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鰻重（上）3,500円（税別）
※容器等は実際のものとは異なります。

鰻専門店  愛川 ［MAP］P7
新宿区高田馬場1-17-22      11：00～L..O.13：30／17：00～L.O.19：30      水曜

03-3200-3717

創業30年。至極の鰻重をご自宅で。
白焼きや鰻串もご注文できます。

■その他のメニューも
   ご注文できます

鰻重（特上）4,000円（税別）
白焼き（上）3,400円（税別）
鰻串（1本）   500円（税別）

ご注文▶
お店直注文
※要電話予約

うなぎとおでん  角家 ［MAP］P7
新宿区高田馬場3-12-27      火～日 ランチ11:30～14:00／ディナー 17:00～24:00      月曜

03-3361-1179

東京MAX! ふわトロの鰻で決まり。
浜名湖直送だから出来るこの価格

<店内でも
リーズナブルにご提供>

ランチ うな重定食 
2,500円（税込）

ディナー うな重
2,480円（税別）

ご注文▶
Tお店直注文  
D UberEats

十二分屋そば 680円（税込）
※容器等は実際のものとは異なります。

近江熟成醤油 十二分屋 ［MAP］P8
新宿区西早稲田2-10-15 村松ビル1F      11：00～21：00      火曜

03-6273-9112

芳醇に香るスープが絶品！
近江の名店十二分屋の味をお家で

■その他のメニューも
   ご注文できます

宗田鰹節そば 800円（税込）
近江ブラック  750円（税込）

ご注文▶
お店直注文

牛鋤あえめん 500円（税込）

俺の空 高田馬場店 ［MAP］P7
新宿区高田馬場4-2-31      11：00～22：30       年末年始

03-3366-0631

モチモチの極太麺に絡む牛の旨味が最高！
牛スキヤキのあえそば！

高田馬場店・池袋店・
新宿店にて数量限定販売

ご注文▶
お店直注文  

1番人気！
汁なし醤油そば
500円（税込）

らーめん 我羅奢 がらしゃ ［MAP］P8
新宿区西早稲田2-21-6      平日 11：00～21：00／日曜・祝日 ～20：00      不定休

03-3203-5946

西早稲田の人気店！「汁なし醤油そば」は
大盛りもワンコインの500円

■その他のメニューも
   ご注文できます

「ご自宅調理用」として、
各種らーめんもご用意

ご注文▶
Tお店直注文  
D UberEats/出前館

Mugen-Bi-Danjo Vol.38Mugen-Bi-Danjo Vol.41

Photo ： Masayuki SekiPhoto ： Masayuki Seki
WEB版「無限美女」「無限美男」公開中▶jimore.net へ
●モデル募集！  詳しくはP14をご覧ください

〈衣装協力〉ストール：ハンドメイド&オーガニック
                    「maki×maki（マキマキ）」（裏表紙）
〈衣装協力〉ストール：ハンドメイド&オーガニック
                    「maki×maki（マキマキ）」（裏表紙）
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うな重 2,280円（税別）
※容器等は実際のものとは異なります。
うな重 2,280円（税別）
※容器等は実際のものとは異なります。

奏す庵 そうすあん ［MAP］P8
新宿区早稲田鶴巻町555-19      11：00～15：00／17：00～21：00      火・水曜

03-6302-1643

これぞ、大人のファーストフード！
早稲田生まれ福井育ちの旨辛ソースカツ丼

■その他のメニューも
   ご注文できます

あつカツ丼    850円（税込）
うすカツ丼     850円（税込）
メンチカツ丼 1,150円（税込）

ご注文▶
Tお店直注文  
D UberEats

ジモカツ丼 1,000円（税込）
（うすカツ2+あつカツ1+メンチ1）
※容器等は実際のものとは異なります。

高田馬場・早稲田グルメ

テイクアウト&デリバリー

激ウマ料理
が、おうちで楽しめる！

地元の名店の料理が、テイクアウトやデリバリーで味わえる。
“コロナに負けるな！”と、新しい挑戦をする飲食店を応援しよう！ WEB特集は

こちら
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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2020年9月30日
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。朝まで営業！
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！店内の
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_F6

月曜03-3208-7561
ディナー 18:00～翌5:00

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

3,000円 → 2,500円

料理全品
 20％OFF

★

パ
チ
ン
コ

パ
チ
ン
コ

TSUTAYATSUTAYA

早稲田通り◀高田馬場駅◀高田馬場駅

うなぎ東京MAX！
限界まで蒸し上げたふわトロの鰻。
夏限定で冷たーい冷やしおでんも。

浜名湖直送だから出来るこの価格！「うなぎ
とおでんをリーズナブルにカジュアルに楽しん
で頂きたい」がお店のモットー。長時間丁寧
に蒸し遠火でじっくり焼き上げた逸品！最強
のふわトロ感を味わってください。破格で提供
するうな重は2,480円！その他、さまざまな部
位を味わえるうなぎ串や東西食べ比べなどが
大人気！店主厳選の日本酒、ワインと共にパ
ワーチャージ！暑い夏を乗り越えましょう。

うなぎとおでん 角家
すみか 高田馬場駅 徒歩4分 MAP_F3

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

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_F2

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

早大生に愛された伝説のカレーが復活！
この味は、香りと刺激でやみつき必至。
あの伝説のメーヤウが西早稲田駅前で復
活！メニューは人気を二分していた激辛「チ
キンカレー」と「ポークカレー」をご用意。エス
ニックな香りとガツンとくる刺激がやみつき
必至！店舗はキャッシュレスオンリー。テイク
アウトの他、UberEatsのデリバリーもOK!。

早稲田メーヤウ
わせだめーやう　西早稲田駅 徒歩30秒 MAP_F1

月・水・木・日・祝日非公開
火・金・土 11：30～売りきれ次第終了

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

至極の鰻と希少な日本酒に
舌鼓を打つ贅沢なひととき。
関東風と関西風の食べ比べも人気

創業30年以上の老舗鰻専門店。一般的な鰻
屋のような事前の下焼きをせず、注文後に生
から焼き始めるので40分～かかる。待ち時間
には鰻の稀少部位、肝、カブト、ヒレ、レバー、く
りから、短尺、西京漬けなどの10種類の串焼
きや、蔵元直送の希少な日本酒がオススメ。
「関東風」と「関西風」の鰻の食べ比べは、売り
切れ次第終了のため予約必須。鰻を焼き上
げる香りと共に贅沢な時間をご堪能ください。

鰻専門店 愛川
あいかわ 高田馬場駅（7番出口） 徒歩2分 MAP_F5

水曜
11:00～L.O.13:30
17:00～L.O.19:30

03-3200-3717
新宿区高田馬場1-17-22

成城石井成城石井

早稲田通り

◀◀
高
田
馬
場
駅

高
田
馬
場
駅 ★

お持ち帰りもできます

「Uber Eats」のデリバリー可

https://maeyao.jp/

バニラアイス OR 
抹茶アイス

◎「ジモアを見た」とお伝えください
サービス

トッピング＆大盛りがすべて無料
汗をかいて暑さを吹き飛ばそう！
【夏季限定】旨辛醤油らーめんが登場。

西早稲田駅前の人気店ラーメン店から、
夏の限定メニュー「旨辛醤油らーめん
（880円）」が新登場！鶏の旨味バツグンな
鶏白湯醤油スープと極旨の辛みの調和が
グッド☆ 汗をかいて暑さやコロナを吹き飛
ばそう！ランチタイムは、「ねぎチャーシュー
めし」「ライス+水餃子（3ヶ）」をプラス100
円でサービス！チャーシュー、玉子、メンマ、
ねぎ、もやしのトッピングはすべて無料です。

らーめん我羅奢
がらしゃ　西早稲田駅 徒歩1分 MAP_F4

不定休
平日 11：00～21：00
日曜・祝日 ～20：00

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

旨辛醤油らーめん
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※距離をとった上で取材・撮影をしております。

んだった。月替わりのコントを毎月公演しても１年間全くウケな

かったな……。１時間半誰も笑わないの。ところがある日、コント

の殴るシーンで当たり所が悪くて相方が鼻血出しちゃったんだ

よ。そしたら客席から「おー」って声が上がってね、それが初めて

のお客さんの反応だよ！

たくちゃん：あはは！ それでどうなったんですか？

B作：そうだ、笑わそうと考えていたからいけないんだ、驚かすこ

とも必要だって気が付いて、アクションの中にお客さんを驚かす

工夫を次々に入れてったら、徐々に笑いに繋がっていったんだよね。

たくちゃん：すごい、本当にゼロから見つけた新しい感性ですね。

B作：２年目にようやくお客さんが入り始めて、席が足りなくて補

助席を出すまでになって、ホント

に嬉しかったよ。 

たくちゃん：昔は補助席が出る

のは劇団のステイタスでしたよ

ね。今は消防法に触れるから無

理ですけど。

B作：そうね、補助席が出て「こ

れで一人前だ」っていう感覚は

あったな。青山の「VAN99ホー

ル」で公演したときには、永六輔さん、渥美清さん、堺正章さ

んも並んで観てくれるようになって、「俺たち売れた！」って調

子に乗ったな（笑）。

たくちゃん：三谷幸喜さんもずっと脚本を書いていますよね。

B作：そう。90年代の若手の頃から書いてもらっていて長い付き

合いだね。‶芝居は脚本が命”って思っているから、売れっ子に

なった今でもうちの劇団には書いてくれるのがホントに嬉しいね。

たくちゃん：萩本欽一さんとはどのような出会いだったんですか？

B作：大将（萩本欽一さんの愛称）は最初のインスピレーション

で決める人なんだよ。うちの劇団員の山口良一くんが『欽ドン』

でお世話になっているから挨拶に行ったの。怖い人だって聞い

ていたから、真面目な態度であまりしゃべらずにいたんだけど、

なぜか気に入ってもらってテレビに出ることになったんだよね。

たくちゃん：初対面で認められるのって凄いと思います。

B作：でも、うちの劇団では「大将の写真を踏めるか？」とか「大将

の笑いとオレたちの笑いは違うんだよ」なんて山口くんをから

かっていたのに、まさか自分が大将の傘下に入るとはねぇ（笑）。

たくちゃん：人気バラエティ番組『欽ちゃんの週刊欽曜日』のレ

ギュラーになったわけですが、収録の現場はどんな感じだった

んですか？

B作：テレビと舞台では間や演技が全然違うから「B作はセリフ

が速すぎる！ カメラが寄ってからツッコむんだよ、２つ数えてか

らセリフ言うんだからね」っていつも叱られるんだよ。でも「2つ

数える間に言葉が死んじゃうよ」って思ったね（笑）。

たくちゃん：あはは! 舞台はパッションに任せていきますもんね。

僕は萩本さんの本やドキュメンタリー映画で勉強していて、いつ

か会えたらいいなと思ってるんです。

B作：大将は仕事に細かくて厳しいから大変なんだぞ～！ 収

録後の反省会が長いのなんのって。数時間続いた反省会が

やっと終わって、大将の車を見送る時に大将が車に片足をか

けた瞬間に質問するバカがいて、そのまま２時間も話が続い

た事あったよなぁ。

たくちゃん：あ～、その映像が思い浮かびます（笑）。

たくちゃん：B作さんは高田馬場に長年お住まいなんですよね？

B作：ずっとこの辺で引っ越ししてきて高田馬場はもう20年以上

になるかな。劇団も高田馬場にあるから、地元でよく飲み歩いて

るよ。この辺で若い子たちと仲良くなって学生向けの居酒屋にハ

シゴしたこともあるし。

たくちゃん：えっ、それは意外です！ B作さんは早稲田大学に入

学してから演劇を続けているんですか？

B作：いや、本当は商社マンになりたくて早稲田の商学部に

入って最初は真面目に勉強してて……。でも夏頃には全部イ

ヤになってね…、福島の田舎からとにかく東京に出たくて、恋

愛もしないで必死に受験勉強やってきたから、自由になりた

かったのかな。

たくちゃん：爆発しちゃったんですね（笑）。

B作：そう、爆発したね。大学に行かず新宿歌舞伎町のジャズ喫

茶に朝まで入り浸るようになったんだよ。ドラマ『若者たち』に感

動して、思い直して早稲田の「劇団木霊」に入ったんだ。

たくちゃん：いや～、胸にある熱い情熱を演技にのせたい気持

ちがあったんですね！ 

B作：稽古の後に安居酒屋で仲間と酒飲むのが楽しくて仕方な

かったなぁ。やっと目覚めた若者って感じで、「あ～生きてる！」っ

て心底思ったよ。

たくちゃん：はじけ飛んだんですね（笑）。

B作：演劇ばかりやっていたら成績はガタ落ちで、「もう就職はで

きない、俳優になるしかない」って決心して中退しちゃったわけ。

俳優で食べる方がずっと大変なのにね（笑）。

 

たくちゃん：大学中退した後は、どういう経緯で劇団を立上げ

ることになったんですか？　

B作：「自由劇場」に研究生で入って、裏方をやりながら仲間とフ

ランスの詩小説の芝居をやったんだよね。難しくて面白くないし、

客も来ないから嫌になっちゃって、芝居を辞めてスーパーでバイ

トしてたの。ある日、仲間が「劇団を作ろう」って誘いに来てくれて、

「俺がやりたい喜劇をやれるなら

いい」って言って5人で「劇団東京

ヴォードヴィルショー」を結成し

たんだよ。

たくちゃん：最初はどんな活動

をしてたんですか？

B作：当時テレビで人気の漫才

とコントを繋げたような喜劇

をやりたくて研究してやって

みたけど、そりゃ惨憺たるも

B作：大将は「誰しも等しく運を持ち合わせているから、

仕事に全ての運を使え」という考えの人で、運を見極

めるんだよ。一緒にゴルフに行った時に雨が降った

んだけど、大将は喜んでるんだよね「遊びで運を使わ

なくってよかった」ってさ。

たくちゃん：おお～、考え方が神がかってますね。

 

たくちゃん：近々公演の予定はありますか?

B作：9月にザ・スズナリで『夜鷹と夜警』を上演します。アングラっ

ぽい喜劇で、権力者に気に入られて楽に生きようと思っている人間

が、実は楽に生きられない話です。去年話題になったドラマ『あな

たの番です』の作家の福原充則さんが「息子さんと親子で舞台や

りませんか」って声をかけてくれたのがきっかけで始めた親子共

演の第２弾です。

たくちゃん：息子さんも俳優の道に進んだんですね。同じ舞台に立

つのはどんな気持ちですか？

B作：俺が俳優の道に誘ったから嬉しかったよ。でも俳優は売れる

まで大変でしょ、誘った責任があるから精一杯息子を応援すると

いうスタンスだね。

たくちゃん：息子さんの演技を見てどう思いますか？

B作：ダメな所ばっかり目についちゃうの。他人はそれほど気にな

らないけど、自分の子は気になって

仕方ないから口うるさく言っちゃう。

二人で居残り稽古する事もあるし、

演出家と俺にさんざんダメ出しされ

て息子もツライだろうね。

たくちゃん：言ってもらえるのは、あ

りがたいですよ。投げかけられた課

題はずっと意識して取り組んでいれ

ば、いつか答えが出ますから。

B作：俺ね、何十年も応援してくれるスポンサーや支えてくれる人

に感謝していて、そういう出会いがあってラッキーだと思うんだ。

だから若い子らに「人が応援したくなる人間になれ」,「ズルはする

な」っていつも言うの。ズルして勝った者は長続きしないから。それ

と舞台をやる者は元気な姿を見せなくっちゃ。俺はガンも克服で

きたし、今でも体を鍛えていて元気だから（笑）。

たくちゃん：はい、深く胸に刻みます！ コロナ危機で劇場が閉鎖

して気付きましたが、舞台や芝居は人の気持ちを救い、生きる希望

を与えますよね。ありがとうございました！

Information

劇団東京ヴォードヴィルショー
公式サイト

http://vaudeville-show.com

佐藤B作（さとう びーさく）
1949年2月13日生/福島県出身。
早稲田大学在学中に演劇活動を始
める。1973年「劇団東京ヴォードヴィ
ルショー」を結成。現在も主宰として
テレビドラマ、映画、舞台など幅広く
活躍。1986年「吉ちゃんの黄色いカ
バン」で第21回紀伊國屋演劇賞・個
人賞、2004年に第1回喜劇人大賞特
別賞、2013年「パパのデモクラシー」
「その場しのぎの男たち」で第48回紀
伊國屋演劇賞・団体賞を受賞。主な
出演作はテレビ「八重の桜」「渡る世
間は鬼ばかり」、映画「男はつらいよ」、
舞台「ヘンリー四世」など。

勢いと手探りではじめた劇団「東京ヴォードヴィルショー」

欽ちゃんとの出会い～名珍エピソードが連発！

息子と舞台に立つ喜び。いつも感謝の気持ちを忘れずに

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、高田馬場在住2 0年、早稲田大学を経て自らの劇団を結成
し、舞台・映画・ドラマに長年活躍し続ける俳優の佐藤B作さん。
欽ちゃんとの思い出や50年に渡り喜劇を追究してきた真髄にた
くちゃんが迫ります!

第四十場ババくる！？
ジモア宣伝隊長 HEY！たくちゃんの

Text: 櫻井 実由莉
Photo: 石森 亨

※距離をとった上で取材・撮影をしております。

ロケ地：高田馬場ラビネスト副都心線西早稲田駅徒歩3分、多くの劇団が作品を披
露する多目的スタジオ「高田馬場ラビネスト」にて。芸
や芝居への情熱が尽きない佐藤B作さんとたくちゃん
のクロストークがスタート!

 

ハツラツとして人を楽しませるトークを連発する佐藤B作さん
は、71歳という年齢を感じさせないバイタリティーに溢れた
方でした。劇団や番組収録のエピソードに現場は大爆笑の連
続。地元高田馬場や早稲田を愛し、いつまでも芝居にかける
情熱を持ち続けるB作さんの今後の活躍から目が離せません。

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
http://www.onisoba.com/

「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

☆佐藤B作さん
「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～

東京NO.1親子 第２回公演　

『夜鷹と夜警』
2020年9月11日（金）～9月22日（火・祝）
■会場：下北沢 ザ・スズナリ
■入場料（全席指定/税込）
   前売・当日 4,900円（★早割 4,500円）
   29歳以下 3,000円
※「29歳以下」は、ぴあのみの扱い。★早割9/11～9/16

［主催］東京NO.1親子
［作・演出］福原充則
［協力］東京ヴォードヴィルショー　空　アスタリスク　ノックス
［制作協力］プラグマックス＆エンタテインメント

■お問合せ：東京ヴォードヴィルショー　
03-3227-8371（平日11:00～18:00）

チケット発売日：2020年7月25日（土）AM10:00より
●チケットぴあ ●ローソンチケット ●イ－プラス
●Confetti(カンフェティ）にて発売
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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

N

W E

S

♥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2020年9月30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。
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掲載費0円から
掲載店舗募集中！
ジモアサイト&マガジン

【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ジモアマガジンを定期的にご送付します。
（※①②ともにご希望の方）

■ 5,000円以上のご支援
①お名前掲載、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お送りします
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円相当の商品をプレゼント（※①②③ともにご希望の方）

◎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！

体験入学受付中!

日美

03-3200-0813



♥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2020年9月30日

BEAUTY
HEALTH

& クーポンを
使う時は
ジモア見たと
  伝えてね！

09

 

10

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

火水木 10:00～21:30 / 日 10:00～17:30
月曜・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

TAC屋上TAC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_S5

http://waseda-golf.net

♥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2020年9月30日

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_S4

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_S2

◎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_S1

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〒〒

★

「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
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。ヨガとピラティス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。

新宿区大久保2-33-23

10：00～21：00（レッスンによる）
月曜日・第3～5日曜日03-6205-5718

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_B2

https://biyou-yoga.com（24時間予約可能）

ジモア読者特典

体験レッスン
1,500円→1,000円

入会金
5000円→0円

地域密着型の家事代行サービス
お掃除から見守りまで対応します
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）、
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
たしますので、気軽にお試しください。

新宿区下落合3-9-22（事務所）

9：00～21：00（電話受付：月～金 ９:00～18:00）　

年中無休
03-6338-4379 /080-1800-0033　

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

ジモア読者特典

1回/2時間
8,250円→7,700円（税込）

benten.kaji@gmail.com

【定期サービス募集中】※交通費別途

家事力を仕事に。スタッフ募集中です

特典1

（ヨガマットやウェアは全て無料。手ぶらでＯＫ）

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

特典2

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。
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。

ジモア読者特典

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       10:00～18:50
　　 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

クール美顔

まつげカール
3,300円 →  2,200円

2,980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

★

爽やかなミントの香りで気分爽快！
しっとり潤うタラソテラピーのパックです。

T.A.バレエ～Tiara.Aurora.Ballet～

高田馬場駅 徒歩5分 MAP_B3

5週目、祝祭日、夏期、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

高
田

馬
場
駅

早稲田通り早稲田通り★ 西友

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
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_S3

◎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

HANDMADE SILK
FOR YOUR LIFE

＜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
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TEFL&TESOL資格を有した外国人講師の
指導で、実用的な英会話やビジネス英語が
学べます。「聴く・話す・読む・書く」が楽しく自
然に身につきます。プライベートレッスンもコ
ストパフォーマンスが高く、大人気です！

スタントン英語学院 
高田馬場駅 早稲田口より 徒歩1分

MAP_
S6

https://www.stanton-en.jp/

03-6265-9573
火～金12:00～20:00 / 土10:00～18:00 

新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル6F

月額￥7,800～

★高
田
馬
場
駅

BIG
BOX

セブン
イレブン
セブン
イレブン 早稲田通り早稲田通り

ドン・キ
ホーテ
ドン・キ
ホーテ

安心の月額制授業料

ＴＯＥＩＣ

ビジネス英語

日常会話

こども英会話

英検対策

ＴＯＥＦＬ

楽しく学べるキッズクラスは大人気

駅前すぐ！45年の実績を持つ
千駄ヶ谷日本語教育研究所グループの
ノウハウを活かす英会話学校です。

月・日曜・祝日

stanton.english.institute

８月29日（土）までに
ご入会の先着の方に

スクールグッズプレゼント！

ジモア読者特典

スペイン語、ポルトガル語、アラビア語講座も始めました！
オンライン授業もお選びいただけます。

職人の手しごとで作られた鮮やかな色合い
のバッグやストール、アクセサリー、ポーチな
どのアジア雑貨からハーブティーやバーム
シュガーまで。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。乾きやすい「洗えるマスク」も大好評。
【オンラインショップでも販売中！】

ハンドメイド&オーガニック 西早稲田本店maki×maki
マキマキ　西早稲田駅 徒歩5分/高田馬場駅 徒歩7分 MAP_S7

東京メトロのCMでも話題に！
都内で唯一のカンボジアシルク専門店。
色鮮やかなハンドメイド雑貨の宝庫です 全品

5%OFF

STAFF募集中！

※現金でご購入の方/一部商品除く
5,000円（税別）以上お買い上げの方

◎店頭販売 ◎ネットショップ運営
（社員 / アルバイト）
※ご応募先：お電話または
info@makixmaki.comへ

ジモア読者特典

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
★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
▶

子育地蔵尊■

◀高田馬場駅◀高田馬場駅

月・日曜 ※祝日は不定休

牛島幹夫税理士事務所 早稲田大学政治経済学部経済学科
卒業。約20年の外資系金融機関勤
務を経て、税理士試験合格後、税理
士法人山田＆パートナーズに勤務。
主に相続対策・事業承継コンサルテ
ィングに従事。2020年、独立開業。

ご相談はお電話またはメールにて

TEL. 090-9800-1793
MAIL. mikio.ushijima@cowcowtax.com
ADDRESS. 〒164-0011東京都中野区中央 1-50-17-515

相続税対策をご検討の皆さまへ

相続税試算無料
自社株式株価算定無料

気軽にご相談ください 相談無料

相続対策・事業承継 補助金・助成金申請サポート 創業・起業支援
●事業計画作成サポート
●申請書類作成サポート

●自社株の評価引き下げ
●財産の評価引き下げ提案

●相続税シミュレーション
●生前贈与計画立案

HPは
こちら

＞＞＞

明
治
通
り
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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
佐藤B作さんからあなたへ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43名様に当たる！！

佐藤B作さん
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

☆自然の恵み☆
触れて感じる天然木のよさ 5名 3 5名

7 8 1名

4

jimore1

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

3名

全6カラー、3サイズ。天然素材だから安心
ソフトな肌さ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

03-3208-7561ピアクオーレ（P10）

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

ジモア オリジナルキャラクター
「ジモンキー」Tシャツ

ジモア特製
ジモンキーTシャツ
※サイズはMとなります

ジモア編集部 info@jimore.net

　サウナにおける“サウナ～水風呂～休憩”を3回繰り返すことで得られる多
幸感を「ととのう」という言葉で表し、近年のサウナブームの立役者にもなった
本著。ドラマ化もされたことで知る方も多いはず。高師氏が本著と出会ったの
は会社の銭湯サークルの先輩からの紹介。銭湯は好きながらもサウナに無関
心であったが「ととのう」体験により後に週２～３回通うほどになったと言う。
　2017年3月に閉店したワセメシの伝説的なカレー店「メーヤウ早稲田店」。
学生時代からメーヤウの熱狂的なファンだった高師氏が「メーヤウ」の復活
を目指して前オーナーからの事業継承を決意し、取り組みはじめたのもちょう
どサウナと出会った2018年の秋頃。「経営者の方などが通うコワーキングサ
ウナがあるんです。そこは自分にとってのサードプレイ
スになっていました。事業承継に向けての考えをまと
め、意志決定をする場がサウナだったんです」と話す。
　「メーヤウのカレーはサウナと共通点があると思うん
です。汗をたっぷりかいて食べた後に水を飲んだ時に
得られる多幸感が、サウナでの快感に近いんです。将来
はカレーとサウナを組み合わせた店舗を展開するのが
夢ですね」と語る高師氏。本著に描かれるサウナ道は、
ある意味哲学的でもあり、宗教的でもある。きっとサウ
ナには日常の喧噪や柵みから自分を解放し、心と身体、
そして頭を整理する力があるのだろう。

Book

Vol.41
MY

マイホン

『サ道 ～マンガで読むサウナ道～』
著者 : タナカカツキ　講談社 刊

サウナ室～水風呂～休憩に
よる心地よさを「ととのう」と
表現し、世に拡げた、サウナ
ブーム立役者による究極の
サウナ体験記。

早稲田メーヤウ代表

高師 雅一さん
2011年早稲田大学卒。学生時代から
2017年に閉店したメーヤウ早稲田店の
ファンであったことから前オーナーからの
事業継承を決意。約2年近くの準備期間
を経て7月に新生早稲田メーヤウを開店。

公式サイト
https://maeyao.jp/
　 

Text：ジモア編集部

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

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』 ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD
お題の
映画

新宿区高田馬場1-5-16
03-3200-8968

今回の作品は、レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットの2大スターを初共演させたクエンティン・タランティーノの9作目となる
長編監督作品。2019年のアカデミー賞では10部門にノミネートされ、2部門で受賞した話題作です。

　ピークを過ぎた人気テレビ俳優リック・ダルトン
（レオナルド・ディカプリオ）と付き人兼スタントマ
ンのクリフ・ブース（ブラッド・ピット）は、なかなか
映画スターへの道が拓けない現状に神経をすり
減らしていた。そんなときリック邸の隣に時代の寵
児ロマン・ポランスキー監督（ラファル・ザビエル
チャ）と新進女優シャロン・テート（マーゴット・ロ
ビー）夫妻が引っ越してきた。幸せの絶頂で輝く夫
妻と、先を案じる俳優コンビ。夢工場ハリウッドの
明暗のもとに分かたれる彼らに、運命の1969年8
月9日が迫ってきていた。
　クエンティン・タランティーノ監督が『イングロリ
アス・バスターズ』（2009）『ジャンゴ 繋がれざる

者』（2012）に並んで、歴史的な状況や実在の人物
を題材に“実際には起こらなかった”物語を描く『ワ
ンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。テレビ
の普及により斜陽になっていく映画スタジオを背
景に、表舞台に出ることのないスタントマンや隅
に追いやられていくスター、姿を消していってし
まった者たちへの挽歌を作り上げた。シャロン・
テートと言えば、衝撃的な事件の話題ばかりで、死
後も呪縛のようにその生涯を晒され続けている彼
女の、期待と幸福を抱いて過ごす時間を柔らかな
カメラワークで情感豊かに描き出す。ユニークで
痛快でありながら、もの悲しさも漂う見事な作品
です。是非お見逃しなく。

Vol.41

早稲田松竹× ジモア

7月11日（土）～7月24日（金）
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド　ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD
（2019年　アメリカ　161分　PG12）
監督 クエンティン・タランティーノ    出演 レオナルド・ディカプリオ／ブラッド・ピット／
マーゴット・ロビー ほか    2019年アカデミー賞　助演男優賞/美術賞　受賞



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） 
月・日曜定休 ※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
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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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