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♥マガジン提示or「ジモアを見た」とお伝えください。 ※クーポン期限2021年3月31日
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冠スポンサー募集！
地域メディア「ジモア」のメイン・サブスポンサーとして
年間を通じて掲載いただく、法人、個人、店舗様を募集します。

詳細は個別にご提案いたします。下記よりお問い合わせください。

■ ネーミングライツ権  ■ 毎号の記事広告枠
■ イベント等のコラボ  ■ 各種事業マッチング etc.

COCOLONE株式会社
住所：新宿区高田馬場2-14-28 青木ビル302
H P ：www.jimore.net/contact/
TEL：03-6427-4653（ジモア担当）

ジモア編集部
詳しくは
こちら ▶

迫力満点のカクテルショーで
人気のダイニングバー。飲み放題付き
コース2,500円から。ダーツあり！
テレビ番組『お願いランキング』で紹介され
た名物ライスコロッケは、サクっとした食感
で、とろとろのクリーミーチーズが溢れる人
気メニュー。料理もドリンクも多彩で、オリ
ジナルカクテルのオーダーもOK。迫力のカ
クテルショーを随時開催！ジモア読者は、
飲み放題付きコースが500円OFF！店内に
巨大モニター完備、貸切パーティー･コン
パも気軽にご相談を。

創作イタリアン Pia Cuore
ピアクオーレ 高田馬場駅 徒歩3分 MAP_F4

日曜03-3208-7561
12:00～24:00

新宿区高田馬場2-14-7 新東ビル3F

ジモア読者特典特典1

特典2 コース

料理5品+2H飲み放題
※要予約：当日14時まで

 ※他クーポン併用不可

※18時以降

3,000円 → 2,500円

料理全品
 20％OFF

★

パ
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ン
コ

パ
チ
ン
コ
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早稲田通り◀高田馬場駅◀高田馬場駅

多彩な創作うなぎ料理と
鰹出汁の関東風おでんに舌鼓を打つ。
旬の肴に合う地酒とともにどうぞ。

口コミで大人気の大人の隠れ家。浜名湖直
送の鰻の関東風・関西風の食べ比べ重に、サ
ラダ、お吸い物、お新香がついて、なんとランチ
が2,600円（税込）、夜は単品2,580円（税
別）。破格で提供する創作うなぎ料理は、様々
な部位が味わえる「うなぎ串」も大人気。鰹出
汁のこだわりおでんは、80円からご用意。この
冬は豆乳おでんもオススメ！店主厳選の日本
酒・ワインで、ゆったりと一献傾けてみたい。

うなぎとおでん 角家
すみか 高田馬場駅 徒歩4分 MAP_F1

月曜

03-3361-1179
火～日 ランチ11:30～14:00（L.O.13:30） / 
ディナー 17:00～24:00（L.O.23:00）

新宿区高田馬場3-12-27

ジモア読者特典

テイクアウトOK
うな重、うな丼、う巻サンドの

高
田

馬
場
駅

早稲田通り早稲田通り
★西友

「Uber Eats」のデリバリー可

山椒バニラ
アイス

◎「ジモアを見た」とお伝えください
サービス

タンメンの常識をくつがえす
肉盛り味噌タンメンを喰らえ！
西早稲田駅前のガッツリ系ラーメンの新
ジャンル！鶏白湯スープをベースにピリッと
痺れるがっつり肉盛りの「濃厚味噌タンメ
ン」は、豚トロの“揚げチャー”と肉厚の“バ
ラチャー”が選べます。タテヲの迫力満点の
タンメン、やみつきになること間違いなし！

波風タテヲ
なみかぜたてを 西早稲田駅 徒歩30秒 MAP_F3

無休

03-6457-6246
月～土 11:30～14:30 / 17:30～22:00
日・祝日 11:30～16:00

新宿区西早稲田2-20-5

諏訪町交差点

馬場口交差点
早稲田通り明

治
通
り

西早稲田駅

絶対食べたい！冬期限定らーめん。
毎年好評の３つの味が今年も登場。
トッピング＆大盛りは、すべて無料！
西早稲田で人気のラーメン店。隠し味のピー
ナッツバターが深いコクを引き出す、クリー
ミーな味噌らーめん。寒い季節になると登場
するのは、スタンダードな白・ピリ辛の赤・竹墨
とマー油の黒の3種類。いずれもモチモチ麺
に絡みつく、濃厚な旨味スープがたまらない。
この時期にしか登場しないので必食です！ラ
ンチタイムは「ねぎチャーシューめし」or「ライ
ス+水餃子（3ヶ）」を+100円でサービス！

らーめん我羅奢
がらしゃ 西早稲田駅 徒歩1分 MAP_F2

不定休
月～土 21：30
日曜 ～16：00　祝日 ～21：00

03-3203-5946
新宿区西早稲田2-21-6

早稲田通り明
治
通
り

西早稲田駅

馬場口交差点

メンマ、ねぎ、もやしの
トッピング すべて無料！

です。

ガ ラ シャ
らーめん我羅奢

麺の大盛 チャーシュ
ー3枚

【編集部からご寄付のお願い】

■ 1,000円以上のご支援
①お名前の掲載（次号のマガジンにお名前を掲載します）
②希少なジモアバックナンバーを差し上げます。（※①②ともにご希望の方）

ジモアマガジンが
休刊の危機!?
新型コロナの影響もあり高田馬場・早稲田の経済も非常に厳しい状況と
なっています。また、フリーマガジン「ジモア」も近年の出版不況もあり赤字
発行が続いています。創刊10周年を迎えた「ジモア」は、広告料により運営し
ていることもあり、新型コロナの影響で発行の継続が困難になっております。
もしサポートいただける法人様、個人様がいらっしゃいましたら運営費のカ
ンパをいただけますと幸いです。

ジモア応援団募集！

◎お振込先（※領収書の発行もいたします）
三井住友銀行 渋谷支店　普通 8876233
COCOLONE株式会社  ◎お問い合わせ先：info@jimore.net

こちらのQRコードから
ご支援ください

ジモア掲載店舗
募集中！

■ 5,000円以上のご支援
①お名前の掲載、定期送付の他、ジモアのキャラクター「ジモンキーグッズ」をプレゼント
②希少なジモアバックナンバーを差し上げます。
③ハンドメイドショップ「makixmaki（マキマキ）西早稲田店」から
   3,000円の商品券をプレゼント（※①②③ともにご希望の方）

O円から

5,000円 : 生方勇祐様  後藤京子様　こまごめ通信様　匿名6名様（新宿区/豊島区）
ありがとうございます。

寄付者ご芳名（2020年秋号）
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いしくなっちゃうね♡

スーパー3助：眼鏡ジンジャーエールね。なわけないだろっ！

たくちゃん：コンビを組んで半年で、キングオブコントで準優勝はす

ごいよね。あの斬新なネタはどうやってできたの？

アンゴラ村長：もともと私が持ってたなわとびネタに3助さんのツッ

コミを入れてみよう、って急遽作ったものなんです。コントなのにオ

チもないですし（笑）。2人で最初からネタを作ったことがなかった

から、その後のネタ作りにはすごく苦労しました。

たくちゃん：優勝しちゃえばよかったのにね。

スーパー3助：できれば優勝したかったです。優勝したコンビは、

ギャラがアップするっていうし（笑）。賞金の１千万円は絶対に欲し

かったです。

アンゴラ村長：う～ん当時の私には、

優勝の肩書はさすがに重かったかも。

1千万円は欲しいですけど（笑）。

たくちゃん：そうか、優勝したらしたで、

芸歴短いのにプレッシャーでキツかっ

たかもね。

アンゴラ村長：当時はまだ芸人として

自信がなくて、テレビにも悩みながら出演してましたね。

 

たくちゃん：去年もたくさんの話題を提供したね。YouTubeの「破局

しました」動画でバズって。あれは最高のタイミングで、最高の話題

だと思う。

2人：えー、最高なんですか！？

たくちゃん：昔、吉田照美さんから「話題と書いてトークと読むん

だよ」って教わって。話題を持っていれば番組に出た時にその話

ができるでしょ、それがないとしゃべるネタがないし助け舟も出

せないんだって。

スーパー3助：へー、なるほど！

たくちゃん：村長は「リズムなわとび」をさらに極めてギネス記録を

取ったでしょ、ホントすごい努力家だよね。

アンゴラ村長：「30秒間でペアで交互になわとびを跳んだ回数」71

回でギネス世界記録を達成しました。プロなわとびプレーヤーの

生山ヒジキさんから「一緒にギネス記録を目指そう」とオファーを 

もらって挑戦して、あれで自信がつきました。

スーパー3助：僕もアンゴラに「応援しに来て」って呼ばれてギネス

本番の会場に行ったんですよ。実際、本番中はしゃべっちゃダメだ

し、写真に入れないし、僕の存在感ゼロでした。

アンゴラ村長：3助さん当日遅刻したんですよ！本番開始が応援の

せいで20分押しになるという、まさかの事態が起きたんです。

たくちゃん：そりゃ酷い話だわ（笑）。

スーパー3助：話題といえば、アンゴラがマッチングアプリで恋人探

しをしまして、新しい彼氏ができたんです。

たくちゃん：『林先生の初耳学!』のでしょ？自分から果敢に告白して

たよね～。マッチングアプリは、うちのラーメン店のバイトの女子た

ちも話題にしてるし、ホント流行ってるね。

アンゴラ村長：テレビ番組の企画だから、腹をくくってやりました。1カ

月間ただひたすら相手を探してる姿を撮られて、デートして…「芸人

なのに、私はいったい何を見せてるんだろう」ってモヤモヤしてまし

た。でもオンエア後、Twitterに「勇気を貰いました」「自分も一歩踏み

出してみます」って投稿をいただいて、やって良かったって思います。

スーパー3助：僕は元カノに彼氏ができて、めちゃくちゃ不幸だし、

勇気貰ってませんが（笑）。

たくちゃん：「にゃんこスター」がコンビで来てくれるなんて嬉しいよ。

てっきり早稲田大学出身のアンゴラ村長だけかなと思ってたから（笑）。

スーパー3助：そうなんですよ、僕も「アンゴラだけじゃないのか？」っ

て、スケジュール何度も確認しちゃいました（笑）。

たくちゃん：村長は早稲田周辺で大学時代の思い出の店とかあ

るの？

アンゴラ村長：文キャン近くの「麺爺」の油そばや本キャンの方にあ

る大隈通りの「グッドモーニングカフェ」が好きでした。カフェのパスタ

やパンケーキを食べるのが、月に数回のちょっとした贅沢でしたね。

たくちゃん：2人がお笑い芸人になろうと思ったのはいつ頃？

スーパー3助：僕は小・中・高と学生時代ずっと、周りから面白いって

言われるイジられキャラで、人を笑わすのが好きでした。

たくちゃん：押し上げられてスターになるタイプだね。

スーパー3助：本当はタレントになりたくて専門学校の「お笑いタレ

ント課」に入学したんですけど、芸人を目指してないのに授業でネタ

を作らなくてはいけなくて…、結果的に芸人になりました（笑）。

たくちゃん：村長はどう？

アンゴラ村長：本気でお笑い芸人になろうと思ったのは大学2年生の

頃です。もともとお笑い好きで、高校では落語研究会に、大学ではお笑

いと演劇サークルに入っていました。大学2年からワタナベの養成所

に通いだしたら、周りの同期が会社を辞めてきた人や車を売って学費

を払った人など、真剣な人ばかりだったんです。「これは生半可な気持

ちでやったら失礼だし、勝てないな」って本気スイッチが入りました。

たくちゃん：大学と養成所の両立は大変だったでしょ。アルバイトは

してたの？

アンゴラ村長：ありますよ。喫茶店のバイトは、初日に養成所の研修

が延びて遅刻したんです。店主に「また遅刻する？」って聞かれて、こ

ういう事はまたあるだろうな、って思ったので素直に「します！」って

答えたらクビになっちゃいました（笑）。

たくちゃん：あははは…。

アンゴラ村長：その後、結婚式場のバイトもしたんですけど、テーブ

ルセットが覚えられなくてあたふたしてたら「もうここはいいから、外

で花に水撒いてて」って言われて、3時間ずっと水撒きしてました…、

バイトは苦手でしたね（笑）。

たくちゃん：あはは…、水撒きしてる平和な画が思い浮かぶよ（笑）。3

助さんはしっかりバイトしてそうだね？

スーパー3助：僕は死ぬほどやってま

した。居酒屋、古着屋、パン屋…って、

居酒屋のバイトは芸人だからお客

さんにイジられまくりました。眼鏡を

隠されてジンジャーエールに漬け

られたこともありました。

アンゴラ村長：わあ、それ甘くてお

たくちゃん：3助さんがYouTubeで「アンゴラ村長許せな

い！」って動画をやればもっと面白いのに。そういえば、コ

ロナでトイレットペーパー不足の時期に「にゃんこスター

のトイレットペーパーが今ならあります」ってツイートし

てなかった？

スーパー3助：僕らの顔が印刷されてるんですけど、全

然売れなくて…。店頭で僕らのだけ積み上がってて、ケ

ツも拭きたくないと思われてるんだなって（笑）。

アンゴラ村長：1ロール300円で高いんですよ。自宅にある分も自分の

顔写真のペーパーでお尻拭くのも気が引けて使ってなくて…「困って

る人に差し上げます」ってツイートしたら、実際に反応があって差し上

げたらすごく感謝されました。

たくちゃん：平和でいい話題を提供してるね。

 

たくちゃん：YouTubeやTikTokとか、やることみんな当たってるよね。

アンゴラ村長：え～、ホントに当たってるのかな？

スーパー3助：YouTubeは結構ハズしてると思いますよ（笑）。

たくちゃん：僕もYouTubeは手探り状態だけどね（笑）。

アンゴラ村長：私はコロナの自粛期間に1人でやれることをやろうと

思って動画を撮り始めたんです。TikTokで韓国の方が私たちのネタを

マネしてるのを知って「私が本家です」ってアップしたら、TikTok主催の

イベントに呼んでもらったり、外国人も含

めて30万フォロワーになったりして、やっ

と結果が出てきた感じがしてます。

たくちゃん：NiziUの曲でリズムなわとび

するのもウケてるよね。今年はNiziUとコ

ラボがくるんじゃないの。村長は好奇心

が強そうだから、絶対に近いうちに海外

進出してそうだよね。

アンゴラ村長：海外でも「なわとびネタ」をやってみたいです。

スーパー3助：曲のサビで「なわとび跳ばないの～」ってギャグは海外

でウケるのかなあ…。最近は営業でもサビで跳ばないネタがバレて

るので「跳ばなーい！」って絶叫しても全くウケないんですよ（笑）。

たくちゃん：あとは大塚愛さんとのコラボもだね。音楽雑誌の記者に

こっそり仕込んでもらって、にゃんこスターのこと話題にしてもらったり

してさ（笑）。

アンゴラ村長：ぜひ、そうなりたいです！

たくちゃん：今日は二人の関係が大丈夫なのか少し不安だったので

すが、ホントにいいコンビのままで良かったです！

Information

YouTube
「にゃんこスターのぴょぴょぴょん公園」

アンゴラ村長
ブログ：https://ameblo.jp/angora2020/

TikTok：@nyancostar_angora
Instagram：@nyanco_star_pu_pu_mu

Twitter：@pupumumumu

スーパー3助
ブログ：https://ameblo.jp/peaman3suke/
Instagram：@super3suke_nyankostar

Twitter：@3Peaman

にゃんこスター
2017年に結成。同年、TBS「キングオ
ブコント2017」で準優勝。その後、数
多くのバラエティ番組やネット動画
等で活躍中。2018年、カフェラテ噴水
公園feat.にゃんこスターで『Goサイ
ンは1コイン』（フジテレビ「海月姫」
OP曲）をリリース。

アンゴラ村長（アンゴラそんちょう）
1994年5月17日生/埼玉県出身。
早稲田大学文学部卒業。趣味は映画を
見る(北野武作品)、絵を描く、演劇鑑賞
など。特技はリズムなわとび。2020年
10月「30秒間でペアで交互になわとび
を跳んだ回数」ギネス記録取得。TikTok
にてなわとび動画など日々更新中。

スーパー3助（すーぱーさんすけ）
1983年5月3日生/長崎県出身。
趣味はへんな絵を描く、音楽鑑賞（邦
楽中心）。特技はへんな絵を描くこと。
15年芸人として活動後にアンゴラ村
長とコンビを組んで半年で突如キン
グオブコント準優勝。

コンビ結成から半年で、キングオブコント準優勝。

マッチングアプリで新しい彼氏を見つけた村長。

TikTokで30万フォロワー。SNSでバズって世界へ。

ものまね芸人HEY!たくちゃんが、高田馬場で対談! 今回のゲストは、
2017年キングオブコント準優勝のお笑いコンビ「にゃんこスター」。早稲
田大学OGのアンゴラ村長さんとスーパー3助さんは、YouTubeでの破
局宣言や「リズムなわとび」ギネス記録取得などで昨年も話題満載。SNS
や動画でもバズっている2人の魅力に先輩芸人のたくちゃんが迫ります。

第四十二場ババくる！？
ジモア宣伝隊長 HEY！たくちゃんの

Text: 櫻井 実由莉
Photo: 石森 亨

ロケ地：Gallery & Space
西早稲田White Room

煉瓦造りのビルの地下3階にまるで秘密基地のように
潜む、お笑い公演や舞台稽古などで多目的に使えるフ
リースペース「西早稲田White Room」にて。初対面なが
らすぐに芸の話で打ち解けるにゃんこスターの2人とた
くちゃんの対談がスタート!

 

先輩芸人たくちゃんの話に目を輝かせて、天真爛漫な笑顔で
話すアンゴラ村長さんと、優しいトーンで巧みなツッコミを入
れるスーパー3助さん。お互いの能力を認め、信頼し合うコン
ビの姿が垣間見えるとともに、お笑い界のエピソードに笑いの
絶えない取材でした。SNSや動画で、独自の世界観でネタを発
信し続けるにゃんこスターの活躍から今後も目が離せません。

ジモア読者 味玉無料！
渋谷区宇田川町24-6 渋ビルヂング5階

「鬼そば藤谷」
渋谷センター街にて営業中！

1981年7月２日生まれ/北海道出身。
ものまね芸人。アゴものまねをはじ
め、そのレパートリーは圧倒的な数を
誇る。「東京ラーメンショー2011」NRA
杯 ラーメンコンテストにて唯一のア
マチュアながらプロの職人たちを破
り見事優勝。2012年9月「鬼そば藤
谷」、2019年に「onisobafujiya ～
PREMIUM～」をオープン。ラーメン界
に新風を巻き起こす刺客としてメ
ディアの注目を集めている。高田馬場
好き芸人として、2010年より「ジモア
宣伝隊長」に就任して活動中。
YouTube「ヘイタクTV」配信中!

☆公式ブログ：「へいたくトピックス」
http://ameblo.jp/heytakuchan2/

HEY! たくちゃん

▶P14へ

☆にゃんこスターさん
「サイン色紙」プレゼント！

読者プレゼント

ニューヨークの世界最大フードフェスで
成果をあげた味が上陸

渋谷区宇田川町24-6 渋ビルヂング3階

甲殻類専門
onisobafujiya～PREMIUM～

『ワタナベお笑いNo.1決定戦2021』

『はにぽんフェスティバルwithほんじょう食まつり』

◆準決勝
日時：1月10日（日）　会場：表参道 GROUND
12:30開場 13:00開演／17:00開場 17:30開演
料金：4,000円（全席指定）【ローソンチケットにて販売中】 

◆決勝
日程：2月15日（月）　
会場：渋谷・さくらホール　
司会：ハライチ 

公式HP：https://owarai-no1.themedia.jp

日程：２月２７日（日）　
会場：シルクドーム（埼玉県本庄市）

※チケット販売については、公式HPをご確認ください
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ジモアのキャラクター
「ジモンキー」をよろしく！

ジモン
キー
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♥マガジン提示or「ジモアを見た」とお伝えください。 ※クーポン期限2021年3月31日

ジモアサイトにもクーポンあります！

「FOOD&DRINK」 「BEAUTY&HEALTH」 「SERVICE&LIFE」ページ
のお店情報QRコード横に下記MAP内の位置を記載しています。

● FOOD&DRINK  F＋番号　● BEAUTY&HEALTH  B＋番号
● SERVICE&LIFE  S＋番号

CHECK!

掲載店舗200店舗以上。
マガジンよりも豊富な情報量です。
ご利用時はクーポンページをプリントアウトまたは
スマホで画面を見せてください。

Cafe JIMORE
03-6427-4653

PC版 スマートフォン版

ジモア

www.jimore.net

●お会計から20％OFF！

MAP_F4

●女性限定！
　クッキープレゼント。

Café JIMORE

まるで青山のようなスマートカフェ。
パティシエのスイーツは世界レベル。

年中無休
11:00～24:00

新宿区高田馬場0-0-0
03-6427-4653 

カフェジモア　高田馬場駅 徒歩3分

高
田

馬
場
駅

BIG 
BOX

TSUTAYA
★

西友
早稲田通り

神田川沿いのオープンテラスが素敵なカフェ。
モンドセレクション受賞のパティシエが作る
スイーツは絶品。インテリアはイタリア、フラ
ンス、スペインの有名デザイナーのものばか
り。ケーキセット800円から。海外にいるよう
な優雅な時間をどうぞ

●お会計から20％OFF！

MAP_F4

●女性限定！
　クッキープレゼント。

JIMORE
MAP

目白通り

明
治
通
り

学習院大

SMBC

三菱UFJ

目
白
駅

目白小

川村高•中

川村学園

川村小

至 高田馬場

至 池袋 至 池袋目白3

下落合3

東京音楽大

目白署

東
京
　
メ
ト
ロ
副
都
心
線

鬼
子
母
神
前

本納寺

鬼子母神
大鳥神社

雑
司
が
谷
駅

Mejiro   目白エリア

   高田馬場エリア Takadanobaba
至 早稲田

東京富士大•短大

戸塚二小

西友

オオゼキ

デニーズ

大同病院

大正
セントラル
テニスクラブ

戸山公園

ピーコック

ドン・
キホーテ

西武新宿線

JR
山
手
線

JR
埼
京
線

さかえ通り

ブックオフ

早稲田
  松竹

TSUTAYA 成城
石井

ダイカン
プラザ

マルコメ

ユーキャン

至 新大久保 至 東新宿

至 目白

BIGBOX

ヒューマン
アカデミー

MUFG

みずほ

ミカド

高
田
馬
場
駅

新目白通り

至 目白

オレンジコート
ショッピングセンター

サイゼリヤ

早稲
田通
り

至 落
合

至 早稲田

神田川

高田馬場駅

諏訪通り

東京メトロ東西線

大正
製薬

セレス

戸山口

早稲田口

下落合1

高田馬場3

4
5

6

7

高田馬場2

高田3

高田馬場4

高田馬場1

トモズ

住友不動産新宿
ガーデンタワー

日本点字図書館

東京ガス
ライフバル

ミスター
タイヤマン

マツダ

消防署

新宿北局

西
早
稲
田
駅

１

２

Olympic

西早稲田中

戸山高早稲田大
西早稲田キャンパス

新宿コズミック
スポーツセンター

ドン・キホーテ

保善
高等学校

海城
中・高

JR
山
手
線

西
武
新
宿
線

F2

B1

F4

F1

B2

日本美容専門学校

S1

CHIKUHO

プネウマカレー

S4

S7

シチズン
プラザ

F3

S3

B3

S3

早稲田キャンパス

早稲田大
戸山キャンパス

戸塚町

西早稲田1

早稲田鶴巻町早稲田大

東京メトロ東西線

牛込第二中

鶴巻小

鶴巻南
公園

スーパー
三徳

本松寺

寳祥寺

清源寺

穴八幡宮

専念寺

龍善寺

至 神楽坂

リーガロイヤル
ホテル東京

早稲田
中・高

喜久井町

１２

３

大隈講堂

早稲田駅
弁天町

至 高田馬場

外
苑
東
通
り

Waseda   早稲田エリア

戸山1

大久保3

新目白通り

早
稲
田
通
り

タマノイ酢

至 高田馬場

至 早稲田

西早稲田中

学習院女子大学

まつ川
公園

甘泉園
公園

都電荒川線

東京メトロ東西線

戸塚署

ミスター
タイヤマン

AOKI

早稲田
松竹

マツダ

消防署

面影橋

西
早
稲
田
駅

スーパー
三徳

早稲田通り

新目白通り

諏訪通り

明
治
通
り

馬場口

Olympic

高田馬場1

高田馬場2

西早稲田2

西早稲田3

１

２

Nishiwaseda   西早稲田エリア

大同病院

学習院女子
高等科

目白三丁目

至 学習院下

至 早稲田

至 池袋

maki x maki /S8
F2

S5

F3

S6

宝泉寺

S4

S2

店舗・企業の販促ツール制作も
お任せください。

ロゴ制作 空間デザイン ショップツール看板制作

●ポスター・チラシ・パンフレット等の企画・制作 ●メニュー・カード類・看
板等のPOP制作 ●ロゴデザイン、集客マーケティング ●ショップ向け
経営・広報等のコンサルティング ●チラシの制作、新聞折込、ポスティ
ング代行 ●Webサイト企画・制作、SNS運用、SEO対策

お問い合わせ先
COCOLONE（株） ジモア制作部

info@jimore.net
03-6427-4653

見積
無料

販売促進・来店促進の
栄養補給と滋養強壮に！
地元愛無限大配合の
をオススメします。

無料掲載受付中！ ジモア

効き目を求めるお店・企業の方へ

販
促
技

あ
り
ま
す
。

地域密着型の

080-5434-2626

【売り切れ御免】早い！安い！ウマい！
の三拍子が揃った人気カレー店。

プネウマカレー
高田馬場駅徒歩1分／西早稲田駅徒歩6分

新宿区高田馬場1-17-10ふじ荘1F

月～土10:45～15:30 / 17:00～20：00（売り切れ次第終了）

伊吹島産のアンチョビが隠し味。
最新情報は公式Twitter：
@pneumacurry2016へ！

日・祝日



♥マガジン提示or「ジモアを見た」とお伝えください。 ※クーポン期限2021年3月31日

BEAUTY
HEALTH

& クーポンを
使う時は
ジモア見たと
  伝えてね！

09 10

シルク＆コットン製 洗えるデザインマスク
ハンドメイドシルクの絞り染めマスクから

じゃぶじゃぶ洗えるコットンマスクまで取り揃えています。

NEW!

＜オンラインショップで販売中！＞

cambodiankrama

makixmaki_shop

@makixmaki_shop

オンラインストア https://makixmaki.com

西早稲田本店：新宿区西早稲田3-15-1 1F

シルク＆コットン製 洗えるデザインマスク
ハンドメイドシルクの絞り染めマスクから

じゃぶじゃぶ洗えるコットンマスクまで取り揃えています。

目元のたるみを引き上げて魅力的
な印象に。まつげを傷めず美しい
カールを実現。

顔の印象を大きく左右する目元。好感度
アップにまつ毛カールがおすすめ。根元か
らパーマをかけることで下がり気味のまぶ
たにハリが出て一重の人が二重になり、見
た目年齢も変わります！また美顔エステは
1,940円～4,980円と幅広くあり、丁寧な
角質除去とパックがセットで好評！まつ毛
カールと同時で約1時間で施術可能。ダブ
ルの美を手に入れよう。

火曜、水曜、年末年始03-3227-2456
受付 平日       10:00～18:30
　　 土日祝日 10:00～18:00（最終受付）

新宿区高田馬場4-8-4 オラガビル４F

初回限定
特典1

特典2

まつ毛カール&美顔のセット

まつげカール
3,300円 →  2,200円

4,980円

Premiere
プルミエール 高田馬場駅 徒歩1分 MAP_B1

BIG 
BOX田

高

駅
場
馬

早稲田通り早稲田通り

★

角質除去マッサージとパックの
お得なコースとまつ毛カールを同時に！

ジモア読者特典

入会金

5回券（3,000円引き）

  5000 円→ 0円

12,800 円→ 9,800円
10回券（8,000円引き）
22,600 円→ 14,500円

漢方ヨガスタジオ 美遥（びよう）
新大久保駅・西早稲田駅 徒歩6分 / 高田馬場駅 徒歩12分 MAP_B3

体験日のご購入で、回数券がお得！

2021年、新しくバレエをはじめよう！
3歳から大人まで。華やかなスタジオで
芸術に触れて、子どもの心を豊かに。

ジモア読者限定

T.A.バレエ～Tiara.Aurora.Ballet～

高田馬場駅 徒歩5分 MAP_B2

元牧阿佐美バレエ団や東京シティバレエ団の
現役ダンサーによる充実のレッスン。表現力、品
格、マナーなどを身に付けながら実力を磨いて
いきます。各種スポーツ、演劇、ダンスの基盤と
なる身体作りや子どもの情操教育としてもオス
スメ！初心者も大歓迎です。高田馬場に続き、密
を避ける一人用バーなどを設置した北新宿が
オープン！都合に合わせて使い分けできます。
■北新宿スタジオ：新宿区北新宿４丁目12-22 １階

５週目、祝日、年末年始

t.a.butterfly65@gmail.com
月～金 17:00～21:00　土・日 午前中～

新宿区高田馬場3-12-5 セブンビル601

体験/見学、お気軽に
お問い合わせください。

☆お子様体験は手ぶらでOK！

体験レッスン無料

高
田

馬
場
駅

早稲田通り早稲田通り★ 西友

080-1331-3700

レッスン動画公開中！

「オリジナル漢方茶」を飲みながら
気血水の巡りを促す新スタイルヨガ。
漢方薬局&漢方アロマサロン併設！

ハーブの庭を望む隠れ家スタジオで、「気
の生命エネルギー」を高めて心と体の健康
美を。ヨガ、ピラティス、エクササイズの多彩
なプログラムをご用意。運動不足の方や初
心者も大歓迎。最大8名までの少人数制と
検温・消毒で、コロナ感染対策も徹底して
います。只今、体験レッスン（1,500円）受付
中！ヨガマットなどレッスンで使用するもの
は全て無料です。

新宿区大久保2-33-23

10：00～21：00（レッスンによる）
月曜日・第２・4・5日曜日03-6205-5718

https://biyou-yoga.com（24時間予約可能）

西
早
稲
田
駅

戸山
公園

★
新
大
久
保
駅 大久保通り大久保通り

ミニストップミニストップ

高田馬場・早稲田エリアを拠点に、広告＆地域メディア業界で
お仕事しませんか。チャレンジ精神旺盛な方、歓迎します！

ライター
同時募集！

■ 企画営業編集ディレクター

■ デザイナー（グラフィック/WEB）

■ 編集撮影スタッフ

■ アパレルショップスタッフ

学生インターン同時募集中！
COCOLONE株式会社
住所：新宿区高田馬場2-14-28 青木ビル302
H P ：www.cocolone.co.jp/recruit/
TEL：03-6427-4653（採用担当）

ジモア編集部

募集！
地域メディア「ジモア」編集部で
地元を盛り上げませんか？

STAFF

詳しくは
こちら ▶
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高田馬場駅前の金券ショップ。
ただいま買取強化中！【外貨両替取扱】
オレンジの看板でおなじみの大黒屋。格
安チケット販売のほか、時計・バッグ・貴
金属から携帯電話や電化製品まで高価
買取してくれる。より地域に根ざしたお店
を目指し、買取強化も実施中！外貨両替
（ドル、ユーロ等）も取り扱っています。

新宿区高田馬場2-19-7 タックイレブンビル1F
03-5155-6391

日曜（祝日は営業）
10:00～19:00

大黒屋 高田馬場駅前店
高田馬場駅 徒歩30秒 MAP_S7

BIG 
BOX

高田馬場で30年以上。チーム医療で
口腔内の健康増進をサポート。
歯の土台となる根（神経）を治療する根管治療専
門医や歯周病専門医、入れ歯専門医、口腔外科
専門医も在籍。マイクロスコープを使用した精確
な根管治療と予防歯科を含めた総合的アプロー
チで治療を行います。また、院内の衛生環境も世
界基準の滅菌などの感染対策を行っています。

高田馬場 新田歯科医院
 高田馬場駅 徒歩4分 MAP_S1

◎チーム医療で歯の健康をサポート
◎各専門医による先端治療をご提供
◎世界基準の消毒滅菌設備を完備

03-3232-0418

日曜・祝日
9:30～13:00 / 14:00～19:00（水・木・土 ～18:00）

新宿区高田馬場1-29-4 レイカビル3F

http://2th.jp★

高
田
馬
場
駅

BIG
BOX

ドン. キホーテドン. キホーテ

ピーコックピーコック

TDビルTDビル

LINE公式
アカウント

24時間365日打ち込み放題！
ひとりでも、いつでも、いくらでも！
“一人でも卓球を練習したい”という方の
ための年中無休・完全会員制の高性能卓
球マシン常設の一人練習専用スペース。
月会費1,000円（1時間の施設無料利用
権含む）、利用料30分500円（1時間か
ら）。2人利用もOK！詳しくはHPへ

豊島区高田3-5-2 第２布施ビル2F

0：00～24：00（24時間）
年中無休03-6709-2521

マシン練習専用卓球場 卓トレ
高田馬場駅 徒歩5分 / 西早稲田駅 徒歩8分 MAP_S4

https://taku-tore.com/

ジモア読者特典

入会金
6,000円→0円

新目白通り新目白通り

神田川神田川

ファミマファミマ

大
同
病
院

大
同
病
院〒〒

★

便利！西早稲田駅から徒歩１分。
近い。安い。キレイなレンタルスペース。
最大収容人数30人。スペースは大小3室、1
時間1,200円から。30分単位でご利用でき
ます。各種セミナー、打ち合わせ、物販、展示
会などの商用利用、スクールやサークル等の
定期利用もOK! コロナ対策として消毒液や
換気も徹底。HP、お電話からご予約ください。

新宿区大久保3-14-4 毎日新聞社 早稲田別館 5階

9:00～19:00（平日）/ 9:00～17:00（土･日･祝日）
無休03-3209-1743

毎日新聞 わせだ会議室
西早稲田駅 徒歩1分 / 高田馬場駅戸山口 徒歩8分 MAP_S3

http://www.mainichi-dp.co.jp/space/

ジモア読者特典

１時間分無料
※SPACEEからの申込みは除く

夜間・土日診療で忙しい方をサポート。
地域の「かかりつけ医」を目指します。
目白駅前すぐ。平日夜間、土日診療を行う内
科・循環器内科・外科のクリニック。高血圧や
糖尿病などの生活習慣病、動悸やむくみなど
の循環器疾患、スマホを用いたオンライン診療
にも対応。女子医大や帝京大学などの大学病
院の協力医療機関として連携しています。

豊島区目白3-4-11 ヒューリック目白3階
03-5906-5806 火曜・祝日
9:00～13:00 / 15:00～19:00
（土日9:00～14:00）

目白駅前クリニック
目白駅 徒歩2分 MAP_S2

◎平日19時まで、夜間土日も診療
◎アプリからオンライン診療もOK
◎様々な専門医による高度な医療

https://mejiroekimae.com/

★ 目
白
駅

り
そ
な
銀
行
目白通り目白通り

星
乃
珈
琲
店

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ

ワンランク上の日常のご提供をめざし、お掃
除、お料理、整理整頓から、お子様やペットの
お世話、お話相手（オンラインOK）、お出かけ
の付き添いまでプロがお手伝いします。一つ
ひとつの作業に真心を込めてサービスいたし
ます。定期サービス1回2時間6,000円（税
別）にて、お客様募集中です。この機会に、ジ
モア特典でぜひ気軽にお試しください。

家事代行サービス べんてん
べんてん  目白駅 徒歩10分 / 高田馬場駅 徒歩15分

「ニコニコ・スッキリ」
笑顔のバトンタッチで心地よい暮らしを。
家事のお困りごと、お気軽にどうぞ。 スポットサービス

7,500円（税別）
→定期サービス同額の
6,000円（税別）

ジモア読者特典

新宿区下落合3-9-22（事務所）

9：00～21：00（土日も対応）

年中無休
03-6338-4379 / 080-7121-1100　

benten.kaji@gmail.com
https://www.benten-kaji.co.jp/

◎１回/２時間
◎初回限定・交通費別途
【定期サービス募集中】

お問い合わせは
電話または
メールにて

地下３階の秘密基地のような空間。
使い方は、あなたの自由自在！
広さ67㎡、最大40名着席可のレンタルス
ペース！芝居の稽古や公演から、撮影会、
オフ会、ホームパーティまで、使い方は自由
自在。１時間2,000円（３時間以上）から、
平日は16時まで3,500円使い放題。電源、
簡易キッチン・食器等完備。

西早稲田 White Room
西早稲田駅 徒歩5分／早稲田駅 徒歩8分／高田馬場駅 徒歩12分 MAP_S5

年中無休
10:00～22:00（応相談）

新宿区西早稲田2-12-15 西早稲田ビル地下3階 

ジモア読者特典

延長１時間無料!

Gallery 
& Space

※お電話、メール、Twitterからの
直接予約に限ります

東京メトロのCMでも話題のお店。
色鮮やかなハンドメイド雑貨の宝庫です！
鮮やかな色合いのバッグやストール、アクセサ
リー、ポーチなど、アジア雑貨からハーブ
ティー、革製品まで。CMで石原さとみさんが
身に付けたシルクストールや天然石のブレス
レットは自分へのご褒美やプレゼントにもおす
すめです。【オンラインショップでも販売中！】

ハンドメイドシルクショップ maki x maki 西早稲田本店
 マキマキ 西早稲田駅 徒歩5分/高田馬場駅 徒歩7分 MAP_8

03-6302-1603
12:00～17:00（土曜は18:00まで）

新宿区西早稲田3-15-1

https://makixmaki.com
★

全品5% OFF
ジモア限定

※現金でご購入の方/一部商品除く
※他のサービス併用不可

5,000円（税別）以上お買い上げの方

早稲田通り早稲田通り

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
■

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
■

早
稲
田
駅
▶

早
稲
田
駅
▶

明
治
通
り

子育地蔵尊■

◀高田馬場駅◀高田馬場駅

月・日曜 ※祝日は不定休

家事力を仕事に。スタッフ募集中です

A級ティーチングプロが指導する
駅前すぐのプライベートスクール!
初心者はクラブの握り方からコースデビュー
までサポート。経験者は大型モニターでのス
イング診断からスコアメイクの極意まで伝授。
２打席の完全プライベートレッスンによる指導
の他、レンジの貸切も可能。クラブ・シューズの
無料レンタルで、仕事帰りに手ぶらでOK!

新宿区早稲田町75 日研ビル屋上

水木 10:00～21:30 / 日 10:00～17:30
月曜・火曜・金曜・土曜03-3203-9952

＜体験レッスン＞
30分  2,100円→ 無料

★

早稲田通り早稲田通り

屋上屋上

ロ
ー
ソ
ン

ロ
ー
ソ
ン

早稲田駅1番出口早稲田駅1番出口

早稲田ゴルフスクール&レンジ
早稲田駅（1番出口）徒歩1分 MAP_S6

http://waseda-golf.netgs.whiteroom@gmail.com
GSWhiteRoom1 学習院女子

高等科
学習院女子
高等科西早稲田駅西早稲田駅

諏訪通り諏訪通り 03-6205-6126

諏訪通り諏訪通り
西早稲田駅
2番出口
西早稲田駅
2番出口

■
明
治
通
り

セブン
イレブン
セブン
イレブン
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　持って管理いたします。

編集スタッフ・撮影モデル・コラボ団体募集！

マガジン＆WEBの取材・編集
をしてくれる学生インターン
や主婦、社会人の方

地域住民 ・ 企業の皆さま お問合せ先（ジモア編集部）

ジモア編集スタッフ
地元イベントやお店情報など、
さまざまな街ネタをご提供し
てください

ジモアサポーター
イベント企画等で協賛や連
携をする商店会・各種団体・
企業などを募集

コラボレーション
巻頭の「無限美男女」や体験
取材をしてくれる読者モデル
を募集

撮影モデル

（月～金 10：30～19：30）

ご自宅のポストでも、お勤め先のオフィスでも、
どちらでも配送可能。必要部数をメールにて
お知らせください。［ジモア会員にご登録ください］

info@jimore.net
03-6427-4653自宅に、オフィスに

無料でお届けします。
を

「ババくる!?」のゲスト
にゃんこスターさんからあなたへ1

スクリーンによみがえる
名画の世界へご招待5

1名

5組
10名

～  ジモア♥プレゼント ～

マガジンに掲載されている店舗をご利用いただき、
感想を書いてご応募ください。

合計50名様に当たる！！

にゃんこスターさん
直筆サイン色紙

03-3200-8968早稲田松竹

RESENT

9 ジモア オリジナルキャラクター
「ジモンキー」グッズのセット

ジモア編集部 info@jimore.net

Local information, Here !
Join Now, JIMORE CLUB member.

www.jimore.net

2

ハンドメイドショップ マキマキ（裏表紙） www.makixmaki.com

小物入れや財布としても使える
アジアンテイストあふれるミニポーチ 3名 3 5名

7 8 10名

4

jimore1

3名

全6カラー、3サイズ。天然素材だから安心
ソフトな肌ざわりで乾きやすい布マスク

ハンドメイドショップ マキマキ（裏表紙） www.makixmaki.com

ハンドメイドショップ マキマキ（裏表紙） www.makixmaki.com

03-3208-7561ピアクオーレ（P4）

プラス糀シリーズの定番！
アルコール0％、無加糖タイプの甘酒

マルコメお客様相談室 0120-85-5420
月～金 9:00～17:00 （土日祝/お盆・年末年始除く）

6本セット

5名
迫力あるカクテルショーも開催する
創作イタリアンバーのご利用チケット 3名6

自宅で洗濯可！
やさしい肌触りのワッフルコットン100%7

早稲田松竹
映画鑑賞券

西早稲田駅前すぐ！
使い方自由自在のレンタルスペース

毎日新聞 わせだ会議室
１時間ご利用券
※１時間だけのご利用も可
※ご利用時に要電話予約

毎日新聞 わせだ会議室（P11）
http://www.mainichi-dp.co.jp/space/

　アナウンサーとして働きながら、社会人学生として大学院でMBA取得を目指す相内さ
ん。学びに貪欲な彼女は、池上彰さんが東工大の学生らと開催している読書会で本著と
出会った。この本では「女性は数学が苦手」「人種によって学業成績に差がある」など、
人々はステレオタイプの脅威に晒され、固定概念によって実力が発揮できない事実、ま
たその脅威から抜け出す方法について社会心理学の視点から科学的に解明している。
　「“人間のバイアスに火を付けるのは、なんと簡単なのだろう”という一説がと
ても印象に残っています」と話す相内さん。「自分の軸がないと、いとも簡単にス
テレオタイプのイメージに揺らいでしまう。ステレオタイプの考え方は普通の人
間の機能であり、無意識に加害者にも被害者にもなる。だからこそステレオタイ
プの脅威を乗り越えるために、日常生活や仕事の取材で
も、自分で情報の取捨選択をし、“私はステレオタイプを
選ばない”ことを意識し、人の肩書や見た目、印象だけで
は人を決めつけないようにしています」という。この本を
きっかけに、思い込みをなくして、想像力を大切に、広い
視野で考え、人と接するようになったそうだ。
　私たちの社会は、性別、年齢、職業、学歴、人種など多く
の固定概念を抱えている。人の基本的な機能であるステ
レオタイプの考え方と前向きに付き合っていくヒントとな
る本著は、SDGs（持続可能な開発目標）が叫ばれる現代
社会において一つのバイブルになるのかもしれない。

Book

Vol.43
MY

マイホン

『ステレオタイプの科学                  』
著者 : クロード・スティール　訳 : 藤原朝子  日本語版序文 : 北村英哉  英治出版 刊

性別、人種など社会に潜む根
拠のないステレオタイプ脅
威により、本来発揮できるは
ずの能力や才能が抑制され
ていることを科学的に実証。

テレビ東京アナウンサー

相内 優香さん
経済ニュース番組『ＷＢＳ（ワールドビジネ
スサテライト）』をはじめ、『Mixalive prese
nts 田村淳が豊島区池袋』などを担当。2020
年4月より経営管理修士（MBA）取得を目
指し、早稲田大学院経営管理研究科（早稲
田大学ビジネススクール）に社会人入学。

☆ 公式Twitter：@yuuka_aiuchi
　 

Text：Nabara Shiori
（ジモア編集部）

～「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、
わたしたちは何ができるのか～

Cinema

早稲田松竹 上田 真之さん

早稲田松竹映画劇場
番組担当

『mid90s ミッドナインティーズ』 Mid90s
お題の
映画

新宿区高田馬場1-5-16
03-3200-8968

新進気鋭の映画スタジオA24と、実力派俳優ジョナ・ヒルが初監督としてタッグを組んだ青春映画。90年代を彩った
名曲の数々が映画を音楽でも盛り上げます。同じく90年代を描いた『KIDS/キッズ』との2本立てでお届けします。

　90年代半ばのロサンゼルス。13歳のスティ
ーヴィーは兄と母との三人暮らし。小柄な彼は
音楽やファッション、かっこいいものに憧れて
も、兄に馬鹿にされ力まかせに押さえつけら
れ歯が立たない。ある日、街のスケートボード・
ショップを訪れたスティーヴィーは店に出入り
する少年たちと知り合う。驚くほど自由でかっ
こいいそのグループに憧れのような気持ちで
近付こうとするが…。
　俳優ジョナ・ヒルの初監督作にして10代を
90年代に過ごした彼自身の経験を元にした半
自伝的な物語。その当時のファッション、音楽、
カルチャーだけでなく、周りにいた人たちのキ

ャラクターや、ずっと伝えたかったストーリーを
描いた。ストリートカルチャーを描いた映画と
しての側面もありつつ、拠り所のない少年がス
ケートボードを通じて、友人や社会、様々な考
え方を身につけていく、その姿をとらえた繊細
な描写が素晴らしい。90年代カルチャーの代
表的な作品『KIDS/キッズ』（当時19才のハーモ
ニー・コリンが脚本をストリート界のレジェン
ド、ラリー・クラークが監督）のヒリヒリするよう
な痛みと危うさを彷彿とさせる新たなマスタ
ーピースの誕生。早稲田松竹では滅多に上映
できない『KIDS/キッズ』と二本立てでお届けし
ます。是非ご覧ください。

Vol.43

早稲田松竹× ジモア

1月9日（土）～1月15日（金）　「KIDS/キッズ」と2本立て上映
mid90s ミッドナインティーズ　Mid90s
（2018年／アメリカ／85分／PG12）
監督・製作 ジョナ・ヒル   出演 サニー・スリッチ／ルーカス・ヘッジズ／
キャサリン・ウォーターストン／ナケル・スミス　ほか
©2018 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

『mid90s』 © 2018 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

『KIDS』 提供：TOMORROW Films. 協力：ディメンション



こころをハッピーに

してくれる「アジア雑貨」の

お店です。

手織りと手縫いで

作られたハンドメイドバッグから、

スカーフやお洋服、

アクセサリーまで。

ハ ン ド メ イ ド & オ ー ガ ニ ッ ク

ハンドメイド & オーガニック

新宿区西早稲田３-15-1
TEL.03-6302-1603
１２:00～17:00（土曜は18:00まで） 
日・月曜定休 ※祝日は不定期営業
西早稲田駅徒歩5分／高田馬場駅徒歩8分
高田馬場二丁目／西早稲田バス停 徒歩2分

ＳＴＡＦＦ募集！
● 店舗販売 
● ネットショップ運営
    （社員/アルバイト）

面影橋駅

西早稲田駅 出口 1

AOKI出口 7

早稲田駅

早稲田
大学

新目白通り

諏訪通り

早稲田通り

明
治
通
り

テ
ア
ト
ル
ア
カ
デ
ミ
ー★

高
田
馬
場
駅

maki× maki 

早稲田口

子育地蔵
JR

馬場口
交差点

池
袋

オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ  h t t p s : / / m a k i x m a k i . c o m 　 E - m a i l  i n f o @ m a k i x m a k i . c o m

ネット限定商品
多数取扱中

＜オンラインショップ＞

Handmade
Silk 
For 
Your 
Life
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