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はじめまして、

店長のラーメンコーナー

今回は夏にぴったりうまからなラーメン
「大吉」さんの台湾ラーメンを紹介します。
真ん中に乗った巨大な塊が肉ミンチです。
肉ミンチをラーメンとかき混ぜて食べることで
鶏ガラベースのスープが肉の旨みとクセになる
辛さがマッチした美味しいスープに変化します。
辛さも選べます◎
〆にごはんと卵と焼き石をいれておじやにして
食べるのが大変オススメです。
食欲が落ちるこの時期に唐辛子やにんにくが効
いた台湾ラーメンを食べて食欲増進！暑い夏を
乗り切りましょう!

岐阜県岐阜市本荘西1-7-1
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ヤマハ発動機販売㈱の
野原です
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2017年5月より始まった工事ではご来店時の皆様に
大変ご迷惑をおかけしておりましたが2018年夏!!
ようやく新店舗が完成致しました。

店舗増設とリニューアルの感謝を込めて
特典盛りだくさんご用意しますので
皆様のご来店をお待ちしております。

ののヤマハヤマハののの
野原で原です
ヤマハの
野原です

2018年1月よりYSP各務原東様を担当させて頂いているヤ
マハの野原と申します。商品の入荷遅れ等でお客様に大変ご
迷惑をおかけしています。この場を借りてお詫び申し上げます。
申し訳ございません。商品入荷次第順次出荷させて頂く予定
です。いま暫くお待ちいただくと共に、ご理解、ご容赦いただけ
ると幸いです。

今回はじめましての方がほとんどだと思い簡単に自己紹介を
させていただきます。といっても特にお話しできるネタもないの
ですが。
奥さんと2人の子供（小6男子と小4女子）の4人で暮らしてい
ます。現在は名古屋市に住んでいますが出身は大垣市です。大
学進学で愛知県に引越して転々とはありましたが現在にいたり
ます。ヤマハへは2007年に転職いたしました。前職はピザの配
達をしていました。2007年というと4stJOGがデビューした頃。
175Rとタイアップしていたことを思い出します。担当は愛知
県、富山県、石川県、静岡県と回り現在は岐阜県と福井県をカ
バーしております。オートバイ暦は30歳で大型免許を取得し
て、緑色のビキニカウル付モデルに乗っていました。初めての
バイクということもあっていろんな所へツーリングに出かけまし
た。この子とは北海道ツーリングも果たしました。下道自走で青
森まで走りそこからフェリーに乗って北海道に入り2週間ほど滞
在、もう10年以上昔の思い出です。次に乗ったのは赤いフルカ
ウルの1000㏄。羽が付いた会社のモデルです。初めてサーキ
ット走行をした相棒でもあります。当時着ていた皮ツナギ、今で
もあります。しばらく着ないうちにお腹回りがふた回りほど縮ん
だようです。（笑）丁度この頃ヤマハに転職し2008年モデルの
YZF-R1に乗換え。彼は最後の4バルブ4気筒エンジン、クロス
プレーンになる前の車両です。西浦サーキットに通っていまし
た。タイムは聞かないで下さい。（汗）ある事情で（よくある家庭
の…です。）さよならをしてしまったため現在はﾌﾘｰです、次の相
棒を鋭意探しております。
休日は子供たちの「どっか連れて行け」コールに悩まされる
日々を過ごしています。おススメスポット等があればお気軽に
教えていただけると嬉しいです。簡単ではありますが自己紹介
でした。YSP各務原東様にはいつもお世話になっております。お
客様にご満足いただけるよう全力でサポートさせていただきま
すので今後とも宜しくお願いします。

[SUN][SUN][SAT][SAT]
9/8-9/99/8-9/9

[SUN][SAT]
9/8-9/9

紹 介
#07

STAFF

通信通信



「中山七里」ナカヤマシチリって知っ
てます？
岐阜県出身で事務員の中・高校の同
級生なんです。
40才後半にて「このミステリーがすご
い！」大賞を2009年に受賞しデビュー
作は「さよならドビュッシー」この本はす
ぐ映画化にもなり橋本愛ちゃんが主演、
この時は同級生も集まりエキストラで参
加しました。
以来仕事の両立も大変になり作家1
本に、今までに40冊以上"岬洋介シリー
ズ""刑事犬養隼人シリーズ"、その他
数々の本を出版しています。（テレビで
ドラマ化もあります。）

「中山七里」知ってます？
事務員が最近ハマっている作家の紹介です。

私もまだ全部読んでいませんが、最近
読んだ中で嗤う淑女（わらうしゅくじょ）・
譲られなかった者たちへ七色の毒・連
続殺人鬼カエル男ふたたびなどおすす
め！！
食事の前後にはお勧めしませんが「ど
んでん返しの帝王」と言われている「中
山七里」は読みだしたら止まらない癖に
なる作家です。

これから5年間に2カ月ごとに本が出
版されるのが決まっているのでファンと
しては嬉しいのですが本棚に収まらなく
なってきたこの頃です。

前回ご紹介させてもらったドラマは刑事物でしたが今回は違い
ます。
アメリカ南西部に住むウォルター・ホワイトの物語、身重の妻ス
カイラーと脳性麻痺の長男フリンとの生活を支えるために高校で
化学教師を勤めつつアルバイトで生活費を稼ぐ平凡な低所得者
層。
ある日自分自身に「肺がん」が見つかる事で主人公の運命が狂
い始める。※アメリカではガンの治療は莫大な金額がかかるので
低所得者層は治療が容易ではない。
ある日覚醒剤の元締めが捕まるニュースを見ていたウォルタ
ー、一緒に見ていた麻薬取締局（DEA）に勤めている義弟に「覚醒
剤は儲かるのか？」と聞いたウォルター、義弟は「儲かるな」と答え
る。死ぬ前に家族に財産を残すため、低所得者層向けの覚醒剤で
ある「メタンフェタミン」（通称メス）の密造を決意する。
あまりにも面白すぎて営業マンは字幕で3回・吹き替えで2回も
全話を見てしまいました。本国アメリカでは人気がありすぎて映
画・アニメでも「ブレイキング・バッド」のオマージュされました。
例「シンプソンズ」「ズートピア」などなど
犯罪系・ドラックをテーマにしているので万人受けはしませんが
とにかくおススメの海外ドラマです
ジャンルはブラックコメディ・サスペンスになりますので視聴の
際はお気をつけください。

暑い季節と言えば…冷たい飲み物・アイス・スイカ・そしてホラー！
そういう事で今回は私が大好きなジャンル「ホラーゲーム」を紹介し
たいと思います。
25年以上ゲームをやってきた自分がおススメするホラーゲーム、
その名は「F.E.A.R.（フィアー）」になります。
※略：フィアーファーストエンカウンターアサルトリコン
シューティングアクションゲームで俗にいう「洋ゲー」に分類される
ゲームです、銃撃戦ありホラー要素もある強いゲームです。非常に敵
NPCの動きが非常に賢く難易度が高い事もおススメのポイント、しか
もホラー要素も素晴らしい出来、当時ゲームAI業界では「10年に1度
の革命」と言われるくらいの出来だそうです。
このゲームは2005年に発売されたパソコンゲームで当時最先端
のパソコンでも推奨スペックが非常に高く容易にプレイできない作
品でした。初代は13年以上経っておりますが今でも色あせないゲー
ムになります、自分自身ゲームにグラフィックは関係ないと思ってお
り、グラフィックが良いから楽しめるというのは間違いだと思っていま
す。シューティング要素も高ければホラー要素も非常に高く、海外のシ
ューティング要素と日本のホラー要素がうまく融合された作品です。
ただ良い点ばかりではなくゲームのマップ構成が単調の点など、ホラ
ー大好きな人にとってはあまり怖くない点などがあるなど欠点はあり
ますが良いゲームです。
昔はパソコンでプレイするには敷居がとても高いゲームでしたが
2018年の今なら比較的簡単にプレイすることが可能になりました。
詳しいゲーム内容は…「FEAR 体験版」と検索していただけると体験
ゲームができますのでホラー・アクション好きにはお勧めです♪

「ブレイキング・バッド」

営業　の おすすめコーナーおすすめコーナー

の頃です。

営業　の おすおす
Masashi

海外
ドラマ

お勧めです♪

「F.E.A.Rシリーズ」海外
ゲーム

この記事を見てやってみたい！と思った方はパソ
コン版ソフトを1名の方限定でプレゼント致します！
応募はYSP各務原東ラインからメッセージをくだ
さい。抽選応募は9月30日まで♪（商品は中古です）

当店の御客様限定!! ☞



RUN FOR MY LIFE

お店の歴史第7回お店の歴史

走り続ける貴方の為に!!

1980年代・バイクブームは更に大きな広がり
を見せていきます。鈴鹿8耐久のレースブームは
若者を中心としてレプリカブームが到来!!そして
頂点を向かえるこ事となります。いわゆる第二次
バイクブームに入りました。各社のレプリカバイク
は販売を大きく伸ばし当社もヤマハFZR250～
1000のシリーズが大ヒット!!特に250ccはFZ250
～FZR250・87.99.89年モデルがスポーツバイク
の販売の中心になって行きました。レプリカバイ
クに乗り皮ツナギ・フルフェイスヘルメット、ブー
ツ・グローブが当時の正装と言われていました。
ヤマハ車にはグローブ・ブーツはタカイ製が定
番。当時は皮製品が高くタカイのグローブも1万
円前後。物も良かったので今でも使用している方
も見る程です。2サイクル車も元気で（TZ250・
TDR250等）各社とも250cc～400ccの排気量の
車種が大変豊富で活気があふれている時代で
す。しかし高校生を中心とした３ない運動（免許
を取らせない・買わない・運転させない）や原付
ヘルメット着用義務化（1986年)・バブル崩壊と
世の中もバイク業界も大きな波に呑み込まれて
いく事となります。
1989年には消費税も導入され特に原付スクー
ターは消費税導入前の駆け込み需要で大変多く
購入をいただきました。そして90年代初頭にはレ
プリカブームが終わり、ネイキッドバイクそして後

半はアメリカンバイクブームが到来と売れるスポ
ーツバイクも変化していく事になります。若者の
バイクに対する考え方も大きく変わり、ドラッグス
ターシリーズ（アメリカン）が中心となりました。
1995年には各自動車学校で大型二輪免許が
取得できるようになりこれ以後大型バイクのライ
ンナップが増えていく事になります。このことは業
界にとっても大変大きな変化となりました。
私ごとですが店を始める前に大型免許を取得
しようと、神戸・岐阜の試験場で合計6回チャレン
ジ7回目にしてやっと合格、大変嬉しかった事を
今でも覚えています。当時は1回落ちると次回は1

カ月先にしか予約が取れないぐらい多くのライダ
ーが大型免許を目指していた時代、私も取得まで
1年半!!今では考えられません。そして第二次オ
ートバイブームは終わりを迎えバイク人口も徐々
に減少、厳しい時代に突入していきます。
当店はYSP開店から約15年スポーツバイクユ
ーザーは減少したもののYSPという名前の定着と
ヤマハのファンの方々に支えられ、販売に修理と
忙しい毎日が続いてました。そんな時、本店（現
店舗）の社長の体調不良もありおがせ町から南
町へお店の移転計画がもちあがります、時を同じ
くしてヤマハからYSPのリニューアル事業も発表
された頃でした。そして現店舗オープンに向けて
計画が進んで行く事になります。おがせの店は全
部で約200坪南町は駐車場込みで約100坪狭く
なることもあり決定してからも随分悩む日が続い
てきます。オープンは2002年（平成14年）3/3と
決まりました。

今回のワンポイントアドバイスはちょっとお休み。

海の上に浮かべた筏から黒鯛を狙ってます。
道具はとってもシンプル、竿・リール・糸・釣針
と小さなオモリのみ。基本"うき"を使わず、竿の
穂先の動きを見て黒鯛以外の魚は出来るだけ
釣らずに本命だけを釣るという少しマニアック
な釣りなのです。

慣れてくると面白いもので穂先を見てると魚
種によって様々な"アタリ"があり本命以外はわ
ざとエサだけを食べさせ不用意に釣って場を荒
さない様に本命のアタリの時のみ思いっきり合
わせて釣る様にします。

黒鯛って鯛（マダイ）と違うのって思われる方
も多いと思いますが容姿は似ていて体色が黒
いのは名前の通りだけどマダイより精悍でパ
ワーもワンランク上、体長も50cm位にな
ると自作の竿がミシミシって悲鳴を上げ
る程でこの感覚がたまりません!!
ただこの黒鯛、とっても警戒心が強く
上手くはまれば大漁だけど全く釣れない時もあ
り日々悪戦苦闘しています。でも何より青空の
下、海の上に浮かんだ筏に揺られ、遠くに山々、
鳥の鳴声を聞きながらの釣りは例え釣れなくて
も最高のストレス解消になりますよ!!
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お店と    友だちに
なりませんか☞
TTEL L / FAX:X:058-8-370-0-5100TEL / FAX:058-370-5100

めんたいソフトクリーム♪おススメです！（笑）
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「元旦ツーリング」「元旦ツーリング」

早朝にも関わらず参加人数はなんと10名越え！
ご参加ありがとうございます。
関市「モネの池」までツーリングに向かいました。
フランスの画家クロード・モネの絵画に似ている事で池
の名前が「モネの池」と命名されたようです。
早朝だった為混み合い等はありませんでしたのでバイ
クで行かれるのであれば早朝がおススメです♪

7月開催2017年

11月開催2017年

5月開催2018年

「早朝ツーリング」

「ウエルカムツーリング」

「平日ツーリング in 知多」

行き先▶岐阜県関市

行き先▶愛知県知多郡

行き先▶

LUBLUB

えびフ
ライ定

食

ム♪
（笑）

第6弾

天気は快晴！
14名のライダー様にご参加いただけました。
行き先は「つちのこ館」「留之助商店」「ダーツバーBORO」に向か
いました。ダーツバーBOROはバイク好きな店主が切り盛りしてい
るお店さんです。

岐阜県下呂市

是非バイクで下呂に行く機会がありましたら行ってみてください♪

天気は晴れで
絶好のツーリング

日和♪

天気はまたまた快晴！
平日ツーリングを開催しました、当店は土日にお仕事
でイベントに参加できない方にもツーリングイベントを
楽しんでもらいたいと思い不定期で開催しております。
前回はお肉を食べに「伊賀市」まで行きましたので今
回は「魚」をテーマにし知多郡に向かいました。
「まるは食堂」「えびせんべいの里」「めんたいパーク」
すべて魚が絡んでおります。

発行・編集:
〒509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町5-233
Mail: ysp-kakamigahara@hkg.odn.ne.jp
URL: http://gifu.bike/

　　 各務原東

点検・車検のご予約は
お早めにどうぞ !


