やイラストを用い
た分かりやすい解説で楽しく学べます。
著者／世界遺産検定事務局 
監修／NPO法人 世界遺産アカデミー 
1,890円（税込） 〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F

TEL 03-6212-5020　FAX 03-6212-5022
受付時間／月〜金：10:00〜17:00（土・日・祝 休み）

目黒正武の10分でわかる
世界遺産検定
3級認定勉強法 

はじめて学ぶ 世界遺産100
世界遺産検定3級対応

突然ですが、あなたに質問！
「世界遺産って何だと思います？」

—それって冒頭で出てきた「世界

遺産って何だと思います？」の答

えですよね。
目黒氏 世界遺産＝観光地と思って

いる人が意外と多いんですよね。

でも本当は、もっと深い意味と意

義があります。

一言で表現するならば、“人類共

通の宝”。世界遺産を通して歴史・

文化・伝統・価値観をお互いに共

有すれば、民族間の紛争なんか

もなくせるはず…とかね。

—なんだか壮大ですね〜。
目黒氏 世界遺産に登録されるた

めには固有の価値、つまり“個性”

みたいなものが必要で、その分

野は歴史・文化・建築・宗教・芸

術・生態系など、実に幅広く、そ

れぞれが奥深いんです。

例えば、お寺ひとつで、歴史、宗

教、建築様式など様々なことが

学べます。世界遺産とは素晴らし

い教育資源でもあるわけです。

教育というと学生だけのものと

思われるかもしれませんが、知

的好奇心を満たすことに年齢は

関係ありません。

—現在はWEBサイトにて世界遺

産検定の受験対策講座を担当さ

れていますよね？

目黒氏 はい。他にも大学での講義

や講演もしています。先日は、小

学1・2・3年生の前で1時間ほど話

をして欲しいと依頼され、悩みま

した。歴史や宗教のことを話して

も、ねぇ…。

そこで動物保護区の話をしたら

予想以上に真剣に聞いてくれた

んです。女子大生に講義を聞かせ

るほうがよっぽど難しい（笑）。

—子供たちが興味を持ってくれ

るのは嬉しいですか？

目黒氏 嬉しいですね〜。世界遺産

は教科書には載っていないこと

も色々と教えてくれますから。も

ちろん子供に限らず、若い人から

ご年配の方までたくさんの方々

に興味を持って欲しいです。

先ほど知的好奇心の話をしまし

たが、世界遺産は様々なことを学

べる一方で、さらなる知識欲を与

えてくれます。知っていること、知

りたいことが増えるほど、人生は

豊かになると思うんです。私自

身、世界遺産をもっともっと学び

たい。

朝っぱらから経済新聞を読んで

るお姉ちゃんとか見かける度に、

「本当の豊かさは経済ではなく、

こっちにある。君もこっちへこ

い！」と言いたくなります（笑）。ぜ

ひ、みなさんも世界遺産を学んで

人生を充実させて欲しいです。

普通とはちょい違う！？
アナザー人生をのぞいてみよう♪Gamble of Life

［文化遺産］モン・サン・ミシェルとその湾
フランス　登録基準 （i）（iii）（vi）　写真撮影：小泉澄夫

［自然遺産］ドロミテ山塊
イタリア　登録基準（vii）（viii）　写真撮影：小泉澄夫

［複合遺産］メテオラの修道院群
ギリシャ　登録基準（i）（ii）（iv）（v）（vii）

世界遺産アカデミーでは、事業趣旨に賛同し、
ともにご活動いただける方、ならびにご支援いただける
団体（法人）の皆さまのご入会をお願いしております。
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://wha.or.jp/

実は新婚
なんです！

https://wha.or.jp/
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美しい肉体ってのは左右対称が基本なんだよ

ね。でも、たいていの人がどっちか肩が下がっ

てる。肩の高さがズレていたら、背骨も歪んで

ると思っていいよ。このズレを意識して修正す

るのは難しいから生活習慣を味方につけて取

り組んでみよう。やり方は簡単。下がっている

側で荷物を持つようにすればOKさ。斜めがけ

にする場合は、下がっている側の肩にストラッ

プを掛けようね。荷物を持つとよけい肩が下が

るって？ いやいや、鞄を持つことで筋肉が鍛え

られるから、だんだんと高さが揃ってくる。

まぁ、信じてやってみ!!

■ 一 時 限 目 ■

カバンの持ち方で、歪んだ姿勢を立て直せ!

Diabolic Candy ～誘惑の甘い罠～

� まずは手ぶらで肩の高さを確認
鏡の前に立って左右の肩の高さを比較。
このとき、きちんと両足に体重をのせること!!

2 低かった側でカバンを持とう
左右の肩の高さを揃えるために、
下がっていた側の肩や手でカバンを持つように意識!!

生活習慣を上手に利用すべし

https://youtu.be/hsuT8rSAoCA

肩
の
高
さ
の
違
い
は
背
骨
が
歪
ん

で
い
る
証
拠
だ
！

右が、
右がぁ

～

今日のポイント

Dr.田中の

1 2

これであんたも 男前キッチン
「ゆずっち」…ゆる〜い名前だろ？
でも、コイツが実はやり手なんだ。
柚子100％の濃厚アロマが西部劇
の早撃ちガンマンのごとく脳みそ
の本能を司る部分に直撃。どんな
メシも瞬時に格上げしてくれる最高
の相棒さ。

「ゆずっち」は収穫したての柚子で
作るから商品の発送は秋以降にな
る。悪いが了承してくれ。いい女を
待つ気分で、気長に頼むぜ！

1 コンビニの白菜漬けに2〜3滴た
らせば柚子香る上質な漬け物に

2 うどん・そば・ラーメンに。カッ
プ麺に入れてもうめ〜！

3 焼いた肉、焼いた魚、サラダ、な
んにでもかけろ

4 プラス焼酎で絶品ドリンクだ

ゆずっち 小瓶 360cc 950 円（税込）

中瓶 500cc 1,250 円（税込）

大瓶 900cc 2,000 円（税込）

送料（別途） 735円（税込） クール便 945円（税込）

香り高き相棒「ゆずっち」

編集長 シュウちゃんの判定

いや〜上品ですねぇ。
しかも確かな存在感。
酸っぱいのダメな人は
控えめにって感じで9点！

一
家
総
出
で

手
作
り
し
て
い
ま
す
！

 田中健之（たなかたけし）…NPO法人 日本カイロプラクティック教育諮問委
員会講師、日本カイロプラクティック連合会名誉講師、米国カイロプラクティック医師学会正会
員。口笛を吹きながら行われる治療に助けられた患者さん多数。治療後は「ん〜すばらしい!!」

「カ・ン・ペ・キ」と大声で自画自賛するのがクセ。

写真右が田中先生

渋谷笹塚CBPセンター　東京都渋谷区笹塚2-19-2 TSK笹塚ビル9F　
OPEN  火・金曜日 13：00〜19：30（受付 19：00） 水・木曜日 9：00〜12：30（受付 12：00）

TEL 03-3320-2824　http://ss-chiro.jp/

PROFILE

まるで眠っているようだった。

長い黒髪からはシャンプーの残り香が漂い、数時間前ま

で吸い付くように激しく重なり合った肌はまだほんのり

温かく、そして柔らかかった。

でも彼女は息をしていなかった。僕の隣で死んでいた。

生まれたままの姿で、おそらく、僕の精液を体内に留め

たまま、まるで眠っているかのように、僕の隣で死んでい

た。

　—PM4:30（13時間前）

『今夜９時、西麻布のキャンディで待ってるから』

営業先を出た笠原雄二が留守電をチェックすると、聞き

覚えのない女の声が聞こえてきた。おそらく間違い電話

だろう。着信履歴に残されていた番号にも心当たりはな

い。それでも思いつめた声の様子が気になり、雄二はそ

の番号に折り返した。

「はい！寿司福です！」威勢の良い男の声が耳に響く。

女性の声でメッセージが残っていたことを伝えたが、こ

の寿司福に女性の従業員はいなかった。ただ、とても切

羽詰った様子で電話を借りた女性客がいたという。

「長い黒髪のえらい別嬪さんだったことしかちょっと」

特徴を尋ねた雄二に、店員は申し訳なさそうに答えた。

不意に雄二の脳裏に《candy》の文字が浮かぶ。それ

は、雄二がたまに待ち合わせで使うbar bluenightの地下

にある店の名だった。場所は西麻布だ。もしかしたらあ

の店のことなのか。その時、電話が鳴った。取引先の会

社からだった。今夜の会食の日程を変更したい、そう告

げられて断れる相手ではない。雄二は二つ返事で変更を

了承し、美咲に電話をかけた。

「ゴメン、実家へ挨拶に行く日、延期してくれないか」

「また？」美咲の声は明らかに不機嫌だった。これで２度

目。不機嫌になるのも当然だが、仕事だから仕方ない。

「取引先との会食が入ったんだ。その代り、今夜急に空

いたから、一緒に飯でもどう？旨い店見つけたんだ」

「今夜は無理。送別会あるって言ったよね？」

「そうだったな」雄二は敢えて残念そうに答えた。これ

で今夜は心置きなく羽を伸ばせる。両親と会う日は改め

て相談しよう。そう言って電話を切り、雄二はメールを

打った。《今夜、六本木に新しくできたガールズバーに繰

り出さないか》送信先は大学時代からの悪友、宝生剛

史。俺は一人の女に絞るなんて永遠に無理だ。雄二が美

咲と結婚すると決めた時、そう言って憐れむように雄二

を見つめた男だ。返信はすぐにきた。《９時以降なら行け

ると思う。いつものバーで待っててくれ》それはbluenight

のことだった。西麻布に奇妙な縁を感じながらも、雄二

は次の営業先へと向かった。

雄二の仕事は、輸入食品の営業。この日の予定はあと池

袋にある大手デパートを残すのみ。長年取引をしている

相手なので商談はすんなり終わった。時計を見る。まだ

6時半を過ぎたばかりだった。近隣のデパ地下を偵察し

てから西麻布へと向かうことにした。それなのに…。

bluenightの前で雄二は思わず溜息をついた。入口に

『本日臨時休業』の貼り紙。時刻は8時12分。さてどうす

るか。そう呟きながら雄二は地下のバーへと続く薄暗い

階段を見つめた。長い黒髪の美女。想像が膨らむ。どん

な女性なのだろう。見てみたい衝動に駆られながらもヘ

タに関わるなと理性が呼びかける。僅かな葛藤の末、雄

二の心に『運命』という言葉がよぎった。どんなに別の

道を選択しようとしても、最終的には『そこ』に辿り着く

ように決められているのかもしれない。きっと今夜はこ

の店に行くことが決まっていたのだ。そう自

分に言い聞かせるように、雄二は待ち合わせ

場所の変更をメールし、階段に足を踏み入れ

た。黒塗りのドアに記された《candy》の小

さな赤い文字が近づいてくる。まさかそれが

あの悪夢のような日々の始まりになるとは知

らず、雄二は、そのドアに手を伸ばした。

 to be continued...

連載
小説

VOL.1　novelist▪児玉頼子　illustrator▪松並良仁

「ゆずっち」のお求めは、お電話で！

0883-24-6285
受付時間／9:00〜17:00

やまさき農園
徳島県吉野川市鴨島町山路2373

https://youtu.be/hsuT8rSAoCA
http://ss-chiro.jp/
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※1  自分から見て左側の席に座っている人。 
向かい側が対面。右側が下家。

※2 お目当ての牌があと１枚揃えばあがれる状態のこと。
※3 自分が引いた牌をそのまま捨てること。
※ちなみに、中・対 ・々ドラ3の跳満コースだった。

昔、単騎待ちになった別のおやじが、おでこに牌を乗せて「あ
がっちゃうよ〜」なんてふざけてて。で、自分の番が来たからと
おでこの牌を卓上に移動したら、押し付けられた
イーピンの跡がおでこの真ん中にクッキリと。
何待ちかバレバレやっちゅーの! アホやろ〜（笑）

●単騎こぼれ話

音影 × 流星揚羽 PRESENTS  音楽劇 Vol.2　涙
るいこく

刻
忍者バンドと剣劇集団の濃密すぎるコラボレーション！！
時空と国境を越えて活躍する忍者バンド「音影」

と、殺陣を学んだ役者が集う剣劇集団「流星揚羽」

のコラボ企画第二弾がついに上演決定。宿敵・幻魔

忍軍を撃破した第一弾に続き、今回もそれぞれの

濃〜い世界が完全融合。音楽好きも演劇好きも一

撃必殺で虜にする唯一無二のエンターテインメン

ト、ぜひご覧あれ！！

—音楽劇そのものはもちろん、出演者もかなり個

性派で魅力的。ぜひ一度観て、というより、参加し

て楽しんでください。 流星揚羽 主宰 松尾美香

音影（おとかげ）…腐敗した忍の里に革命を起こすべく、2007年11月
に異次元よりこちらの世界に転生し、音楽の力で正義を成す忍者集
団。その活動範囲は、欧米ツアー経験や海外のコンベンションにゲス
ト出演する等、ワールドワイドである。前回の音楽劇で、結成以来死
闘を繰り広げてきた怨敵、幻魔忍軍との戦いに決着をつけた。
音影 OFFICAIL WEB SITE　http://www.otokage.com/

流星揚羽（りゅうせいあげは）…「剣伎衆かむゐ」の許で殺陣を学ん
だ役者が集まり、2007年6月旗揚。これまで修得してきた、美しい動き
でありながらリアルさを追求した殺陣の中に、より細かい心情を繊細
に表現した上での演劇作りを目指す。その作品は現代が忘れようとし
ている「情熱」を描き出し、観劇後の爽快感には定評がある。
流星揚羽 OFFICIAL HP　http://ryuseiageha.gozaru.jp/

日程 : 2012.10.5（金曜日）〜 6（土曜日）
場所 : ライブシアター オルフェウス
  〒133-0057　東京都江戸川区西小岩1-27-16 
  オルフェウスビル２F
  TEL 03-5622-3520 
  http://livetheater.orpheusrecords.jp/
※詳細は決まり次第、各公式WEBサイトへアップいたします。

第一局　サンソーどこや!?

一人でフリー雀荘を訪れる人に、ずぶの素人はまずいない。その日、卓を囲んだ4人も、

互いの素性は知らないけど一人で来るだけあってそれなりに打てる雀士だった。

なのに起きてしまった、とんでもない事件。２サス風に名付けるなら

「消えたサンソー! あがりたいのにあがれない謎の失踪ミステリー」が今回の話である。

発端は私の上
カミチャ

家※1にいたおや

じの単騎待ち。単騎待ちとは4

組の面
メ ン ツ

子は完成、雀頭が１枚欠

けてテンパイ※2している状態。

面子をぜん〜ぶ鳴いて単騎待

ちになると、大抵の人が手元に

残った１枚を卓に伏せて置く。

上家のおやじもそうしていたん

だわ。で、順目が進んで私の対
トイ

面
メン

※1にいたA氏がリーチ！その2

順目にA氏がドラのサンソーを

ツモ切り※3すると、すかさず上

家のおやじが「ロン！」とドヤ顔

に。…ところが卓上に伏せてお

いたサンソーがない！まさに失

踪ミステリ〜！？

実はね、おやじのサンソーはずっと目の前にいたんです。卓の中央寄りに

伏せて置いた単騎のサンソーを、A氏が牌山と勘違い。

つまり、ツモ切りしたサンソーこそ、単騎のサンソーだったワケ。

いやはや、とんだミステリーでしたわ。

PROFILE
チャメ…広告代理店勤務時代に麻雀に
ハマり、今や中毒状態のアマ雀士。雀荘
に集まる面子の高齢化を憂う今日この頃。

「雀荘は人間観察するだけでも楽しい場
所。若い人ももっと雀荘においで〜な!!」

雀荘小ネタCOLUMN

※コンテンツは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

編集後記
創刊号が予定通り発行できて正直ホッとしていま
す。ゆる〜いスタッフが集まり、無理！と思ってい
ましたが、何とかなるものですね、人生は。さて、
今回の出し物はいかがでしたか？「叱咤、激励」
問わず皆様の感想が知りたいのが本音。次号の
糧にするためにも、皆様！ツイッター、フェイス
ブックで言いたい放題つぶやいて、ほ・し・い…
 （編集長 高橋）

facebook https://www.facebook.com/noplanBiz
twitter https://twitter.com/noplanbiz
website  http://noplan.biz/

vol.2

Ｂ
氏

Ａ氏

チャメ

上
家
の
お
や
じ

ない！？

［特集］ 息子はGoogle!? 
［INTERVIEW］ TOLO PAN TOKYO 統括シェフ  田中真司氏

■ Enjoy! ニシムラン 旅ラン最高！
■ 連載小説 Diabolic Candy
■ Dr.田中の 押忍！ 男のカイロ塾
■ 雀荘小ネタ ロンちゃうやろ〜！！

2012月11月8日 発行予定次号予告

読みどころ満載!

「音楽劇 Vol.2 涙刻」へ抽選で1組2名様をご招待いたします。住所、氏
名、年齢、性別、希望日をご記入の上、下記までメールをお送りください。
締切は9月10日。当選発表は、発送をもって替えさせていただきます。
どしどしご応募ください。

応募先 contact@noplan.biz

読者プレゼント

ロンちゃうやろ〜！！雀荘小ネタ

http://www.otokage.com/
http://ryuseiageha.gozaru.jp/
https://twitter.com/noplanbiz
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noplan もしもしショッピング noplan もしもしショッピング

長〜くつきあえる
自動車ディーラーです!
10年以上おつきあいのある常連

様が多く、それぞれの嗜好や個性

に合わせた車のご提案には定評

をいただいております。もちろん具

体的なご要望も大歓迎。

当社は、特に輸入車に強く、日本で

は珍しい車種の取り扱いも可能で

す。車のことなら何でもお気軽にご

相談ください!!

会社名 株式会社 ジープランニング
本社 東京都江戸川区中央2-1-20
TEL 03-3651-0199
FAX 03-3651-0299
E-mail car@gplan.co.jp
URL http://www.gplan.co.jp/
設立 昭和61年8月1日
代表取締役 宮下雄二
事業内容  新車・中古車の販売・修理・ 

損害保険業務

http://www.gplan.co.jp/
gplan.co.jp 検索

詳しくはWEBサイトへ

インフィニティブランドのトップレンジに君臨するフルサイズSUV。先進技術
を搭載し、優雅な佇まいとランクル級の走破性を実現。プラットフォームから
一新した2代目は、室内環境と乗り心地の快適さも特長だ。

※車両についての詳しい情報は、Gプランニング
までお問い合わせください。

※金髪モデルは付属品では
ありませんのでご了承ください。

680万円

280万円

245万円

グレード QX56（AWD&RWD）

色 ムーンライトホワイト

年式 2012年式（新車）

車検 車検3年付

エンジン V8 DOHC

最高出力 400hp/5,800rpm

排気量 5,552cc
トランス

ミッション 7速オートマチック

サイズ
全長 5,291mm
全幅 2,030mm
全高 1,925mm

ホイールベース 3,076mm

車両重量 2,656kg

ハンドル 左

乗車定員 7〜8人

車両 新車並行

その他
オプション

デラックスツーリングパッケー
ジ、テクノロジーパッケージ、シ
アターパッケージ、22インチホ
イールパッケージ

色 ブリリアントシルバー

年式 2003年

車検 2013年3月

走行距離 63,500km

エンジン V型8気筒SOHC　
5,000cc

サイズ
全長 4,535mm
全幅 1,830mm
全高 1,300mm

色 カルサイトホワイト

年式 2011年

車検 2014年3月

走行距離 4,800km

エンジン 直列4気筒SOHC
1,700cc

サイズ
全長 4,275mm
全幅 1,780mm
全高 1,605mm

インフィニティの最上級SUV

歴史と伝統の最上級ロードスター。電動開
閉式バリオルーフはわずか16秒でクーペ
からオープントップへ切り替え可能！

メルセデスベンツ SL500

自動車誕生125周年を記念し、内外装デザ
イン、安全性、快適性を高めた超スペシャ
ルエディション! もちろん機能性も◎

メルセデスベンツ B180

BMW Isetta

電話してね
!

受付時間／平日9:00〜18:00

03-3651-0199
ご注文・お問い合わせは、Gプランニングまで

販売
価格

販売
価格

販売
価格

LUXURY & 
SPORTY

INFINITI QX56

Mercedes-Benz SL500

Mercedes-Benz B180

代表取締役
宮下雄二さん

http://www.gplan.co.jp/
https://youtu.be/EFHlnDAX5AI
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