
今どきの車
　今年はS660、コペン、ロードスター、Eliseと屋根の開く車
がたくさんやって来てくれました。うちも屋根の開く車を買

いたいのですがなかなか買えないのを応援しに来てくれたみたい
です。春の新緑からお花の咲く初夏まで、そして秋の紅葉の中オー
プンで走るのはとても気持ち良いと思います。もうそろそろ最後の車
になりそうなので真剣に考えねばとは思うのですが‥。
　それとうちの車の仲間Kangooが3台やって来てくれてKangooコ
レクションも少しづつ増加しています。うちの車ももう十数年になり、
まわりが変化する分少しクラシックぽい顔つきになって来てそれも
気に入っています。
　さて今年、新しく世に出た車の中では何が面白そうでしょう。COTY
はRAV4でした。まだ当分はSUVの時代が続きそうです。個人的には
MAZDA3が少し興味あります。キャラクターラインにご執心だった
MAZDAが面への転向、と言っても面の光の反射でキャラクターライ

ン様のものを作り出していますが、キャラクターラインよりは好きで
す。インテリアもシンプルさが良いです。カローラも頑張っています
がインテリアの差が大きいです。
　なかなかエポックメーキングな車は出現しませんね。

今どきの吉里吉里
　ここ羽幌は12月に入り雪が降ったり解けたりしながらだ
んだん本格的な冬の景色に変わって来ています。宗谷岬

年越しライダー達にとっては良い冬になりそうでしょうか。
　さて吉里吉里の2019年、どうだったでしょう。シーズン前半5、6、7
月は天皇即位の日の関係での10連休、働き方改革での9連休などで
長いお休みが取りやすくお客様も多かったのです。7月初めには吉
里吉里にしては珍しくTV番組の取材MOTO RISEが入り、安藤なつさ
ん、古澤惠さんなんて有名人がライダーズ名鑑に参加してくれまし
た。8、9月は息切れして最終的にはいつもより少しお客様が多いか
な程度に落ち着いてしまった少し残念なシーズンでした。
　ことしはさらに残念なことに例年11月に取る秋季休暇が店の改修
工事のため取れなくなってしまい何処にも出かけられず大人しく工
事の進行を見ているだけになってしまいました。
　年内にトイレの改修（Fさん、ウォシュレットが使えるようになりまし
た。）ユニットバスの交換、シャワールームの新設（朝もシャワーが使
えるようになります。）を行います。
　来春は2期工事で窓枠の交換をします。表をいじるので国道側か
ら見る建物の印象は少し変わるかも知れません。

【重要】営業期間の変更と利用料金の改定
　「とほ」では冬季休館と表記されてますが現在は冬季も営業して
います。ただし冬季間の利用は客室まで外を歩くなど少し特殊なた
め「今までに吉里吉里をご利用されたことがある方」で「前日までに
ご予約いただいた方」に限りらせてもらいます。
　年末年始は通常通りの営業です。
　10月から消費税率変更に伴い料金を改定しました。また2020年
度からは若干の料金の変更があります。よろしくお願いします。

　最後にこの度は吉里吉里のご利用ありがとうございました。また
機会がありましたら、ぜひお訪ねください。お待ちしています。 　K,Y&M

　SUZUKIは何と言っても去年に続きV-STROM250です。他の
250Twin Modelもそこそこ人気です。減価償却も終わった250で価格
もそこそこ抑えられているのも人気のある理由かも知れません。
　KawasakiはやはりH2でしょう。昨年までは1台も顔を見せなかった
のに今年は4台もやって来ました。注目されるNew Modelもここまで
やって来るには数年かかります。刀の新しいのもまだ姿を見せてい
ません。Ninja250の4気筒は割と早く顔を出すかな。春の楽しみです。
　あとKawasakiでは希少車種と言うか単に売れなかっただけと言っ
ちゃぁ悪いですがそんなMotorcycleが2車種やって来ました。新しい
方がZ250SL、古いのがXANTHUSです。Z250SLなんて新しいのに見
たことありませんでした。そしてもう販売終了と聞いて二度びっくり。
Kawasakiは大排気量が主力なのでこんな小さいMotorcycleなんか
相手にしてられないのかも知れませんが大排気量に乗ってた人も
歳をとる。そんな人のためににもこんなMotorcycleを用意しておく。
そんな度量が欲しかったです。

　XANTHUSこれはもう古い。1992年発売と言うのでもう27年も前な
んですね。来店したXANTHUSも少ないです。27年間で多分3～4台
だと思います。でもこの2台に共通するのはどちらもとてもカッコい
い。何故こんなカッコいいMotorcycleが売れなかったのかとても不
思議です。僕の趣味が悪いとは全然思えませんが‥‥。
　輸入車は数に変化なし。総数が増えているので割合としては少し
減ったことになります。HARLEY-DAVIDSONが輸入車の4割程度占め
るのは変わりません。アドベンチャー系のGSが多いのも変わりませ
んが意外とRT系も健闘しています。DUCATI、KTM、Triumph等もそれ
ぞれ健闘しています。Husqvarnaがそれに混ざるのは何時になるで
しょう。これも楽しみです。
　Motorcycle全体としては僕の個人的好みにもよるのですがネオ
クラシックと言うか60年代のCafeRacerぽいデザインのMotorcycle
（V7Racer、THRUXTON TFC、SCRAMBLER CAFE RACER、Z900RS 
CAFE、W800 CAFE、SV650X等 /々SUZUKIまでが作っています。デザイ
ン的にはKawasakiよりまし。）が増殖しているのはうれしいことです。
今の時代にRENAISSAなんてあれば格好のカスタムベースになるの
に。今でも惜しいMotorcycleだと思っています。

今どきのMotorcycle/PartⅡ　原チャは増えたか！vol.5
　増えました！35台から56台へ1.6倍です。先にも書いた通りCub人
気でしょう。Route 66を走るのならHARLEY-DAVIDSONでしょうが国
道231号線を走るならCrossCub110・SuperCub110で良いんじゃな
い。これからも吉里吉里はミニマムな手段で旅する人たちを応援し
ます。来年も原チャ（125cc以下）・自転車で旅するみんなにRIDE 
ORORON LINE 缶バッジさしあげます。

原チャのみですが、ご当地ナンバー・コレクション
　ご当地ナンバー原チャで来られた方には「ご当地ナン
バーでやって来たよ」缶バッジを差し上げています。

　なお吉里吉里ライダーズ名鑑の写真のH.P.への掲載は正月あけ
を予定していますがH.P.制作ソフトが変更されたので少し時間がか
かるかも知れません。そのときはお許しを！
H.P.アドレスが変わってます。新アドレスwww.kirikiri-haboro.comです。
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今どきの旅
　上の写真、今春、京都に行った時に撮りました。ガラス越
しであまり良く分からないと思いますがCB125のレーシング

バージョンです。もう50年以上前のオートバイがベースです。撮影し
たのは観光地のメインストリート沿いではありませんがまぁ京都の
ことですからどんなとこにでも観光客は行くでしょうから結構有名な
個体かも知れません。僕はこのお店の左側少し離れた所にあった
Bluesを聞かせる喫茶店がどうなっているか探しに行ってこのレー
サーを見つけました。喫茶店は思った通り閉店していました。そして
その後、ストリートビューを見たら建物も取り壊されたみたいです。
残念ですが時の流れで仕方ないことでしょう。でもそれと同時にそ
のすぐ近くで50年近く前のレーサーがピカピカで保存されている。
京都はこんな具合に街角でやたら古い物とか、貴重な物に出会える
ことがあってとても面白いです。

今どきのMotorcycle
　2019年吉里吉里を訪ねてくれたMotorcycle/Riderは12
月15日までで531台です。ブラックアウトで最悪だった昨年

よりは14%程増加しました。とは言ってもこのところ500～600台で推
移している来店者数を思えば決して多い年ではありません。むしろ
少なめの例年並みと言った所でしょうか。
　さて今年のMotorcycleの内訳を見ていきましょう。昨年激減した
HONDAが盛り返し30%近くのシュアを取りました。特に125ccクラス
の台数が多くCrossCub110、SuperCub110人気の現れでしょう。
Cub125も発売され来年もたくさん来そうです。あと面白かったのは
「こんなオートバイ売れるんか」と思っていたRebelが250、500共々そ
こそこやって来たことです。特に250は単一車種では250ccクラス1番
の5台もやって来ました。HARLEY-DAVIDSONに代表される
Motorcycleのイメージはやはり大きいのでしょう。
　YAMAHAはSRとSEROWです。この2車種でYAMAHA全体の1/4以
上の台数を占めます。YAMAHAはそんなSEROWを辞めちゃうなん
て。後継車種はどうするんだろう。あと興味を引いたのはMAJESTY S、
TRICITY155等に使われている155ccのエンジンです。何がと言われ
ると困るのですが何となく気になる存在です。

レーサーが置いてあった作
業着屋さんの店先 / 当時こ
の近くに TL125 BIALS に乗っ
た少年がいたのを思い出し
ました。あまり意味は無い
ですが。

かつて行った喫茶店
アップライトのピアノが置い
てあり Bluse が流れていた。
憂歌団の名前を知ったのもこ
こだったかも知れない。

HONDA Rebel250/500
意外と言ったら HONDA のデ
ザイナーに悪いけどこんなに
来るとは思わなかったのは事
実。
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SUZUKI SV650X
SUZUKIの Cafe Racer
Kawasaki の作る Cafe よりも
かっこいい！個人的見解

YAMAHA Renaissa
もう23 年前のMotorcycle で
す。今あればネオクラシック
カスタムのベースに持ってこ
い。

Kawasaki XANTHUS
カッコは良かったけど「現代
版マッハIII」と言うコンセプト
には若干無理があったように
思う。
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MAZDA3が少し興味あります。キャラクターラインにご執心だった
MAZDAが面への転向、と言っても面の光の反射でキャラクターライ

ン様のものを作り出していますが、キャラクターラインよりは好きで
す。インテリアもシンプルさが良いです。カローラも頑張っています
がインテリアの差が大きいです。
　なかなかエポックメーキングな車は出現しませんね。

今どきの吉里吉里
　ここ羽幌は12月に入り雪が降ったり解けたりしながらだ
んだん本格的な冬の景色に変わって来ています。宗谷岬

年越しライダー達にとっては良い冬になりそうでしょうか。
　さて吉里吉里の2019年、どうだったでしょう。シーズン前半5、6、7
月は天皇即位の日の関係での10連休、働き方改革での9連休などで
長いお休みが取りやすくお客様も多かったのです。7月初めには吉
里吉里にしては珍しくTV番組の取材MOTO RISEが入り、安藤なつさ
ん、古澤惠さんなんて有名人がライダーズ名鑑に参加してくれまし
た。8、9月は息切れして最終的にはいつもより少しお客様が多いか
な程度に落ち着いてしまった少し残念なシーズンでした。
　ことしはさらに残念なことに例年11月に取る秋季休暇が店の改修
工事のため取れなくなってしまい何処にも出かけられず大人しく工
事の進行を見ているだけになってしまいました。
　年内にトイレの改修（Fさん、ウォシュレットが使えるようになりまし
た。）ユニットバスの交換、シャワールームの新設（朝もシャワーが使
えるようになります。）を行います。
　来春は2期工事で窓枠の交換をします。表をいじるので国道側か
ら見る建物の印象は少し変わるかも知れません。

【重要】営業期間の変更と利用料金の改定
　「とほ」では冬季休館と表記されてますが現在は冬季も営業して
います。ただし冬季間の利用は客室まで外を歩くなど少し特殊なた
め「今までに吉里吉里をご利用されたことがある方」で「前日までに
ご予約いただいた方」に限りらせてもらいます。
　年末年始は通常通りの営業です。
　10月から消費税率変更に伴い料金を改定しました。また2020年
度からは若干の料金の変更があります。よろしくお願いします。

　最後にこの度は吉里吉里のご利用ありがとうございました。また
機会がありましたら、ぜひお訪ねください。お待ちしています。 　K,Y&M

　SUZUKIは何と言っても去年に続きV-STROM250です。他の
250Twin Modelもそこそこ人気です。減価償却も終わった250で価格
もそこそこ抑えられているのも人気のある理由かも知れません。
　KawasakiはやはりH2でしょう。昨年までは1台も顔を見せなかった
のに今年は4台もやって来ました。注目されるNew Modelもここまで
やって来るには数年かかります。刀の新しいのもまだ姿を見せてい
ません。Ninja250の4気筒は割と早く顔を出すかな。春の楽しみです。
　あとKawasakiでは希少車種と言うか単に売れなかっただけと言っ
ちゃぁ悪いですがそんなMotorcycleが2車種やって来ました。新しい
方がZ250SL、古いのがXANTHUSです。Z250SLなんて新しいのに見
たことありませんでした。そしてもう販売終了と聞いて二度びっくり。
Kawasakiは大排気量が主力なのでこんな小さいMotorcycleなんか
相手にしてられないのかも知れませんが大排気量に乗ってた人も
歳をとる。そんな人のためににもこんなMotorcycleを用意しておく。
そんな度量が欲しかったです。

　XANTHUSこれはもう古い。1992年発売と言うのでもう27年も前な
んですね。来店したXANTHUSも少ないです。27年間で多分3～4台
だと思います。でもこの2台に共通するのはどちらもとてもカッコい
い。何故こんなカッコいいMotorcycleが売れなかったのかとても不
思議です。僕の趣味が悪いとは全然思えませんが‥‥。
　輸入車は数に変化なし。総数が増えているので割合としては少し
減ったことになります。HARLEY-DAVIDSONが輸入車の4割程度占め
るのは変わりません。アドベンチャー系のGSが多いのも変わりませ
んが意外とRT系も健闘しています。DUCATI、KTM、Triumph等もそれ
ぞれ健闘しています。Husqvarnaがそれに混ざるのは何時になるで
しょう。これも楽しみです。
　Motorcycle全体としては僕の個人的好みにもよるのですがネオ
クラシックと言うか60年代のCafeRacerぽいデザインのMotorcycle
（V7Racer、THRUXTON TFC、SCRAMBLER CAFE RACER、Z900RS 
CAFE、W800 CAFE、SV650X等 /々SUZUKIまでが作っています。デザイ
ン的にはKawasakiよりまし。）が増殖しているのはうれしいことです。
今の時代にRENAISSAなんてあれば格好のカスタムベースになるの
に。今でも惜しいMotorcycleだと思っています。

今どきのMotorcycle/PartⅡ　原チャは増えたか！vol.5
　増えました！35台から56台へ1.6倍です。先にも書いた通りCub人
気でしょう。Route 66を走るのならHARLEY-DAVIDSONでしょうが国
道231号線を走るならCrossCub110・SuperCub110で良いんじゃな
い。これからも吉里吉里はミニマムな手段で旅する人たちを応援し
ます。来年も原チャ（125cc以下）・自転車で旅するみんなにRIDE 
ORORON LINE 缶バッジさしあげます。

原チャのみですが、ご当地ナンバー・コレクション
　ご当地ナンバー原チャで来られた方には「ご当地ナン
バーでやって来たよ」缶バッジを差し上げています。

　なお吉里吉里ライダーズ名鑑の写真のH.P.への掲載は正月あけ
を予定していますがH.P.制作ソフトが変更されたので少し時間がか
かるかも知れません。そのときはお許しを！
H.P.アドレスが変わってます。新アドレスwww.kirikiri-haboro.comです。

今どきの旅
　上の写真、今春、京都に行った時に撮りました。ガラス越
しであまり良く分からないと思いますがCB125のレーシング

バージョンです。もう50年以上前のオートバイがベースです。撮影し
たのは観光地のメインストリート沿いではありませんがまぁ京都の
ことですからどんなとこにでも観光客は行くでしょうから結構有名な
個体かも知れません。僕はこのお店の左側少し離れた所にあった
Bluesを聞かせる喫茶店がどうなっているか探しに行ってこのレー
サーを見つけました。喫茶店は思った通り閉店していました。そして
その後、ストリートビューを見たら建物も取り壊されたみたいです。
残念ですが時の流れで仕方ないことでしょう。でもそれと同時にそ
のすぐ近くで50年近く前のレーサーがピカピカで保存されている。
京都はこんな具合に街角でやたら古い物とか、貴重な物に出会える
ことがあってとても面白いです。

今どきのMotorcycle
　2019年吉里吉里を訪ねてくれたMotorcycle/Riderは12
月15日までで531台です。ブラックアウトで最悪だった昨年

よりは14%程増加しました。とは言ってもこのところ500～600台で推
移している来店者数を思えば決して多い年ではありません。むしろ
少なめの例年並みと言った所でしょうか。
　さて今年のMotorcycleの内訳を見ていきましょう。昨年激減した
HONDAが盛り返し30%近くのシュアを取りました。特に125ccクラス
の台数が多くCrossCub110、SuperCub110人気の現れでしょう。
Cub125も発売され来年もたくさん来そうです。あと面白かったのは
「こんなオートバイ売れるんか」と思っていたRebelが250、500共々そ
こそこやって来たことです。特に250は単一車種では250ccクラス1番
の5台もやって来ました。HARLEY-DAVIDSONに代表される
Motorcycleのイメージはやはり大きいのでしょう。
　YAMAHAはSRとSEROWです。この2車種でYAMAHA全体の1/4以
上の台数を占めます。YAMAHAはそんなSEROWを辞めちゃうなん
て。後継車種はどうするんだろう。あと興味を引いたのはMAJESTY S、
TRICITY155等に使われている155ccのエンジンです。何がと言われ
ると困るのですが何となく気になる存在です。

DAIHATSU COPEN
荷物の積載量でS660をしの
ぐ、というよりS660が何も
積めない。

Kangoo 2 世代　デカングー
はいろんな意味で大きく立派
になってます。ダウンサイジ
ングされたエンジン・EDC は
魅力的

安藤なつさんがくれた MOTO 
RISEのbikoのステッカー
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吉里吉里オリジナルロゴステッカー　￥410　送料￥84
現在発送できるのはこれだけです。このところ今一つ沈黙して
いるっぽい吉里吉里・オリジナル・グッズですが、来年はもう
少し力入れてやりたいと思っています。今のところ乞うご期待
としか言えませんがお楽しみに！

なおH.P.アドレスが変更になっています。www.kirikiri-haboro.com
です。旧サイトへもこのH.P.からリンクされています。
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【お知らせ】2020年3月末新しい「とほ」が発売されます。今回から書店での取り扱いが終わり各宿とamazonの
みでの販売になります。価格は各宿では￥220（税込）amazonでは￥440（税込）ステッカー付きとなります。発
売されましたらツィッターでお知らせします。よろしく！

蝦夷延胡索（エゾエンゴサク）
ほぼ春一番に咲く空色のきれいな花。ただし色は時間とともに変化する。

　明るい林の下に群生する。後のボヤーと青いのが群生。


