vol.6
winter 2017

around TOKYO

巻頭
大特集 名所ぐるぐる
INTERVIEW

オーナーママ ター子氏
［連載］完全実話 ブタ箱日記
■ 連載ミステリー小説 Diabolic Candy
■ これであんたも 男前キッチン

■ Enjoy! ニシムラン 旅ラン最高！
■ 今どき もしもしショッピング
毛布の老舗 三井毛織の

アラシャン産ホワイトカシミヤ毛布

購読無料！フリーWEBマガジン

vol.6

CONTENTS

03

巻頭大特集

around TOKYO
名所ぐるぐる

13

INTERVIEW［Gamble of Life］
オーナーママ

ター子氏

15

■

［連載］完全実話 ブタ箱日記

16

■

連載小説 Diabolic Candy

18

■

これであんたも男前キッチン

19

■

Enjoy! ニシムラン

20

■

旅ラン最高！

今どき もしもしショッピング
毛布の老舗 三井毛織の

アラシャン産ホワイトカシミヤ毛布

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。
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〒153-0044

TEL 03-5738-7420

FAX 03-5738-7421

akabane

kitasenjyu

ikebukuro
nippori

Senso-ji

浅草寺

ダブルクリックで
拡大&縮小できま～す！

ueno

Tokyo Skytree®
東京スカイツリー®

Akihabara
秋葉原

akihabara

shinjuku

Tokyo Metropolitan Government

Sobu Line

tokyo

東京都庁

Kokyo Gaien National Garden
The Diet Building

皇居外苑

国会議事堂

shibuya

Shibuya
渋谷

Tokyo Tower
東京タワー

Keiyo Line

Yamanote Line

shinagawa

Odaiba Marine Park
お台場海浜公園

Let's cheer for the 2020 Tokyo Olympic Games!
First, we have been exploring popular sightseeing spots of Tokyo. Check it out♪
2020年の東京オリンピックに向けて盛り上がっていこう!
まずは、noplan流に東京の名所めぐりをしてみたぞ。ぜひ動画もチェックしてね〜♪
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Tokyo Skytree®
As you can see, it is a very tall!
世界で一番高い自立式電波塔として
2011年にギネス認定されました。

Enjoy your shopping by all means.
東京スカイツリーの麓にある東京ソラマチ®には、
お土産からファッションまで、
いろいろなお店が集まっています。
※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。
いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て
行ったものです。ちなみに写真の場所から
東京スカイツリーまでは結構遠いです。
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Senso-ji
Asakusa is a good place to feel the atmosphere of Japan.
寺社仏閣に仲見世通りと、浅草は日本の風情に溢れています。

Let’s take a rickshaw to do
sightseeing!
人力車にのって浅草を満喫。
人力車って最高のエコカー!

Cosplay(costume play)
may be not permitted.
コスプレの許可が得られず、
スーツで撮影しました。

※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て行ったものです。
撮影時、警察の方の監視がすごかったので、治安の良い街だと思われます。
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Akihabara
Let’s call it AKIBA!
JR秋葉原駅から広がるカオスでオタクでニュースな地域。通称「アキバ」。

Here is a holy ground of anime characters, pop stars, OTAKU, etc.
世界一の電気街と呼ばれたアキバはいろいろなモノの聖地ですな。

AKIBA's pedestrian paradise is open every Sunday.
秋葉原の歩行者天国は日曜の午後です。
荒天中止なのでご注意ください。

※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。
いろいろとキケンです。
※写真のメイドは秋葉原のいずれの店舗にも
所属しておりません。ご容赦ください。
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Tokyo Metropolitan Government
It is the third tallest building
in Tokyo (243 meters high).
東京で3番目に高いビルだよ。
第一本庁舎は高さ243mで地上48階まであります。

The incredible panoramic views from the
free observation deck(45th floor).
無料の展望室（地上45階）から東京一望!
冬は富士山が見える日も多いらしい。

Let’s get original souvenirs!
南北の展望室にはそれぞれ売店があり
東京都庁の限定グッズも!
お土産にどうそ。
※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。
いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て
行ったものです。ちなみに、普通の
記念撮影は許可不要です、想い出にぜひ。
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Kokyo Gaien National Garden
It’s a treasure trove of history and nature.
皇居外苑は自然と歴史の宝庫! 二重橋とか楠公像なんかが有名です。

A lot of migratory birds will come to Japan in winter.
皇居外苑のお濠には、冬になるといろいろな渡り鳥がやってきます。

Kitanomaru Park is located in the north of the Imperial Palace.
皇居の北側には北の丸公園もあります。こっちも人気スポット!

※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て行ったものです。
お隣の皇居は基本的に厳戒態勢であり、侵入しないのが身のためです。
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The Diet Building
Symmetrical and beautiful architecture.
日本の二院制を受けた左右対称の建物。
正面右が参議院、左は衆議院。

You can visit inside any weekday.
平日なら誰でも無料で参議院を見学OK。
所要時間はおおむね60分です。

The Diet Building is lit up from sunset to 8 pm every day.
日没から夜8時まで基本毎日ライトアップ。
日没時間は自分でチェック!

※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。いろいろとキケンです。
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Shibuya
Hachiko is the most famous meeting spot in Tokyo.
道玄坂とかに繰り出すなら、
待ち合わせはハチ公で決まり。

Let’s cross the crazy intersection!
駅前交差点で1mmもぶつからずに
渡りきれるか…レッツTRY!

Shibuya station is undergoing
major renovations toward 2020.
オリンピックイヤーに向けて渋谷駅が
大工事中。完成が楽しみです。

※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。いろいろとキケンです。
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Odaiba Marine Park
Overlooking the Rainbow Bridge and skyscrapers.
レインボーブリッジや高層ビル群を一望。イッツ トーキョー ビュー!!

Odaiba Beach is an artificial beach 800 meters long.
約800mの人工の砂浜「おだいばビーチ」。春から秋はイベントも。

Water bus is a fun way to see around here.
電車で来るのもいいけど、水上バスで来るのも楽しいですよ。
※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。
いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て
行ったものです。黄昏から夜は
カップル多発との噂あり、ご注意ください。
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Tokyo Tower
The 333-meter tall tower
which was constucted in 1958.
昭和33年にできた333mの電波塔。
今年で59歳、もうすぐ還暦です。

The lights are lit until midnight...
東京タワーのライトアップは
夜中の零時に消灯します。

You can crime the 600-step staircase to
the Main Observatory on weekend.
週末の階段開放日には600段の階段で
大展望台に上がれます（雨天中止）。
※Warning! Do not attempt.
※絶対に動画のマネをしないでください。
いろいろとキケンです。
※掲載の写真・動画は撮影許可を得て行ったものです。
特別展望室は2017年夏頃まで
リニューアル工事につき営業休止中の模様です。
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Gamble of Life

ダブルクリックで
拡大&縮小できま～す！

普通とはちょい違う！？
アナザー人生をのぞいてみよう♪

佐渡でビビビ! 池袋でハウッ!
今はお店のオーナーママよ♥
オーナーママ

ター子氏

今回ご登場くださるのは、ネオン煌く大都会で
オーナーママとして店に立つター子さん。

PROFILE

「夜の顔からは想像できない職歴の持ち主」と小耳に挟み、
早速お話を伺ってみると…スゴいのは職歴だけじゃなかったーーーッ!!!
メンズに目覚めたきっかけなどなど、

ター子…1959年、新潟県生まれ。佐
渡島で育ち、就職をきっかけに上京。
28歳の時、知る人ぞ知る六本木の人
気高級オカマクラブ「チャチャチャク
ラブ」で水商売デビューを果たし、同
店が閉店するまでの26年間勤め上げ

根掘り葉掘りいろいろ聞いちゃいました♥

る。
「どーせアンタたちは貯金なんか
できないでしょ」
とチャチャチャクラブ
のママが貯めておいてくれた退職金
を 元 手 に 、念 願 だった自分 の 店 を

—ター子さんの職歴を教えてく

戚がわんさか遊びに来るのよ。

ださい！

で、その年は若くて素敵なお兄

オープン。会員制の隠れ家的クラブと
して、たくさんの常連客を持つ。

初めて働いたのは西○ス

さんがいて。夜寝る時、アタシっ

トアーです。接客をしたくて入っ

たらお兄さんの布団にスルッと

て。まさしく覚醒したって感じで

たんですけど、食品担当になっ

入ったんです。そしたらお兄さん

したね。

ちゃって。品出しと発注が主な

がそっとアタシの#△$をΩ〒□

—西○ストアーに入社したのは

仕事でした。でも、夕方のピーク

δして（ピーーー!! ）

高校卒業後ですか?

時にはレジ打ちの応援に入れる

—マ、マ、マジですか!?

ター子

の。その時が一番楽しかったで

ター子

そうです。西○ストアーは

…マジです。でもアタシ、

男子寮もお仕事も楽しかったけ

す。あとは男子寮、ね♥

全然イヤじゃなかったんです。逆

ど、いちばん楽しみにしていた

—いつから男性がお好きに?

に、
「なにこれスゴい!! 」って全

アフター5がなくて3年経たない

覚醒したのは、確か小学

身に稲妻が走ったの。みんなが

うちに辞めました。仕事が終わ

6年生の夏休みです。ウチが佐渡

雑魚寝している部屋の片隅でそ

る時間がマチマチだから同僚と

島だから毎年夏になると遠い親

んなことしていたなんて、今思え

飲みに行ったりできなかったん

ばいろいろとスゴいわね（笑）

ですよね。

—確かにスゴいです（笑）

—次はどんな仕事を？

ター子

ター子

ター子

前の彼氏と行ったヴェネチア@2002

物心ついたときから自分

ター子

大宮の飲食店でアルバイ

のことを「アタシ」って呼んでい

トを始めました。スープパスタが

たし、周りの人からも、女の子

人 気のお店で念 願だった接客

みたいな男の子だと思われてい

の仕事でした。

ました。ただ、男性が好きなん

その次は布団のセールスマン。

だと自覚したのはこの時が初め

で も 、ぜんぜん 売 れ な かった
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Gamble of Life

普通とはちょい違う！？
アナザー人生をのぞいてみよう♪

（笑）。その会社の車で池袋に

通っていたホモスナックはホモ

でも童貞は変わらないと思いま

寄ったとき、何気なく本屋に入っ

率100%。

す。同い年のホモ友もほとんど

たんです。そしたら出会ったの!

スーツをビシッと着た男性がお

童貞。昭和34年生まれってそう

『薔薇族』と『さぶ』に!!

店に入るなり「疲れちゃったん

いう年なのね。

—『薔薇族』と『さぶ』? ?

♥」って本当の自分をさらけ出

—ター子さんが言うと名言に聞

すわけ。ホモ同士の出会いの場

こえます（笑）。本日はありがと

『薔薇族』は美少年系、
『さぶ』

にもなっていました。

うございました!!

は兄貴ふんどし系かな。その雑

—まったく違うんですね。

ター子

い わ ゆるゲイ雑 誌 で、

誌を読んで初めて自分以外にホ

ター子

他にも女装とかショーと

モがいることを認識しました。

か、こっち系にもいろんなお

雑誌にはこっち系のお店の広告

店があるのよ。

もたくさん載っていたから、その

今やっているアタシ

中の一軒に毎晩通ったわよ。

のお店が会員制

—いよいよ水商売デビュー？

なのもお客様を

ター子

いいえ、次はSEに。

ガッカリさせない

—!? SEって、システムエンジニ

ためなんです。

アですか?

まったく違うサービスを

ター子

もちろん（ 笑 ）。技 術は

期待してご来店いただい

OJTで習得しました。けっこう優

ちゃったら悪いでしょ。

秀だったんですよ。出向先は沖

—この先、また転身する

○気とか、富□通とか。

可能性はありますか？

—めちゃめちゃ大手ですね。
ター子

ただ、出向先が遠いとア

ター子

どうかしら…数年後は

不動産コンサルとか（笑）。

フター5に飲みに行けないわけ。
そこが一番大事だから（笑）。ど
うしようか悩んでいた頃、新宿2
丁目でチャチャチャクラブのマ
マに声を掛けられたんです。
—今度こそ水商売デビュー!?
ター子

ついに（笑）。ちなみに、

チャチャチャクラブは高級オカ
マクラブで、お客様のホモ率は
ほぼ0% 、逆にアタシが頻 繁に

昭和34年生まれ
＠佐渡郡相川町の方へ
ター子さんと同級生の方、
同窓会をしませんか?
ぜひ下記まで
ご連絡ください。
contact@noplan.biz
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会
同窓
ょ〜
しまし

ダブルクリックで拡大&縮小できま～す！

完全
実話

ブタ箱日記

能見 杉男（仮名）さん

家に帰れてよかったね〜、と思いきや、

忘れた頃にお迎えが来てしまった能見

さ ん 。玄 関 で 対 応 し た の は お 父 様 で

「警察官から『息子さんに逮捕状が出

てます』
って言われて、すぐ放火容疑の

アレか、
と思いました。
ドラマでよくあ

る、
内ポケットから逮捕状バーン！って

いうのはなかったですね。そういえば

能 見 さ ん は 着 替 えを 済 ま

警察手帳も見せられなかったな」…職

務怠慢

せ、覆面パトカーの後部座席へ。警察官

れ、
手錠をかけられました。
冬の朝だっ

に「○ 時 ○ 分 、逮 捕 し ま す」と 宣 告 さ

たこともあり、手錠はとても冷たかっ

たそうです。

※１：火災現場で現行犯逮捕された能見さん。裁判

所から逮 捕 状の交 付 を 受けての逮 捕でなかったこと

もあり、翌日釈放されたと推測される。

※２：能見さん宅に警察が来たのは朝７時頃。早朝か

うだ。理由としては、朝は在宅している確立が高い、明

ら午前９時頃までに警察が来るというケースが多いよ

： 前 回と違い、逮 捕 状の交 付を受けての逮 捕の

どいろいろあるが、本当のところは定かではない。

るくなってからの逮 捕のほうが取り逃がしにくい、な

※

釈放はないと思われる。
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ため、彼とは別に真犯人でも出てこない限り、翌日の

3

※2
※3

【第二話】朝早く自宅で

東京都在住

※１

Diabolic Candy ～誘惑の甘い罠～

連載
小説

VOL.6 novelist▪児玉頼子 illustrator▪松並良仁

「トイレやバスルームも忘れんなよ。あと便座もな」

「瞼に小さなホクロがあったんだ！ でもこの女にはそ

「ああ」

れがない！ 俺が抱いたのはこの女じゃない！」

剛史に指示されるまま、雄二は触れた覚えのないとこ

剛史は、どこか憐れむような目を雄二に向ける。

ろも、一ヵ所一ヵ所丁寧にタオルで指紋を拭き取って

「お前がそう思いたい気持ちは分かる。ヤった女がそ

ゆく。視界の隅にスーツケースが映り込む。

の直後に死んだって思いたくないもんな。でもありえな

剛史は一人であの中に女を押し込めたのだろうか…。

いだろ、目が覚めたら別の女の死体が隣にあったなん

想像した瞬間、背中にゾクリと冷たいものが走る。その

て」

時不意に、雄二の脳裏に生きていた時の女の顔がフ

「けど本当に違うんだ。信じてくれ！ 俺が抱いたのは

ラッシュバックした。雄二が果てそうになった時に「大

この女じゃないんだ！」

丈夫だから」と雄二の背中にしがみついた女の顔だ。

「でもなあ…お前、酔ってたんだろ？」

そうだ…あの時、彼女の瞼には確か…。

確かに酒は飲んでいた。実際、あの《candy》で飲んで

雄二は、さっきからずっとスマホをいじっている剛史を

いる途中から雄二の記憶は途切れている。でも、あの

見た。剛史は、ひとまずスーツケースを預けるためのレ

バーで出会って、雄二が抱いた女には、間違いなく瞼

ンタルスペースを検索していた。

のところに小さなホクロがあった。

「…なあ、ちょっと写真確認させてもらえないか」

「ゴミでも付いてたんじゃないのか？」

「写真？」

そう言われると自信がなくなってくる。証拠があるわけ

「女の写真だよ、顔写真撮っただろ」

ではない。考え込む雄二の手から奪い返すように剛史

「撮ったけど」

がスマホを取り上げる。

「ちょっとそれを見せてくれ」

「とにかく今はココから早く出ることが先決だ。その

「いま？」

後に女の身元を調べれば、何か分かるかもしれない。

「いいから見せてくれっ」

話はそれからだ」

雄二は、怪訝な目を向ける剛史の手からスマホを奪う

剛史は再びスマホを手にすると、レンタルスペースの検

ように取りあげ、ファイルを開いた。女の顔が画面いっ

索を始めた。長期契約が可能な、できるだけ小さくて

ぱいに映し出される。とても死体とは思えないほど、き

安く、ここから近い場所を探す。

れいな顔をしていた。

「ここにしよう。こっからもわりと近いし」

「お前、意外と悪趣味だな」

画面を見せる剛史に、雄二は釈然としない想いを抱え

女の顔を凝視する雄二を見て、剛史が口元をいやらし

たまま頷いた。

く歪めて冷やかす。だが、その言葉は今の雄二には聞

「じゃあ、とっととこっからズラかろうぜ」

こえなかった。

ズラかる。嫌な響きだ。でもこの部屋から一刻も早く

「…ない」

出たい気持ちに変わりはない。雄二は確認するように

「ないって、何が」

部屋を見渡した。忘れ物はないか、指紋を拭き忘れた

「ホクロが無いんだよ！」

箇所はないか、ゴミ箱の中もしっかりと確認した。

「ホクロ？ 何の話だよ」

「俺がチェックアウトをしている間に、お前はそれを

バックナンバーは
こちら>>
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持って表へ出ろ。裏手にあるコインパーキングに車を

の看板を確認しようとした時、車に乗り込んだ剛史が

停めてある。そこで落ち合おう。いいか、絶対に顔を上

ウィンドウを降ろし、急かすように告げる。

げんなよ。エレベーターが来たら合図を送るから」

「急ぐぞ。誰か来たら面倒だ」

「分かった」

慌てて料金を投入すると、剛史が車を枠から前に出し

剛史がドアを開け、廊下に他の客や清掃係の姿がない

た。雄二は車の背後に回り込み、トランクを開け、スー

ことを確認してから部屋を出ると、雄二はスーツケース

ツケースを抱え上げようとした。

の取っ手を握り、ドアへと向かった。ずっしりと手に重

…重い。ひとりでは持ち上げられずに手間取っている

みを感じ、再び背筋に冷たいものが走る。

と、
「なにやってんだよ」と、運転席から剛史が手伝い

今から俺は死体を運ぶんだ…。そう考えると嫌な汗が

に出てきた。

額に滲んできた。ドア越しに立った雄二に、剛史は直

互いに端を持ち、せーので持ち上げる。ふたりして同

ぐに合図を送ってきた。雄二はグイっとスーツケースを

時に、フンッと力む声が漏れた。

引く手に力を込め、急いで剛史の待つエレベーターへ

「死体って、やっぱ重いんだな」

と向かった。防犯カメラに顔が映らないように下を向

「おいっ」

いたまま中へ乗り込むと、スーツケースの重さでエレ

周囲に誰もいないか、雄二は慌てて見渡す。

ベーターがガクンと揺れ、心臓が縮み上がる。こんな

「誰もいねーよ。それに誰かに聞かれたとしても、まさ

小さな箱の中で閉じ込められたら最悪だ。雄二は、動

かこの中に死体が入ってるなんて誰も思わねーって」

き出したエレベーターが無事に1階に到着するのを今

今度はさすがに「死体」という言葉は声を潜めてくれ

か今かと待ち侘びた。ドアが開いた時には、取っ手を

たが、人に聞かれやしていないかと雄二はビクつい

握る雄二の手は緊張からびっしょりと汗ばんでいた。

た。

フロントへと向かう剛史を視界の端に感じながら、雄

何とかスーツケースをトランクに詰め込んで車に乗り込

二は足早にホテルの外へ向かった。外の空気がひんや

むと、剛史はアクセルを踏んだ。カーナビには、すでに

りと頬を撫でる。剛史は大丈夫だろうか。気になって

レンタルスペースの住所が入力してあった。ひと仕事終

振り返りたい気持ちに襲われたが、雄二はそのまま裏

えたような安堵にも似た気持ちに襲われる。まだ油断

手にあるコインパーキングへと急いだ。

するには早い。検問にでも遭ったら最悪だ。雄二は、祈

追いかけるように、すぐに剛史はやってきた。

るような気持ちで少しずつ減ってゆく目的地までの距

「大丈夫だったか、チェックアウト」

離表示を見つめた。そのせいか、背後の車にはまった

「問題ない」剛史はそう答えると、清算機の6番を押

く気付いていなかった。

し、清算ボタンを押した。
「俺が払うよ」と、雄二が財

剛史の車がコインパーキングから出ていくと、その直

布を取り出すと、剛史は支払いを雄二に任せ車へと向

後、物陰から一台の車が姿を現し、雄二たちを乗せた

かった。
「は？」表示された駐車料金を見て、雄二は思

車を尾行していたのだ。しかも、その運転席に座って

わず驚きの声をあげる。思っていたよりも高い金額が

いたのは、帽子を目深に被った美咲だった。

表示されていた。一体一時間いくらなんだ？ 料金表示
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これであんたも

男前キッチン

これぞ男前！
！
「目玉焼き」

目玉焼きになにをかけるか大調査。
王道を貫く結果に思わず男泣き!!
今回のテーマは目玉焼きだ。

くのが人気らしい。余分な水分

焼 きの 流 儀 は自 分で見つ け

焼き方にしろ、食べ方にしろ、

を取り除くことで濃厚に仕上

る、これぞ男前なサニーサイド

そのバリエーションは果てしな

がる。白身のフチがカリッとめ

アップの極意だろう。

く広く、どこまでも深い…まさ

くれ上がった定食屋風なら油

次に食べ方だ。目玉焼きにな

に男のロマンだな。

多めとか、黄身と白身を分け

にをかけるか緊急調査したと

焼き方でいえば、最近は卵を

て時間差投入するとガッテン

ころ、No.1は王道の醤油だっ

ザルに割ってからフタなしで焼

とか他にもいろいろあるが、

た。成田空港は醤油くさい、そ
んな都市伝説が証明された気
分だぜ。結果には入っていない
が「黄身は食べない」という強
者もいた、ジーザス!!

塩コショウ

アンケートに協力してくれたみ
んな、謹んでお礼を言わせてく
れ。サンキュー!!!

no.1

ソース
ケチャップ
マヨネーズ
トリュフ塩
ポン酢醤油
愛という名の調味料
フライドガーリック
パルミジャーノ・レッジャーノ
バター醤油

醤油

なにもかけない
卵食べれない

目玉焼きは食べない
※N=227（複数回答） 2016年11月現在

片面焼きだぜ! サニーサイドアップ
1熱したフライパンで油を温めろ。
2黄身が崩れないよう卵の投入はソフトランディングで。
3少量の水を入れてフタをし、蒸し焼きにしたら完成だ。

サニーサイドアップの材料
生卵…1個
サラダオイル…適宜
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noplan調べ

C O L U M N Enjoy! ニシムラン

旅ラン最高！〜新しい旅のスタイル〜
COURSE 6

美しい要塞を臨む北欧の都
ヘルシンキを走る

writer▪西村一彦

2020 年の東 京オリンピックに向けて準 備が

たことが少し心残りです。ランはしませんでした

着々? と進んでいますが、今回の旅ランは1952

が、世界遺産「スオメンリンナの要塞」は必見

年に夏季オリンピックが開催されたヘルシンキ

の場所。ヘルシンキからはフェリーで簡単に行

です。訪れたのは8月下旬。猛暑の東京から一

くことができます。要塞という名前の通り、高い

変、ここは平均気温が15℃程度。夜は10℃近く

城壁に囲まれ、砲台の残骸、朽ちた倉庫などが

まで冷え込みます。小雨交じりでやや肌寒かっ

残っていました。一方でカフェやかわいい民家、

たのですが、早朝ヘルシンキ中央駅前をスター

教会もあり、平和な景色も印象的でした。カメ

ト。そこから東側の港に向かい、入り組んだ湾

ラ片手に島内隅々を撮影したはずなのですが…

に沿って北上。市街地を抜けたところで、右に折

なんとメモリカードが壊れてしまいせっかく撮

れて、目指すはオリンピックスタジアム。白壁の

影した写真がすべて消えてしまうというハプニ

高い建物には五輪マークと「1952」の数字が

ング。これには思いっきり落ち込みました。そん

はっきりと見えます。60年近く経つというのに、

な、ハプニング続きのヘルシンキ。またいつか

とてもきれいな建物でした。その後、雨足が強

走ってみたいですね。今回走ったコースはこちら

くなり、さらに気温も下がってきたため、ホテル

（ht tps://connect.garmin.com/modern/

に急いで帰ることに。湾の反対側に行けなかっ

activity/46425961）でご覧いただけます。

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年以上。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。

vol.7

次号予告

編集後記
ナマステ! 新人の小林です! 初めての経験が多く、沢山

［特集］遊ぶならウニ、
結婚するならクリ
■

Enjoy! ニシムラン 旅ラン最高！

■

連載小説 Diabolic

■

Candy
完全実話 ブタ箱日記

の人に迷惑をかけてしまいましたが、noplanを通じて
少し成長できたと思います。まさかバック転が役に立つ
とは…。次号ではもっと活躍します！

読みどころ満載!

※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。
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小林

今どき

もしもしショッピング

今どき

もしもしショッピング

ARASHAN WHITE CASHMERE

世界一のカシミヤで贅沢に眠る。
世界で一番良いカシミヤが採れる産地として名高いアラシャン
のホワイトカシミヤを使い、熟練の職人が丹精込めて仕立て上
げた特別な毛布です。高級カシミヤならではの格別なぬくもりと
なめらかな風合いを存分に愉しめます。

アラシャン産
ホワイトカシミヤ100％毛布
（毛羽部）
ダブルサイズ

Quality & Comfort

今どき

もしもしショッピング

泉大津

毛布を極める老舗
創業昭和27年。
日本が誇る毛布の街・泉大津に三井毛織はあります。
目利きが選んだ良質な
「素材」
、
お湯と石けんで丹念に行う
「洗い」
、職人が手で質感を確かめながら
行う伝統的な
「製法」
を徹底する、毛布づくりに一途な老舗です。

アラシャン産ホワイトカシミヤ100％毛布（毛羽部）
アラシャン産ホワイトカシミヤ100%の表地と裏地を2重織りにした
贅沢仕立て。一度触れたら手放せなくなるほどの心地よさです。
【特長】
●保温性と調湿性で暖かくムレにくい
●高品質の証・ウールマーク認定品
●無染色、
ホルムアルデヒド不使用

厳選した素材

税込
価格

67,986円

徹底した洗い
WASH

MATERIAL

高度な製法
MADE

サイズ：約180x210cm
（ダブルサイズ） 素材：カシミヤ100%
（毛羽部分の組成） 重さ
：約1650g

洗濯：ドライクリーニング 日本製

▼お電話でも、WEBサイトでも、
ご注文いただけます。

QUALITY & COMFORT

お電話でのご注文

0725-21-1409

受付時間：10:00～17:00

定休日：土日祝

会社名

三井毛織株式会社
MITSUI KEORI CO.,LTD.

三井毛織公式オンラインストア

https://store.mitsuikeori.co.jp/official/
三井毛織コーポレートサイト

http://www.mitsuikeori.co.jp/

三井毛織
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本店所在地 大阪府泉大津市河原町6-37
TEL

0725-21-1409

FAX

0725-21-8505

E-mail

contact@mitsuikeori.co.jp

創業

昭和27年6月

浜街道

