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Address_ 新宿区高田馬場2-14-7 新東ビル3F  
Tel _ 03-3208-7561  Open _ 12:00～23:30 
Holiday _ 日曜 

迫力満点のカクテルショーが人気！
飲み放題付きコース2,500円から。
ダーツもあり！

創作イタリアン Pia Cuore

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、昼飲みもできるダイニングバー。ダー
ツ、巨大モニター完備、貸切パーティーも気軽にご
相談を。大迫力のカクテルショーも随時開催中！

●特典１
本日のクラフトビール 
¥100 OFF!
●特典2
コース 3,000円 ⇒2,500円
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

ジモア読者特典

ピアクオーレ
高田馬場駅

徒歩3分

Tap

01

高
田
馬
場

Address_ 新宿区高田馬場1-27-2 イチカワビルB1階
Tel _ 03-3232-8003  Open _ 17:00～23:30
Holiday _ 日・祝日

和洋折衷の創作料理とお酒が充実。
居酒屋×エンタメの新空間で
料理とお酒を堪能。

酒洛 高田馬場

全100席以上。名物「牛すじ大根」や新鮮なお刺
身、鶏のもつ煮など定番メニューだけでなく、「渡り
蟹の蟹味噌クリームスパゲティ」など和洋折衷の創
作料理が充実！お酒はクラフトビールや日本酒、焼
酎など豊富にラインナップ！日曜には、お芝居イベン
トやお酒のワークショップなどを随時開催中です。

本日の
シャーベット
サービス
◎「ジモアを見た」とお伝えください

高田馬場駅
徒歩2分

Tap

03

Address_ 新宿区早稲田鶴巻町537 メゾン三晃1F
Tel _ 03-3203-8191  Open _ 11:00～22:30（L.O. 22:00）
Holiday _ 日・祝日

早大正門からすぐの地で35年。
美味しい料理で評判の
老舗レストラン。

イタリアンｘハワイアンイル・デ・パン

テラス席もある南国のカフェのような雰囲気がオシ
ャレ！地元客はもちろん、早稲田の卒業生もわざわ
ざ訪れる人気の洋食レストラン。ボリューム満点の
「気合いのサーロインステーキ」と、美味しいクラフト
ビールの相性はバッチリ！大型モニター設置、着席
から立食まで各種パーティーもぜひご相談を。

早稲田駅
徒歩4分

Tap
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早
稲
田

Address_ 新宿区高田馬場1-25-33  
Tel _ 03-3209-1667  Open _ 11:00～18:00  
Holiday _ 水・日曜

素材にこだわったクレープや
ガレット。ビールを片手に、
レトロな店内でくつろぎのひととき。

Deli Sweets Labo Arles

使う食材すべてにこだわり、白砂糖不使用のカラダ
にやさしいフルーツサンドと、豆乳とてんさい糖を
使った米粉100%グルテンフリーのクレープなどの
ヘルシーメニューを提供。冷たいスイーツ系クレー
プはもちろん、Hotなパリパリクレープやピザクレー
プ、店内限定の米粉ガレットもご用意しています。

アイスティー
or
アイスコーヒー1杯無料
※店内でのご飲食ご利用の方

テイクアウトOK

ジモア読者特典

デリスイーツラボ アルル
高田馬場駅

徒歩1分

Tap
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高
田
馬
場

Address_ 新宿区高田馬場4-11-9 三協ビル２階  
Tel _ 非公開  Open _ 18:00～翌2:00    
Holiday _ 不定休

お酒をゆったり愉しめる隠れ家バー。
サードプレイスのような
自分だけの大切な時間をどうぞ。

Bar Hamlet

クラフトビールをはじめ、ウィスキーやブランデー、季節のフルーツカクテルと
ともに、お客様それぞれが自分だけのゆったりとした時間を過ごせるオーセ
ンティックバー。基本的にはご紹介制、メンバー制のため、メニューはなく、お
客様のお好みに合わせてお酒やおつまみをご用意。今回特別にジモア読者
の方も「ジモアを見ました」と伝えていただければ来店できます。団体様お
断りの隠れ家バーなので、２名様以内でご来店ください。

バー ハムレット
高田馬場駅

徒歩3分

Tap
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高
田
馬
場

Address_ 新宿区高田馬場1-3-13 2F  Tel _ 03-5273-0267  
Open _ 平日 16:00～翌3:00 / 土・日曜・祝日 15:00～翌3:00  
Holiday _ 無休

わっしょいで、クラフトビール!?
安くて旨い豊富なメニューと
お酒でパワーチャージ！

わっしょい

副都心線「西早稲田駅」からすぐ！平成元年創業の学生から社会人、地元の
方まで幅広く愛される飲んべえ御用達の庶民派居酒屋。アットホームで賑や
かな雰囲気は、まさに「こころの故郷」。ビールジョッキ1杯が驚きの180円！
旬の鮮魚や野菜から、肉料理、定番の各種おつまみまで、数え切れないメニ
ューはいずれも「安い！旨い！」にこだわる庶民の味方！コロナ対策を万全に
して深夜まで、気合いいっぱいで営業中。今日も明日もわっしょい！

西早稲田駅 徒歩1分
高田馬場駅 徒歩8分

Tap
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西
早
稲
田

Address_ 新宿区馬場下町14  Tel _ 03-3202-3688
Open _ 月～金 11:30～14:00 / 17:00～23:30 　
      土・日 17:00～23:30（日・祝日 ～22:30まで）  Holiday _ 不定休

家庭料理とクラフトビールの
新しい組み合わせ。アットホームな
雰囲気の中で、癒やしの時間を。

舟形や 馬場下店

お通しから料理まで、手造りの家庭料理で人気の早稲田の居酒屋。店長は
競馬、プロレス、野球が大好きで、地下の店内は競馬ファンにはたまらない
競馬グッズや写真でいっぱい！料理はいずれもリーズナブルで、人気の定
番メニューは「焼ビーフン」「もつ煮込み」「ほっけ焼」「えいひれ」など。昭和の
「ザ・居酒屋」の雰囲気は、ホッとできる癒やしの時間になるはず。学生から
地元の方まで、幅広く愛されているゆったりくつろげるお店です。

早稲田駅
徒歩2分

Tap

07

早
稲
田

Address_ 新宿区早稲田鶴巻町557-103  Tel _ 非公開
Open _ 平日 11:30～14:00 / 18:00～22:00 　
日・祝 12:00～14:00 / 18:00～22:00  Holiday _ 土曜

シェフの気まぐれ日替わり料理で
行くたびに発見がある！
路地裏のアットホームなビストロ。

Bistro ひなた

早稲田鶴巻町に2020年3月にオープンしたご夫婦で営むビストロ。メニュー
はリヨンで修行経験もあるフレンチ歴26年のシェフが、その日の仕入れに応
じてベストな料理を日替わりでご提供。肉、魚、パスタなど、素材の良さと職人
技を駆使したシェフの気まぐれ料理は、訪れるたびに新しい発見があるは
ず！ランチは980円から。クラフトビールにも合う、ハンバーグ、ステーキ、煮込
み系のお肉料理が大人気のビストロです。

早稲田駅
徒歩7分

Tap

08

早
稲
田

ジモア読者特典

高
田
馬
場

テイクアウトOK　
デリバリー OK
Uber Eats / 出前館 / menu / foodpanda

クラフトビール
1杯 半額

ジモア読者特典

米粉クレープ & フルーツサンド米粉クレープ & フルーツサンド

編集部が
厳選

WEB特集は
こちら

全国の有名ブルワリーの28種類のクラフトビールが集結！ お店厳選のクラフトビールが愉しめる８店舗をご紹介します。
飲める店飲める店が

♥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9月30日 ※国や自治体の感染症対策の要請で、営業時間が変わる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。

高田馬場・
早稲田
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を合わせて、どういう戦術でくるか探っていました。
たくちゃん：目で読めるのはすごい！やっぱり柔道は好きなんですか？
松本：実は好きじゃなくて悩んでたんです。引退するときには解放
感がありました（笑）。周りのアスリートたちは驚くほど自分の競技

が好きなのに、私は違うなって気づいた
時から、「私は柔道が好き！」って、自己暗
示をかけていました。
たくちゃん：いやー、まさか柔道が好き
じゃなかっただなんて（笑）。
松本：それが逆に良かったのかもしれま
せん。本当に柔道が好きな人は、“一本を
獲る”という、日本の柔道を極めようとす
るんです。私は身体的な才能がなくてそ

れができなかったので、相手を威嚇して、しつこく攻めるなどの心
理戦略をする“野獣”の柔道が生まれたんです。好きじゃないから
こそ、従来の日本型とは違う幅広い柔道ができたのだと思います。
たくちゃん：すごいな、次元が違いますね。
松本：全然すごくないですよ。周りに天才がたくさんいましたから。

 
たくちゃん：引退会見では大抵のアスリートは泣くのに、松本さんの
時は爆笑会見でしたよね。あんまり面白いから何度も観ました（笑）。
松本：いつも引退会見を観て「何でみんな泣くの？」って不思議に
思っていたんです。私は「やった、自由だ！」って爽快な気分だった
ので、全然泣けなかったです。その瞬間、「やっぱり私は柔道が好
きじゃなかったんだ」って思いましたね。
たくちゃん：解放感が強かったんでしょうね。その後に「第二の人
生はアイスクリームを作ります！」って電撃発表しましたよね。僕も
ですけど、記者も観ている人もみんな「はあ？」ってブッ飛びまし
た（笑）。「どこで作るんですか」という質問に「宣伝してもいいです
か？」なんて返すアスリートもいないです。話すたびに、笑いが起
きてましたよね。
松本：なぜか、ふざけた感じになっちゃいましたよね。アイスはホ
ントに好きだったので……。
たくちゃん：引退後はてっきり柔道の指導者になるのかと思いま
した。素晴らしいノウハウ持った人が指導しないなんて、もったい
なくないですか？
松本：ベネシードの柔道部では、時々後輩の指導をさせてもらっ
てますよ。
たくちゃん：よかった。松本さんは家族の愛で強くなっていって、
オリンピックに両親を連れていく目標を果たして、結婚と出産を
経て、新たな愛をもって現役を終えたんだなって感じました。引退
後すぐ好きなことを次のキャリアに繋げられるのもすごいですし。
松本：ありがとうございます。
たくちゃん：ところで、実は今日、会見にちなんだアゴまねのネタを
用意しているんです。会見で「プレッシャーについてどう思いますか」
という、質問に答えるイチローさんをやります。（アゴまねを披露）
松本：わー、似てる！イチローさん言いそう～。天才じゃないです
か（笑）。もっと見たい！ 他にありませんか？
たくちゃん：じゃあ、『ドラゴン桜』で阿部寛さんが生徒に放つセリ
フ……。「おまえら、勉強しろ！東大へ行け！」
松本：あはは！ めちゃ面白いです。ちょっとそれ借りてもいいです
か？「おまえら、勉強しろ！」（松本さんも阿部寛のお面を付け、ノリ
ノリでアゴまねをしていました）
たくちゃん：そんなにハマってくれてうれしいです（笑）。

たくちゃん：お店のロゴが可愛いですね。ロゴイラストは松本さん
がモデルなんですか？
松本：そう聞かれることが多いけど、実は違うんです。デザイナー
さんが書いてくれた絵が、たまたま私に似て見えるだけで（笑）。
たくちゃん：松本さんがアイスクリーム屋をオープンするって知っ

たくちゃん：世界で活躍する松本さんの姿をテレビでずっと観て
ました。著書の『夢をつなぐ』も読ませていただきました。
松本：読んでくださってありがとうございます。内容が薄っぺらい
から恥ずかしいなぁ（笑）。
たくちゃん：全然そんなことないです！アスリートを目指す子供
たちにも読ませたい内容です。「自分もオリンピックを目指せる
かも」とか、練習が辛くて辞めたい人も「もう少しやってみよう」と
か、思えるんじゃないかなって。
松本：だったらよかった!
たくちゃん：講演会もたくさんやってるでしょうけど、どんな話をす
るんですか？
松本：反面教師の話が多いですね。私、東京の高校に進学して
から柔道の練習に行かなくなっちゃったんです。厳しい環境に押
し込められた反動が出たんでしょうね。ピアスをして、眉毛がめ
ちゃ細くなってました（笑）。結局、退学になって地元の金沢の高
校に転校しました。そんな失敗も決して悪い事ではなく、経験が
未来に活きるよ、って話をします。
たくちゃん：高校生なら東京で遊びたいのに、それを我慢して柔

道ばかりの生活は大変ですよ。ところで、国内外の大会でたくさ
んメダルを獲得していると思いますが、家にメダル専用の部屋と
かあるんですか？
松本：実は……、人にあげたりして家にはほとんどないんです。試合
でお世話になった方や、ファンの方に差し上げることが多いです。
たくちゃん：えー！ それはビックリです。

たくちゃん：現役の頃は練習や試合で、しょっちゅう骨折してたっ
て本当ですか？
松本：年1回ペースで骨折していました（笑）。偏食なので骨折し
やすかったんでしょうね。特にごはんや炭水化物系は嫌いで食べ
ませんでした。例えば、昼食はコンビニの唐揚げとポテトチップス、
アイスクリーム、炭酸飲料水とか……。折れますよね（笑）。
たくちゃん：それはすごい食事ですね（笑）。プロテインは飲まない
んですか？
松本：苦手なんです。でも、合宿の時だけ我慢して飲んでました。
栄養士さんに見張られているので、食事も全部食べないと解放し
てもらえなかったんです（笑）。
たくちゃん：頑張りましたね（笑）。松本さんはこんなに優しい感じ
なのに、試合のスイッチが入った時の“野獣”モードが、ホントすご
かったですよね。当時はどんな風に気持ちや試合戦略を作ってい
たんですか？
松本：まず、「全員、私より強くない」って頭に擦りこむんです。もし
私が負けるとしたらそれには原因があって、原因を解決すれ
ば次は必ず勝てます。「相手
は私のあれを研究してく
るだろうから、これを練習
しておこう」という対策は、
常に考えていました。相手
の目を見たら、何を考えて
いるか分かるんです。試合
の時は対戦相手とわざと目

て、「オリンピックで金メダル取りながら、先の事を考えて
いて、この人天才だ！」って思いましたよ。どういう経緯で
大学の構内でやることになったんですか？
松本：ジャスビコの社長とご縁のあった東京富士大学か
ら、学生に向けて「社会に出てからも役に立つ『実学の授
業』をやってもらえないか」というオファーがあったんで
す。そこで、「事業が授業になる」というコンセプトを考え
て、大学内にアイスクリーム店をオープンして、ダシーズ
を舞台にした、生きた事業や経営のノウハウを学んで
もらえる授業を行うことにしました。うちのスタッフが講師をしたり、
マーケティング提案や商品開発を学生と一緒に考えています。
たくちゃん：素敵で面白い試みですね。経験するって大切ですから。
若い人が周りにいると、いろんなことが入ってきて、毎日が進化して
いきませんか？
松本：そうですね、学生さんたちから次 と々新しい情報が入ってきま
す。でも今はコロナの影響で店舗がお休みで、通信販売のみの営業
なので寂しいですね。
たくちゃん：ダシーズという店名の由来は何ですか？
松本：日本の心である和食文化の「ダシ」からきています。ダシのよう
に素材の良さを活かして、こころとカラダに良いアイスクリーム作り
をすることがコンセプトです。乳製品・白砂糖・グルテン・トランス脂
肪酸を使わず、こだわりの有機素材でコクや満足感を出しています。
たくちゃん：無化調ですと、原価相当高くなりますよね？
松本：そうなんですよ。でもこだわりですから。
たくちゃん： 近く発売する新商品とかありますか？
松本：昨年から調整している金沢のブランドぶどう「ルビーロマン」
を使ったアイスクリームがもうすぐ完成します。
たくちゃん：楽しみですね。海外出店いけそうですよね？
松本：実は、世界進出に向けて着 と々土台作りをしています。海外に
は貧しくて柔道をやりたくてもその環境が
ないという子たちがいて、将来はアイスク
リームの売り上げの何％かを支援に回す
ことができればと思ってます。それから、ア
スリートの引退後のセカンドキャリアの支
援も今後できればいいなと考えています。
たくちゃん：素晴らしいですね！ ぜひ、実現
して欲しいです。僕のラーメンも素材にこだ
わっているので、イベントでコラボしましょ
う！ ラーメンイベントで一番売れるのは、実はアイスクリームなんです
よ。たぶん松本さんの店が、一番行列できますよ。
松本：ラーメンとアイスのコラボ、やってみたいです！
たくちゃん：ぜひ！ 最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
松本：コロナ以前はお店に地元の方がよく買いに来てくださって、
いい交流をしていたのですが、今は交流ができなくて寂しいです。
再オープンしたらぜひお越しください！ 皆さんと交流できるのを
楽しみにしています。

松本 薫（まつもと かおり）
1987年9月11日生/石川県出身。
帝京大学法学部卒業。ベネシード所属。
6歳から柔道とレスリングを始め、中学
3年生で初の国内制覇を果たし、高校3
年生の時にはドイツジュニア国際柔
道大会で金メダルを獲得。2009年から
本格的にワールドツアーへ参戦。日本
女子柔道57㎏級の代表として、2012年
のロンドン五輪で金メダル、2016年の
リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲
得。2019年2月に現役を引退。現在、所
属の関連会社にあたる株式会社ジャ
スビコが運営するアイスクリームラボ
「Darcy’ｓ」で健康志向のアイスクリー
ムの企画製造販売をしている。

 柔道が好きじゃないからこそ、生まれた“野獣”の戦術

爆笑の渦！たくちゃんがハマった、引退会見の秘話

アイスで世界中の人を幸せに。スポーツ支援にも繋げたい

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2012
年ロンドン五輪日本女子柔道57kg級の金メダリストで、現在は高田馬場
のアイスクリームラボ『Darcy’s（ダシーズ）』を運営している松本薫さん。
話題になった引退会見を何度も観たというたくちゃんが、松本さんの選手
時代の秘話、アイスクリームにかける想いなど、素顔の魅力に迫ります。

第四十四場ババくる！？
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：『Darcy’s（ダシーズ）』
ギルトフリーアイスクリームラボ

高田馬場駅から徒歩5分、東京富士大学5号館1階にある
アイスクリームラボ『Darcy’s（ダシーズ）』にて。優しいピンク色
の壁にポップなロゴが描かれたオシャレな店構え。初対面な
がらフードビジネスという共通点のあるたくちゃんと松本薫さ
んの対談がスタート!　

現役時代の“野獣の顔”とは正反対の優しい笑顔で、場をパッと
明るくする天賦の才を持つ松本さん。たくちゃんのアゴまねが気
に入り、自らお面をかぶってものまねするチャーミングな一面も。
好きなことが第二の人生に直結し、商品開発や支援事業など、
新しい事に日々挑戦する松本さんの今後の活躍が楽しみです。

 

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」
https://ameblo.jp/heytakuchan2/

HEY! たくちゃん

▶P14へ

☆松本薫さん
「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～

「Darcy’s」（ダシーズ）
美味しくて、からだに優しくて、罪悪感なく食べられるア
イスクリームがあったら。そんなあなたのための、ギル
トフリーなアイスクリーム。乳製品・白砂糖・グルテン・ト
ランス脂肪酸を使用せず、健康志向の方やアレルギー
を持つ方、ヴィーガンの方も安心して食べられます。
新宿区下落合1-7-18 東京富士大学五号館1F
※現在店舗は一時休業中。ネット通販のみで販売しています。

Information

「Darcy’s」（ダシーズ）
公式ホームページ
https://darcy-s.com

「Darcy’s」（ダシーズ）
公式SNS

ネット通販サイト
「ベネちゃんSHOP」

https://benechan.shop/author/darcys/

ブログ：https://darcys.jp/
Facebook：@darcys.japan 
instagram：@darcys.shop
Twitter：@Darcysshop





♥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9月30日
※国や自治体の感染症対策の要請で、営業時間が変わる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。
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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_F4

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

昭和から続く老舗沖縄料理店。
希少な泡盛や泡盛カクテルも人気！
創業35年、昭和から続く都内有数の老舗沖
縄料理店。名物ラフテー丼、ソーキそばをは
じめ、夏はゴマだれの「冷やし沖縄そば」がオ
ススメ！オリオン生が250円から。泡盛は20
種類以上、ゴーヤのカクテル、コーヒー泡盛
など、ハイビーならではのメニューが満載！

沖縄料理 ハイビー
高田馬場駅 徒歩1分 MAP_F2

日曜03-3200-7403
16:00～翌3:00（水のみ18:00～）

新宿区高田馬場2-19-7 
タックイレブンビル1F

野菜が美味しいカジュアルフレンチ。
リーズナブルなフレンチコースがおすすめ。
農園直送の旬の野菜にこだわった月替わりの
フレンチとソムリエ厳選のお酒を気軽に楽しめ
るお店。オーナーシェフの和食と洋食の経験を
活かし、和の要素も取り入れた彩り豊かなフレ
ンチは、ランチプレート800円から、ディナー
コースはフルコースが6,800円とリーズナブル。

soleil
ソレイユ 高田馬場駅 徒歩8分 MAP_F1

不定休

050-3701-2981
ランチ   11:30～14:30 /
ディナー17:30～22:00

豊島区高田3丁目21-11 高田橋ハイツ102

【Instagram公式アカウント】

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

★

高田馬場で、リーズナブルに
うなぎとおでんを食べるならこちら！
旬の肴に合う地酒とともにどうぞ。

口コミで人気の大人の隠れ家。この夏は浜
名湖直送うなぎを贅沢に2尾載せた「ドラゴ
ン重」が、なんと3,828円（税込）。「鰻は高い
というイメージを変えたい」「もっとリーズナブ
ルに、気軽に、味わってもらいたい」という思
いで頑張っています！破格の創作うなぎ料理
は、「うなぎ串」が大人気。鰹出汁おでんは、
80円から。店主厳選の日本酒・ワインも充実。
皆さまのご来店を心よりお待ちしています。

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

「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

夏のイチオシ！旨辛醤油らーめんで
暑さを吹き飛ばそう！【大盛り無料】
西早稲田駅前の人気ラーメン店。夏のオス
スメは玉葱の甘味と唐辛子の辛さのハー
モニーが絶妙な「旨辛醤油らーめん（880
円）」。汗をかいて、暑さもコロナも吹き飛ば
そう！ランチタイムはプラス100円でサイドメ
ニューあり。麺の大盛りは無料です！

らーめん我羅奢
がらしゃ 西早稲田駅 徒歩1分 MAP_F5

BIG 
BOX

♥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9月30日
※国や自治体の感染症対策の要請で、営業時間が変わる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。

BEAUTY
HEALTH

& クーポンを
使う時は
ジモア見たと
  伝えてね！

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！＞

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
クール美顔

まつげカール
3,300円 →  2,200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

★

素晴らしいペパーミントの香りで
気分爽快！しっとり潤い肌へ

もっと気軽に、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

元牧阿佐美バレヱ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。

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
３回まで無料

高
田

馬
場
駅

早稲田通り早稲田通り★ 西友

080-1331-3700

発表会詳細・チケットはこちら
3,980円→2,980円

「出前館」「foodpanda」のデリバリー可
テイクアウトOK!

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

＜ランチタイム＞
「ねぎチャーシューめし」
「ライス+水餃子（3ヶ）」
+100円でサービス！

旨辛醤油らーめん 880円

お酒を飲む方は
チャージ料あり

【第3回Ｔ.Ａ.バレエ発表会】主宰/講師 阿部友魅
会場：8月13日(金)練馬文化センター大ホール
第1部、第2部 グラン.パ.ド.ドゥ、ヴァリエーション他 / 
第３部『くるみ割り人形』第二幕 出演：篠宮佑一/
玉浦誠/渡部義紀/稲葉あい/齋藤花恋/保坂アントン慶、
Ｔ.Ａ.バレエ生徒たち ＜見学歓迎！＞詳しくはお問合せください。

ドラゴン重：3,828円（税込）

cambodiankrama

makixmaki_shop

@makixmaki_shop

ジモア読者特典

1杯サービス
オリオン生ビール OR ワイン

LINE公式アカウント
お友だち登録で
クーポンプレゼント！
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ご
支
援
は
こ
ち
ら⬆

♥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9月30日
※国や自治体の感染症対策の要請で、営業時間が変わる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。

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
だいこくや 高田馬場駅 徒歩30秒 MAP_S5

ジモア読者特典

BIG 
BOX

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
タクトレ 高田馬場駅 徒歩5分 / 西早稲田駅 徒歩8分 MAP_S6

https://taku-tore.com/

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〒〒

★

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_S4

http://waseda-golf.net

男性のVIO脱毛ブームが到来！
夏の爽やかボディを手に入れよう。
完全個室のコロナ対策でリニューアル！美容師
でもあるオーナーの施術がクチコミで評判！毛
深さが気になる、汗で蒸れる、スベスベ肌になり
たいなど、美しさから衛生面や実用性まで、動
機はいろいろ。アンダーヘア（VIO）や胸、お腹、
ワキ毛などを美しく処理して、爽快ボディへ！

新宿区高田馬場4-13-10カワイビル4F（美容室ANION内）

10:00～20:00 火曜、第2・第3火水、連休
050-3692-4154（完全予約制）

メンズ専門ワックス脱毛サロン Mickle
ミックル 高田馬場駅 徒歩4分 MAP_S7

http://micklehair.com
★
早稲田通り早稲田通り

オ
オ
ゼ
キ

オ
オ
ゼ
キ

〒〒

西
友
西
友

▶
高
田
馬
場
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ジモア読者特典
発達心理学の専門家が監修
随時園児を募集中！一時預かりもOK

新宿区西落合3丁目10-18-104　

9:00～18:00 土・日曜、祝日
03-3952-4192

入園料無料
（通常33,000円）

NPO法人フレンズスクエア フレンズプリスクール
都営大江戸線 落合南長崎駅（A1出口）徒歩3分 MAP_S3

https://www.fsq.jp/

ジモア限定 初回割引

ジモア読者特典

★
ロ
ー
ソ
ン

ロ
ー
ソ
ン

城北
信用金庫
城北
信用金庫

落合
南長崎駅
落合
南長崎駅

新青梅街道
新青梅街道

1歳6か月からのフレンズプリスクールでは、ネ
イティブの先生の英語と触れ合いながら、頑張
る力・好奇心・ポジティブマインドを育てます。プ
リスクールのほか、幼児～小学生の英語クラス
や、親子で楽しむ多彩なプログラムの子育て広
場などもあります。お気軽にお問合せください。

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

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
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珈
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店

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ

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、アジア雑貨からドライフルー
ツ、布マスクまで。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

ジモア限定 初回割引

Oライン 5,500円       ⇒ 2,200円
VIO脱毛 11,000円 ⇒ 8,800円
胸・腹 8,800円            ⇒ 6,600円
※デザイン脱毛可能 ※特典併用可 ※税込み

特価

【編集部からご寄付のお願い】

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・早稲田の経済は、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12年目となる「ジモア」は、広告掲
載料により運営しているため、新型コロナの影響により発行の継続が
困難になっています。サポートいただける法人・個人の皆さまからの運
営費のカンパを募集しています。どうぞよろしくお願いします。

ジモア応援団募集！

■ 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）

■ 5,000円以上のご支援（1口以上）
①3,000円分の商品券をプレゼント!
　※ハンドメイドショップ「makixmaki（マキマキ）西早稲田店」でご利用可能
②お名前掲載、ジモアのキャラクター「ジモンキーグッズ」をプレゼント
③希少なジモアバックナンバーを差し上げます。（※①②③ともにご希望の方）

ラーメン激戦区 高田馬場・早稲田。コロナ禍で苦境にある、
地元のラーメン店を「先麺券（前売りラーメン券）」で支援
するクラウドファンディングをCAMPFIREにて実施中！イ
ベントオリジナルＴシャツのリターンなどもご用意していま
す。支援金は、イベント運営費にも活用させていただきます。

【高田馬場・早稲田ラーメンラリー2021 開催概要】
■開催期間：2021年10月1日（金）～12月31日（金）
■会場　　：参加各店舗（「高田馬場駅」「早稲田駅」「西早稲田駅」周辺エリア）
■主催　　：高田馬場・早稲田ラーメンラリー実行委員会、ジモア編集部ほか
■協賛　　：東京地下鉄株式会社 ほか
■協力　　：高田馬場経済新聞、早稲田大学ラーメン部 ほか
■後援　　：新宿区観光振興協会（申請予定）

※

7
月
上
旬
公
開
予
定
、8
月
末
ま
で
実
施

問い合わせ・
資料請求はこちら➡

ジモア掲載店舗募集中！

0円から◎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

クラウドファンディング実施中！クラウドファンディング実施中！
10月開催！「高田馬場・早稲田 ラーメンラリー2021」「高田馬場・早稲田 ラーメンラリー2021」

ご
支
援
は
こ
ち
ら⬆
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人気YouTuber来院！
138万再生突破！
TV、書籍掲載多数

ネット予約・
お問合せは
こちら

紹介動画は
こちら

こころ整体院・整骨院MAP

MSAメディカル整体アカデミー

あなたの近くで、健康を支える
こころ整体院グループ

高田馬場駅前
に開校！

生徒募集中！

人気整体師が「最初に知りたかった」技術を学ぶ。
生体力学を応用した科学的アプローチの整体スクール。
オンライン講義×実技指導で、着実に学び成長する。
卒業後の就職・開業も支援！ まずは資料請求へ！

人気整体師の現場で使える技術を学ぶ

東西線「高田馬場」駅  7番出口 徒歩30秒   新宿区高田馬場2丁目14-2新陽ビル705

>
>

>

> > > > > >>>>>

無料体験会・
説明会
受付中

＜こころ整体院・こころ整骨院＞
江戸川橋院 / 中井院 / 早稲田通り院（高田馬場） / 大山院 / 中板橋院 / 北千住院 /
阿佐ヶ谷院 / 十条院 / さかえ通り院（高田馬場） / 表参道院 / 亀戸院 / 神保町院 /
北千住東口 / 門前仲町院 / 新宿三丁目院 / ひばりヶ丘院 / 札幌美しが丘院 / 
発寒院 / 大通院 / 札幌駅前院 / 横浜四季の森フォレオ院 / 福岡西新院 / 
赤坂大名院 / イオンスタイル笹丘店 / 薬院駅ビル院 / 麦野院 / 天神院

＜ベストハンド＞
三軒茶屋店 / 下北沢店

＜ストレッチ＆フィットネス＞
十条店

＜Dr.巻き爪＞
池袋店

＜コロカラダメディカル＞
恵比寿院 / 池袋院 / 渋谷院 / 新宿西口院 /
大森店 / 池袋メトロポリタン口院 /成城店 /
立川店 / 大宮院 / 横浜駅西口院 /
大宮駅東口店 / 町田店 / 西船橋店 /
難波店 / 上前津駅前店 / 天神店 /
成城院

出店予定：上野院 / 沼津院 / 札幌南8条西6丁目院

＜ご予約優先＞ 営業時間 9:00～12:00 / 15:00～20:00（土・日曜・祝日 18:00まで）　

さかえ通り院 03-6908-8933 
新宿区高田馬場3-5-7　
山手線「高田馬場」駅 徒歩3分

早稲田通り院 03-3209-7711 
新宿区高田馬場2-2-3　
東西線「高田馬場」駅 徒歩3分/副都心線「西早稲田」駅 徒歩4分

さかえ通り院・早稲田通り院
ジモア読者限定サービス
500円割引 ※ご予約時、来店時にジモアを

見たとお伝えください。※初回
のみ・要予約 ※保険診療除く

今
な
ら
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