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Photo ： 石森 亨　Photo ： 石森 亨　
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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2021年
開催期間 10月 12月末日1 ~日 金

（各店舗年内最終営業日）

ジモンキー賞
ロゴ入りてぬぐい

全店制覇!
コンプリート賞
ラーメンパスポート

PiaCuore食事券4,000円分

RAMEN
PASSPORT

RAME
N

PASS
PORT

SNS拡散賞
メトロオリジナルマグカップ ほか

ジモア賞
ロゴ入りTシャツ ほか

?
※画像はイメージです

■ジモア賞（店舗スタンプ10個+スタンプスポット４個）
ラーメン店ロゴ入りTシャツまたはラーメン1杯無料券を抽選で80名様にプレゼント！
※無料券の店舗は指定できません。

■ジモンキー賞（店舗スタンプ5個+スタンプスポット４個）
ラーメン店ロゴ入りてぬぐいを抽選で50名様にプレゼント！

■全店制覇!コンプリート賞（店舗スタンプ18個+スタンプスポット４個）
高田馬場・早稲田「ラーメン達人」に認定！（全員に認定証と副賞をご用意）さらに、抽選
で18店舗で使える「ラーメンパスポート」（2名様）やラーメン交流会ご招待（5名様）、創
作イタリアンPiaCuoreの4,000円相当食事券（5名様）などが当たります！  
副賞にはオリジナルTシャツ・てぬぐいも含まれます。※ラーメン交流会はHEY!たくちゃんのお店「鬼そば藤谷」にて開催予定

スタンプを集めて、ラーメンパスポートや豪華賞品を手に入れよう！
全店制覇で「ラーメン達人」に認定。

都内屈指のラーメン激戦区
高田馬場
早稲田 ラーメンラリー2021ラーメンラリー2021

同時開催

らーめん我羅奢 / 柳屋銀次郎 / 阿波徳島中華そば うだつ食堂 / 東京麺珍亭本舗 西早稲田店 / 麺達 うま家 / 麺屋宗 高田馬場本店 / つけ麺 えん家 / 鶏白湯麺 蔭山 / 
横浜家系ラーメン 圭壱家 / 俺の空 高田馬場店 / 近江熟成醤油ラーメン 十二分屋 早稲田店 / ふく流らーめん轍 東京高田馬場本店 /極上担 麺々 香家 高田馬場メトロピア店 / 
麺匠いし井 / 焼麺 劔 / WILD ラーメン / つけ麺屋 ひまわり / 恵比寿ブタメン 早稲田店     ※新型コロナウイルス感染状況やその他の事情により、お店の営業時間が変更になる場合があります。

参加店舗
詳しくは
次のページへ

スタンプラリー参加ラーメン店（18店舗）+4箇所のスタンプスポット
東京メトロ「高田馬場駅」「早稲田駅」「西早稲田駅」 / ハンドメイドショップmakixmaki西早稲田店

会場

ラーメンラリー参加店や東京メトロ各駅などで、公式ガイドブックを入手。参加店舗でスタンプを集めてご応募ください。参加方法

■協力：高田馬場経済新聞、早稲田大学ラーメン部、ラーメンアンバサダーの皆さま ほか　■後援：新宿観光振興協会

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 協賛

ラーメン
総選挙
2021

ラーメン総選挙 同時
開催

■人気投票部門　ラリー参加者のスタンプ数に応じた人気投票でベスト５を決定！
■SNS投稿部門　一般の方からのSNS投稿（Twitter/Facebook/Instagram）が多いお店ベスト３を決定！
■杯数部門　　　ラリー参加者のスタンプ数（杯数）が多いお店ベスト３を決定！

スタンプ１つにつき1票分、最大5店舗
までお好きな店舗に投票できます。

■SNS拡散賞　
イベントのSNSをフォローして投稿や拡散してください。東京メトロオリジナルマグカップ、
ジモンキーグッズのセット（ミニトートバッグ他）など、抽選で50名様にプレゼント！ ※スタンプラリーとは別途ご参加いただけます。
◎Tweet部門　ツイート回数と投稿内容でプレゼント！ お店やイベントへの応援コメントを、ハッシュタグ「#」を付けて  ツイートしてください。   #ラーメンラリー 　＃○○（店名）
◎Instagramベストフォト賞　投稿写真でプレゼント！ お店やラーメンの写真を、ハッシュタグ「#」を付けてポスト（投稿）してください。   #ラーメンラリー　＃○○（店名）

☆プレゼントスポット
ハンドメイドショップ makixmaki西早稲田店
makixmaki西早稲田店でスタンプを押してください。
※押印時にスタッフにお声がけください

プレゼントスポットで、先着300名様に
「マルコメ糀甘酒」や割引券、
ステッカーなどをプレゼント

スタンプラリー参加される方へのお願い 新型コロナウイルスの感染拡大予防に配慮してイベントをお楽しみください。

SNSで
イベント情報を
発信しています

Tw i t t e r :     @ w a s e b ab a _ r am e n　
Fa c e b o o k :  @ w a s e b ab a .r am e nr a l l y
In s t a g r a m : @ w a s e b ab a _ r am e nr a l l y

> > > > > > >

ラーメンラリー
アンバサダー 
鬼そば藤谷
 店主 藤谷拓廊
（HEY! たくちゃん）

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

www.jimore.net

★豪華プレゼントを
　当てよう！

ラーメン特集
ページ

公式ガイドブック

［お問合せ］

高田馬場・早稲田
ラーメンラリー実行委員会 
E-mail：event_ramen@jimore.net

ラーメンラリーと
フリーマガジンの運営を、
ご支援ください
新型コロナの影響もあり高田馬場・早稲田の街と共にある地域情報誌
「ジモア」は赤字発行が続いています。また、第10回を迎えた街を舞台と
したラーメンラリーも、今回の規模拡大に伴い赤字運営となっておりま
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。ご協力いただける方は、ご支援いただけますと幸いです。
 

ラーメンイベント&ジモア応援団募集！ 1口1,000円

ジモア掲載店舗募集中！
◎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  

こちらのQRコードから
ご支援ください

寄付者ご芳名（2021年夏号）

  1,000円　　加藤脩司様 
　　　　　　匿名希望様（2名）
 5,000円　　匿名希望様（2名）
20,000円　 澁谷 悟様

ありがとうございます。

■ 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）

ジモア
掲載店舗
募集中！

問い合わせ・資料請求はこちら↑◎お問い合わせ先：info@jimore.net

ご寄付のお願い

0円
から
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自家製の厚切チャーシューがドカン！
自慢の特製極厚肉×太麺×野菜たっぷり！

甘い豚バラ肉が山盛り！ ご飯がススム ！
メシとの相性ピッタリのおかず麺

特注の細麺に濃厚な魚介豚骨スープが
絡む特製の鴨チャーシューが絶品

つけ麺 えん家

絆

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/foodpanda)

豚・鶏・魚介・国産野菜をふんだんに使用。
「旨味・コク」を閉じ込めた濃厚で
ヘルシーなスープ

早稲田の新たな名店に。四川省の十数種類の香辛料を
使った台湾まぜそばも大人気！
東西線 早稲田駅 3番出口 徒歩7分 / 都電 早稲田駅 徒歩2分
Address _新宿区西早稲田1-9-8
Tel _03-6233-9143　Open _8：00～23：30　
Holiday _年末年始

味玉つけ麺 880円

東京麺珍亭本舗
西早稲田店

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/ foodpanda/

menu/出前館/Wolt)

創業24年の元祖油そば専門店。
まさにワセメシ文化の王道！
創業24年の元祖油そば専門店。
まさにワセメシ文化の王道！

大盛り無料！ ダブル盛り+100円のコスパ最強の油そば。
クセになる味で学生から社会人まで行列が絶えないお店。
東西線 早稲田駅 2番出口 徒歩4分
Address _新宿区西早稲田2-3-25
Tel _03-5292-9711　Open _11:00～23:00　
Holiday _年中無休

油そば 600円

らーめん我羅奢 ◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/出前館)

隠し味はピーナッツバター。濃厚鶏白湯スープを
ベースにした深いコクとクリーミーな味が人気 ！

手間暇を惜しまず丁寧に作った最後の
一滴まで飲み干したい白湯スープが絶品

大盛り無料！ランチタイムはプラス100円で、ねぎチャー
シュー飯、ライス+水餃子のサイドメニューサービス。
副都心線 西早稲田駅 1番出口 徒歩1分
Address _新宿区西早稲田2-21-6
Tel _03-3203-5946　Open _月～土 10:30～21:30 / 
日 10:30～16:00/ 祝 10:30～21:00　Holiday _不定休

濃厚味噌ラーメン 880円

鶏白湯麺 蔭山 ◆テイクアウト

自由が丘 蔭山樓系列のラーメン専門店。
鶏の旨みと甘みが究極に凝縮した
鶏白湯スープ

自由が丘 蔭山樓系列のラーメン専門店。
鶏の旨みと甘みが究極に凝縮した
鶏白湯スープ

フレンチスタイル創作中華の蔭山樓の系列店。
濃厚でコクのあるピリッと痺れる担々麺も人気メニュー。
東西線 高田馬場駅 7番出口・副都心線 西早稲田駅 1番出口 徒歩3分
Address _新宿区高田馬場1-4-18
Tel _03-6457-3160　Open _月～土 11：00～22：30 / 
日・祝 11：00～22：00　Holiday _不定休

名物鶏白湯塩そば 880円

麺達 うま家
20時間かけてじっくりと煮込んだ
濃厚豚骨スープと中太麺のバランスが絶妙！
20時間かけてじっくりと煮込んだ
濃厚豚骨スープと中太麺のバランスが絶妙！

高田馬場の家系ラーメンならここ！濃厚ながらマイルドな
スープと中太麺のバランスが秀逸。
JR・西武新宿線・東西線 高田馬場駅 徒歩1分
Address _新宿区高田馬場3-1-2 1F
Tel _03-5389-4333　Open _11：00～翌2：00
Holiday _年中無休

味玉らーめん 830円

柳屋銀次郎

芸能人やミュージシャンもお忍びで来店。
お洒落な和の空間と上品な味わいで、女性客にも人気。
東西線 早稲田駅 2番出口 徒歩4分
Address _新宿区西早稲田2-4-25
Tel _03-6265-9967
Open _11:00～24:00 ※スープなくなり次第終了　Holiday _水曜

塩そば 830円

横浜家系ラーメン
圭壱家

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/ foodpanda/

menu/出前館/Wolt)

家系の王道！濃厚でクリーミーな
豚骨醤油スープがクセになる味わい

ライスおかわり自由！ コクとまろやかさが両立したスープが絶品。
座敷席でくつろぐこともできる人気急上昇の早稲田の新店。
東西線 早稲田駅 3番出口 徒歩9分 /都電 早稲田駅 徒歩2分 
Address _新宿区西早稲田1-9-17 藤和シティコープ早稲田1F
Tel _03-6265-9736　Open _11：00～23：00　
Holiday _無休

豚骨醤油ラーメン 750円

麺屋宗
高田馬場本店

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/menu/Wolt)

塩ラーメン部門 日本一受賞！
全国のラーメンイベントでも行列が絶えない

名古屋コーチンの丸鶏と鶏ガラ、モミジなどからじっくり鶏の旨みを抽出し
た黄金に輝くスープ。全国からラーメン好きがわざわざ来店する人気店。
副都心線 西早稲田駅 1番出口 徒歩2分 / 
東西線 高田馬場駅 7番出口 徒歩5分
Address _新宿区高田馬場1-4-21　Tel _03-5876-7640　
Open _11:00～22:00　Holiday _年中無休

味玉金色塩らぁめん 890円

阿波徳島中華そば
うだつ食堂

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/ foodpanda/

menu/出前館/Wolt)

ライスおかわり自由！豚骨のマイルドさと醤油のコクがほどよく
ブレンドされたスープ。セットメニューやサイドメニューも充実！
都電 早稲田駅 徒歩3分 / 東西線 早稲田駅 3番出口 徒歩6分
Address _新宿区西早稲田1-11-1
Tel _03-5292-9711　Open _月～土 11:00～翌3:00 / 
日・祝 11:00～22:00　Holiday _年中無休

肉玉中華そば 1,000円

WILD ラーメン ◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats)

インパクト抜群！豚骨醤油・味噌・辛味噌・ワイルドあぶらーめん・
ワイルド二郎の5種類。お肉の量や、麺の量も自由にカスタムOK！ 
!副都心線 西早稲田駅 1番出口 徒歩4分
Address _新宿区西早稲田2-18-25 横川ビル1F
Tel _03-6265-9591　Open _11：30～24：00　
Holiday _日 ※祝日は休業の場合あり

ワイルドラーメン 880円 

極上担々麺 香家
高田馬場メトロピア店 
削りたての花椒のビリビリくる痺れ。
汁なし・汁あり4種類の極上担々麺が絶品！
削りたての花椒のビリビリくる痺れ。
汁なし・汁あり4種類の極上担々麺が絶品！

担々麺の名店 香家の味を高田馬場駅構内でお気軽に！上質で濃厚な
胡麻・完全オリジナル麺・刺激的なスパイスの一体感をご堪能あれ。
東西線 高田馬場駅 JR側改札直結
Address _新宿区高田馬場1-35-2 高田馬場メトロピアB1F  
Tel _03-6273-8601　Open _月～金 11：00～22：00 / 
土・日・祝 11：00～21：00　Holiday _無休（施設休業日を除く）  

麻辣・汁なし担々麺 980円

俺の空
高田馬場店
特注の細麺に濃厚な魚介豚骨スープが
絡む特製の鴨チャーシューが絶品

「高田馬場駅」戸山口すぐ。極旨の魚介豚骨の
Wスープを求める人々で、行列が絶えない人気店！
JR・西武新宿線 高田馬場駅 戸山口 徒歩1分
Address _新宿区高田馬場4-2-31
Tel _03-3366-0631　Open _11：00～22：30　
Holiday _年末年始

俺の本節らあめん 1,130円

つけ麺屋 ひまわり ◆テイクアウト

豚骨、鶏がらと魚介系を用いたWスープ。
真心込めてあなたの為に一杯入愛

ソウダカツオ、ウルメ、鯖節、昆布、煮干しを贅沢に使い、丹精込めて
作り上げた特製スープ。モチモチ麺と魚粉に絡みつく極上の味わい。
JR・西武新宿線・東西線 高田馬場駅 徒歩3分
Address _新宿区高田馬場3-4-16 MKビル1F
Tel _03-3371-8666　Open _月～金11：30～15：00 / 
17：30～23：00 / 土 11：00～15：00　Holiday _日 

特製つけ麺 1,100円

麺匠いし井 
焼きあごをふんだんに使ってじっくり煮込んだ
上品で繊細な究極の端麗スープ

2020年ジモアラーメン総選挙1位。高級だしの焼きあごを贅沢に
使った風味豊かなスープは絶品！ 上品な味わいで女性客にも大人気。
JR・西武新宿線・東西線 高田馬場駅 徒歩4分
Address _新宿区下落合1-3-19 第3丸条ビル1F
Tel _03-5989-1141　Open _月～土・祝 11：00～15：00 / 
17：00～22：00　Holiday _日

焼きあご醤油ラーメン 830円

近江熟成醤油ラーメン
十二分屋 早稲田店
近江の名店が東京初進出。
芳醇に優しく香る特製醤油スープが絶品 ！
近江の名店が東京初進出。
芳醇に優しく香る特製醤油スープが絶品 ！

滋賀県で6店舗展開する人気店。選りすぐりの近江醤油を
使った香り豊かなスープで東京でも一躍人気店に！
副都心線 西早稲田駅 徒歩5分
Address _新宿区西早稲田2-10-15 松村ビル1F
Tel _03-6273-9112　Open _11：00～21：00　
Holiday _火

十二分屋そば 680円

恵比寿ブタメン
早稲田店

◆テイクアウト  ◆デリバリー
(Uber Eats/foodpanda/出前館)

香味野菜と豚骨・豚肉の旨味を凝縮。
癖になる味で話題のまぜそば専門店
香味野菜と豚骨・豚肉の旨味を凝縮。
癖になる味で話題のまぜそば専門店

本店オープンからの継ぎ足しスープに特製タレ(カエシ)と九十九里
イワシの割り下を加えた、魚介風味漂う癖になる味で大人気！
東西線 早稲田駅 1番出口 徒歩2分
Address _新宿区早稲田町9-1 1F
Tel _070-1007-6951　Open _11：30～21：30　
Holiday _無休 

味玉ブタメン 850円

焼麺 劔
豚骨ベジタブルポタージュスープと
焼麺のパリもち食感が新感覚！

8月にリニューアルオープン！ 茹でた麺を鉄板で焼き、豚骨＆
ジャガイモのベジポタスープに入れる、こってり＆マイルドな一杯。
東西線 高田馬場駅 6番出口 徒歩4分
Address _新宿区高田馬場2-6-10 関ビル1F
Tel _03-3200-5911　Open _月～土 11：30～22：00　
Holiday _日

目玉焼麺 840円

ふく流らーめん轍
東京高田馬場本店 
ミシュランビブグルマン2018・食べログ百名店
３年連続選出の大阪の名店が東京初進出
ミシュランビブグルマン2018・食べログ百名店
３年連続選出の大阪の名店が東京初進出

新鮮な国産鶏の旨味、コク、香りを抽出。特徴であるエスプーマは徳島
県産の木頭柚子と特製の昆布出汁を使用した濃厚な白湯スープ。
東西線 高田馬場駅 6番出口 徒歩1分
Address _新宿区高田馬場2-14-3
Tel _03-6457-3345　Open _11：00～15：00 / 
17：00～23：00　Holiday _無休

特製ふく流らーめん 1,280円

CBA

FED

IHG

LKJ

ONM

RQP

甘い豚バラ肉が山盛り！ ご飯がススム ！
メシとの相性ピッタリのおかず麺

自家製の厚切チャーシューがドカン！
自慢の特製極厚肉×太麺×野菜たっぷり！

高田馬場・早稲田ラーメンラリー2021 参加店舗 T A K A D A N O B A B A  W A S E D A  R A M E N  R A L L Y  2 0 2 1



05 06

い汗をかくから、ジムなんて行かなくていいの。

たくちゃん：コロナ禍で、開運は注目されてるし。金運が爆上がり

したんだっけ？

ブリトニー：そう、トイレ掃除を始めてすぐに臨時収入が入ってビ

ックリ！ NFT（Non-Fungible Token）市場に出品した私の色紙が

48万円で落札されたの。他にもいろいろ収入が増えてきて……

あれっ、言ってること怪しいかな？まるで、高額な変な水でも売っ

てる人みたいに聞こえる？

たくちゃん：あはは！浜田さんは自分を客観視できてるから大丈

夫（笑）。他にもあります？

ブリトニー：いま広告させてもらっている鹿プラセンタのサプリ

メントで体調維持をしてますね。国内初の国産オーガニックの

鹿プラセンタで、アンチエイジングや自律神経、女性ホルモン

を整えるのにもいいの。ダイエットするとやつれたりするから、

それをプラセンタで補ってます。

たくちゃん：開運と言えばマヤ歴にもはまってるよね？

ブリトニー：マヤ歴は1年が13日×20週の260日で、13日ごとに

目標設定すると運気が良くなるんです。あれっ、なんか、また怪し

い人に思われそう（笑）。

 

たくちゃん：犬の整体・健康サロンもやってますよね？

ブリトニー：『ペットフレンドリーサロンconi+』っていうサロンで

す。「高位電位手技」という施術を犬専門に行うのは業界初で、

血行を促進して自律神経を整える効果があります。舌をペロペ

ロする癖が止まらなくて、動物病院でも原因が判らなかったワン

ちゃんが、施術でピタッと治ったこともあります。

たくちゃん：前からペットサロンを開く予定だったの？

ブリトニー：いや、知り合いの方が開

業するということで、オープン日にお

祝いの花を持って行ったんです。そし

たら、初日から共同経営者の人が病

気で働けなくなり、オーナーひとりで

困っている状況で。それで「私、トリマ

ーと愛玩動物飼養管理士の資格を

持ってます」って言ったら、そのまま

一緒に経営することになったんです。

今年は９月１日がマヤ歴の正月で、資格証を取り寄せた日付が

偶然にもその日で、これは運命かもって（笑）。

たくちゃん：漫画家になる前は、トリマーの学校通ってたもんね。

ブリトニー：オーナーはすごい人で、風水師のドクターコパさん

に技術を認められて専属整体師やっていた方なんです。私は、

爪切りや耳そうじ等のグルーミングと一時預かりの対応を担当

してます。

たくちゃん：20年前の資格が今頃活きてくるってすごいよね。

色々やっていても、軸は漫画家だし。西新宿の浜田さんのお店に

行くと、壁一面に漫画家の色紙が貼ってあって、先生方との交流

やキャリアを感じるよ。

ブリトニー：『オカオカハウス』は、カレーが看板メニューの多目

的イベントスペース＆バーです。コンセプトは“人と人を繋ぐ西

新宿のパワースポット”だけど、実際、いろんな人が繋がって仕

事になっているから、パワースポットは言い過ぎじゃないよ（笑）。

たくちゃん：そう言ってたら、だんだんそうなっていくから不思議

だよね。しかも漫画家さんのマネージメントもしてますよね？

ブリトニー：似顔絵イベントや講演、講師の仕事を受けたり、原

画販売の企画をしたりいろいろやってます。

たくちゃん：2013年秋号のゲストに来てもらって、2回目ですね。

忙しそうだけど、いま仕事はいくつやってるんですか？

ブリトニー：8個です。えっと、漫画家＆講師、タレント、SNS、音楽

ユニット「フィッシュ」、飲食のオカオカハウス、サプリメント、ペッ

トサロン、漫画家さんのマネジメント。これでも事業を整理して絞

ったんですよ。

たくちゃん：オレは8個も無理だわ……。前回は独身でしたけど、

今は2児の母ですもんね。39歳と41歳で出産、しかも上が娘で、

下が息子ですよね。

ブリトニー：産み分けね！ 気合いだよ、気合い！（笑）

たくちゃん：あはは！浜田さんが言うと気合いで何とかなりそう（笑）。

ブリトニー：2017年に子宮頸部高度異形成が見つかって、お医

者さんに「今後も何があるか分からないから、もし子供が欲しい

なら早めに妊活した方がいいですよ」って言われて、突然子供が

欲しくなっちゃったんだよね。

たくちゃん：「子供は要らない。私は人間にはならない！」って公

言してたのに、ものすごいスピードと強引さで妊娠・出産を実

現しましたよね。

ブリトニー：ほんと、人生が180度変わった！ 無料の妊活アプリで、

当時付き合っていた彼とタイミング法を試してみたら、一発で妊

娠したの。で、子供もできたし結婚しようとした矢先に色々あって

別れちゃって……、結局「私はシングルマザーの代表として生き

るぞ！」って決意して産みました。

たくちゃん：その彼と復縁して、結婚したんだよね。

ブリトニー：彼とは一緒に仕事をしていたから、いざ娘が生まれ

たら育児も協力してくれて結婚することに。しばらくして「よしっ、2

人目産むぞ」って気持ちになって、息子も産まれました（笑）。

たくちゃん：ほんと、決めたらどんどん進んでいく姿勢を見習い

たいです。

たくちゃん：産後ダイエットがYahoo!ニュースになってたよね。

ブリトニー：1人目の産後太りを解消しないまま2人目の妊娠で

さらに太って、20kgも増えちゃって。それで100日で10kg目標

の産後ダイエットをして、8kg減らしました。でも、目標は未達成

だから、50日延長して最終目標15kgに再設定したから、あと

7kg減量しなきゃ。

たくちゃん：以前は酵素ダイエットで成功したけど、今は違う方法

なんでしたっけ？

ブリトニー：「開運お掃除ダイエット」ね。床磨きとか玄関とか家

中のお掃除を毎日午前中に2時間。特に、開運パワー

が強いトイレ掃除に一番

力を入れて。いつもピカピ

カに磨いて、蓋は必ず閉め、

トイレの神様（烏枢沙摩明

王）のお札と水晶を祀って

います。拭き掃除は、全身運

動でトレーニングと同じくら

 

たくちゃん：なんか、僕も人生の節目でいつも浜田さん

に相談してるよね。ラーメンイベントで不正投票事件

を起こした時もすぐ浜田さんに相談して。そしたら「事

件が起きるくらい美味しさ同士がぶつかったんだよ。

ぶつかり過ぎて燃えたね！」って言われて。そっか、飲

食店の炎上って、美味しさがぶつかり過ぎて起こるん

だ、って思えた（笑）。

ブリトニー：結果、有名になったからよかったかも（笑）。たくちゃん、

迫力がついたし。

たくちゃん：一回捕まった人には、迫力がつくから？

ブリトニー：捕まってないでしょ（笑）。謝罪コメントをすぐに出した

のも良かった。問題を起こして謝るのは1秒でも早い方がいいし、

謝ることはお金になるからね（笑）。

たくちゃん：ほら、名言出た！ この浜田

語録はいつか本にしたいわ。浜田さん

はいつも「自分にお金をかけた方がい

い。自分の資格とか手につけた技術は

永遠に残るから間違いないよ！」って、

フィクサーみたいな顔して言うよね。

ブリトニー：そんな顔して言ってた？ モ

ノにお金かけたって、無くなるもんだか

らね（笑）。

たくちゃん：今後やってみたい事や予定はありますか？

ブリトニー：占いや開運系の本を出したいな。どうやったら運が迷

い込んでくるのか、漫画で論理的に解説する本。それと海外進出！ 

漫画講師の仕事で海外向けにオンライン授業をしています。あと、

犬の健康サロンも世界に拡げたいです。

たくちゃん：最後に読者の方へメッセージをお願いします。

ブリトニー：社会経験をたくさん積んだ人は、周りの人を良くするこ

とをした方がいいと思います。徳を積むと巡り巡って自分も良くな

ってゆくものだから。それと若い人は自分に投資した方がいいと思

います。思い立ったら2秒で決断、 直感を信じて！

たくちゃん：僕みたいに40歳突入した人だって、過去の資格や経験、

人間関係が思わぬところで活かされるから、常に自分を磨くことっ

て大切ですね。ありがとうございました。

浜田 ブリトニー
自称20歳（永遠）／千葉県出身。
2006年漫画家デビュー。元ホームレ
スギャル漫画家として一躍脚光を浴
びるも芸能界から一時退き、2012年
株式会社PIECE EIGHT設立。その後、
多目的パーティースペース『オカオカ
ハウス』OPEN。健康食品の広告や企
画、犬専門の健康サロン経営、国内外
での漫画講師、漫画家のマネジメン
トなど、マルチに活躍。ネットコミック
『マナルル』『それいけ！ゆたかクン』
を連載中。

開運お掃除で金運爆上げ。鹿プラセンタでダイエット

昔取った杵柄！犬の資格でビジネスができるなんて

浜田節炸裂！飛び出す名言に励まされるたくちゃんものまね芸人HEY!たくちゃんが、高田馬場で対談! 今回は、2013年以
来２回目のゲストとして、漫画家・タレント・実業家など、マルチに活躍す
る浜田ブリトニーさんが登場。2児の子育てをしながら、次々と新たなビ
ジネスも手がけ、ますますパワーアップしている彼女の魅力にたくちゃん
が迫ります。

第四十五場ババくる！？
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：studio arty

高田馬場駅から徒歩2分、さかえ通りの新しい貸スタジオ「ス
タジオarty」にて。広さとデザインが異なる３つのスタジオは、
ダンスレッスンや稽古で人気。モダンな雰囲気のBスタジオで、
たくちゃんと浜田ブリトニーさんの対談がスタート!　

イメージ通り明るい笑顔を絶やさない浜田ブリトニーさん。
若 し々さの中にもクリエイター・実業家として成熟した人の威
厳を感じました。今回は浜田さんから犬のアゴまねをリクエス
トされる場面もあり、弾むトークと笑いのあふれる楽しい現場
でした。「2秒で決断」の信条をもって未来へ颯爽と駆ける浜田
ブリトニーさんの活躍に注目です。

 

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

Information

PIECE EIGHT 公式ホームページ
https://www.piece-eight.co.jp

多目的パーティースペース&バー
「オカオカハウス」
https://okaokahouse.com

公式SNS
Facebook：@bri47ha
instagram：@bri47ha
Twitter：@bri47ha

YouTube：hamadabritney

▶P14へ

☆浜田ブリトニーさん
「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～

鹿プラセンタサプリ andplus（アンドプラス）

https://deerplacenta.official.ec/1箱 1.5g×10包入り ¥5,400 (税込)

広島県付近の山で捕獲された天然鹿の胎盤を原料としたオーガニックプラ
センタサプリ。プラセンタの他に、75種類の植物を発酵させた酵素、葉酸な
どを配合。瀬戸内レモン味で仕上げ、水なしでもおいしく飲める顆粒タイプ。
若い方から年齢を重ねた方まで、健康やアンチエイジングに効果的です。

～愛犬のリラックスを
   とことん追求したセラピーサロン～ペットフレンドリーサロン coni＋

業界初、「高位電位手技」を取り入れた施術の犬専門店。愛犬の血流を促進し、
自律神経を整えてリラックス状態に導きます。

公式ブログ
https://ameblo.jp/hamada-britney
https://lineblog.me/britney

＜サービスメニュー例＞
電位セラピー（30分）
￥5，000　
一時預かり、ペットと
暮らせる不動産物件の
紹介もあります。

東急東横線・日比谷線 中目黒駅から徒歩7分
東京都目黒区上目黒3-21-29プレステージ中目黒203
営業時間：11：00～18：00（完全予約制） 月曜休
店舗HP　https://itsumo.dog/9161/

ご予約は
InstagramのDM、
メールから
@pfs_coni
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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2021年12月31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。

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

   高田馬場エリア

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

外
苑
東
通
り

Waseda   早稲田エリア

戸山1

新目白通り

早
稲
田
通
り

至 高田馬場

早大通り

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

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

至 学習院下

至 早稲田

至 池袋

マツダ

soleil（F1）

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

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

JR
山
手
線

西
武
新
宿
線

Premiere（B1)
角家（F2）

T.A.バレエ（B2）

Mickle（S5）

合宿免許の
マイライセンス（S1）

日本美容専門学校

高田馬場
新田歯科医院（S4）

アトムキャリア

CHIKUHO

卓トレ（S7）

のんびり
スタイル（S6）

大黒屋（S9）

波風タテヲ（F4）

Pia Cuore（F3）

studio arty（S1）

大久保3

soleil（F1）

新目白通り

Takadanobaba
我羅奢A

WILD
ラーメン

P

十二分屋K

圭壱家I

えん家G

柳屋銀次郎B

東京麺珍亭本舗
西早稲田店

D

うだつ食堂C

★プレゼントスポット

グラン
ド坂

maki x maki（S10）

波風タテヲ（F4）

早稲田ゴルフスクール（S8）

宝泉寺

卓トレ（S7）

恵比寿ブタメンR

ラーメンラリー参加店
A R̃ 18店舗

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

～あなたにぴったりの
　仕事を紹介します～

正社員の転職エージェント
ご利用は完全無料

株式会社アトムキャリア

TEL : 03-4567-6240
https://www.atom-cr.com/

～あなたにぴったりの
　仕事を紹介します～

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

目白三丁目

目白駅前
クリニック（S3)

麺匠いし井N

つけ麺屋 
ひまわり

Q

俺の空J

麺達
うま家

E

香家
（地下一階）
M

ふく流らーめん轍L

焼麺 劔O

蔭山H

蔭山H

麺屋宗F

我羅奢A

麺屋宗F



♥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12月31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

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

★

♥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12月31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
海のミネラルパック

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

★

豊富な海藻成分が潤いを与えます。
カサつく季節のエイジングケア

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。8月13日には、練馬文化
センター大ホールにての発表会を開催し、
次回の発表会に向けて感染対策をしなが
ら、通常通りのレッスンがスタートしていま
す。高田馬場校、北新宿校で新規生徒募
集! バレエ芸術に触れてみませんか？

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

動画レッスン公開中！2,200円

cambodiankrama

makixmaki_shop

@makixmaki_shop

LINE公式アカウント
お友だち登録で
クーポンプレゼント！

【Instagram公式アカウント】

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。
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、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OK！大迫力のカ
クテルショーも開催。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。

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_F3

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

日曜

03-3208-7561
12:00～23:30

新宿区高田馬場2-14-7 新東ビル3F
★

パ
チ
ン
コ

パ
チ
ン
コ

TSUTAYATSUTAYA

早稲田通り◀高田馬場駅◀高田馬場駅

高田馬場で、リーズナブルに
炭焼きうなぎとおでんを食べるなら角家！
備長炭焼きの鰻が絶品！口コミで人気の大
人の隠れ家。秋のオススメは気軽で豪華な
「鰻ののり弁」。破格の創作うなぎ料理は「う
なぎ串」が大人気。鰹出汁のおでんは、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_F2

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

高
田

馬
場
駅

早稲田通り早稲田通り
★西友

ジモア読者特典

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

テイクアウト&デリバリーOK
うな重、うな丼、う巻サンドの

鰻ののり弁：1,408円（税込）鰻ののり弁：1,408円（税込）

史上初のハイブリッド開催

11/6日（土）、7日（日）

※安全を最優先に考え、感染状況に応じて変更する場合がございます。

【公式Facebook】http://www.facebook.com/Wasedasai
【公式Twitter】@wasedasai   【公式Instagram】@wasedasai
【公式YouTubeチャンネル】http://www.youtube.com/user/WasedasaiOfficial/about

【開催形式】オフライン開催（事前予約制）とオンライン配信を併用したハイブリッド形式  
【開催場所・プラットフォーム】早稲田大学 早稲田キャンパス、戸山キャンパス、
　　　　　　　　　　早稲田祭2021公式サイト  
【主催】早稲田祭2021運営スタッフ　【公式サイト】http://www.wasedasai.net/
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「合宿免許」は、早い・安い・
楽しいがワンセットでお得！
早期予約で最大7,000割引！

合宿免許のマイライセンス
高田馬場駅 徒歩6分 MAP_S1

ジモア読者特典

特典1

特典2

合宿免許
5,000円  割引！

  ※普通車一種予約以外は3,000円割引

ジモア早割
2,000円  割引！
11月30日まで合宿免許ご成約の方

※予約申込み時「シモア見た」とお伝えください
※クーポン併用可：最大7,000円割引

就職前の時期は「どの教習所も満員で…」
と、半泣きのお電話が殺到します。オスス
メは、3、4か月前に予約することです。入
校21日前までキャンセル無料なので、事
前に申込みしても安心。しかも、「マイライ
センスの合宿免許」は、遠方でも交通費
補助でサポート！さらに、最低料金保証、
分割ローン申請もできます。善は急げ！合
宿免許マイライセンスへ急げ！ジモア読者
は最大7,000円割引あり！

0120-079-007
年末年始9：00～19：00

新宿区高田馬場4-18-15 第2中村ビル201 

https://www.mylicense.co.jp/
★
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
駅

♥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12月31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_S9

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_S7

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_S8

http://waseda-golf.net

男性のVIO脱毛ブームが到来！
自慢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_S5

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
駅

ジモア読者特典ジモア読者特典

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_S4

◎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

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_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

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 使い方はあなたの自由自在！
神田川を望むレンタルスペース。
神田川の眺めがいい、のんびり過ごせる貸
し部屋です。パーティ・飲食(持込)・勉強
会・フィットネスバイク・ネット・大型TVで
の映画&スポーツ鑑賞・将棋囲碁麻雀な
どお楽しみいただけます。お気軽にお問合
せください！

新宿区高田馬場2-6-10高田馬場アドレス503号室

0：00～24：00（24時間） 年中無休
050-5800-0579

レンタルスペース のんびりスタイル 高田馬場
高田馬場駅 徒歩5分 / 西早稲田駅 徒歩7分 MAP_S6

https://nonbiri.style/
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ジモア読者特典

明治通り明治通り

 高田馬場駅

ファミマファミマ

TSUTAYATSUTAYA

神田川神田川 ★

LINE公式
アカウント

丸投げ問合せ＆ブロック可能なLINEで、お気軽に連絡を!

4月からキッズダンスレッスン開講！
親子でもダンスを楽しめます。
スタジオレンタルは1時間からご利用OK

年中無休
studioarty1216@gmail.com
24時間
スタジオ：studio_arty_official　
スクール：parent_support_arty

新宿区高田馬場3-5-3第90東京ビル2階

https://select-type.com/p/studio_arty/
（24時間予約可能）

ジモア読者特典

体験レッスン無料
  

studio arty
スタジオ アーティ 高田馬場駅 徒歩2分 MAP_S2

※体験は手ぶらでOK！
お気軽にお問い合わせください

高田馬場駅すぐ。さかえ通りに33㎡～
116㎡の３つのレンタルダンススタジオが
OPEN！児童～中学生向けのダンス、チア
ダンス、バレエのほか、親子レッスンを開
講。スケジュールはInstagramで告知しま
す。スタジオレンタルは24時間受付、1時
間からご利用可能。この秋、ダンスを始め
ませんか？【レッスン講師募集中！】

BIG 
BOX

早稲田
通り
早稲田
通り

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_10

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
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★ ジモアサイト内の応募フォームからもご応募いただけます。

〈応募方法〉 ハガキに①～④の事項を明記の上、右記の宛先までご応募ください。
　　　　　 （ハガキ１枚につき、希望賞品は１つまで）※締切 2021年１２月15日(水)消印有効
① 希望賞品番号とプレゼント名
② 住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号・メールアドレス
③ 本誌掲載のご利用いただいた店舗名と感想
④ 本誌へのご意見・ご感想／好きな記事やコーナー

〈宛先〉
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-28 青木ビル302
　　　　　　ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式会社　ジモア編集部プレゼント係

※お一人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ1枚につき1口のご応募とさせていただきます。
※プレゼント当選者の発表は厳正なる抽選の上、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただいた個人情報（氏名・住所・電話番号など）は、賞品の発送および弊社のジモアクラブ会員
　としてメルマガ配信等に利用させていただきます。皆様からお預かりした個人情報は編集部が責任を
　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
浜田ブリトニ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39名様に当たる！！

浜田ブリトニーさん
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

2

ハンドメイドショップ マキマキ（P12） 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 1名

4

jimore1

1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（P12） www.makixmaki.com

空葉堂(くうようどう)書店

03-3208-7561ピアクオーレ（P9）

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

先陣を切るか、それとも逆転を狙うか!?
気軽に遊べて熱中できる日本発ボードゲーム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
※引換券の発送となります
※makixmaki西早稲田店にて受取

ジモア編集部 info@jimore.net
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MY

マイホン

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

『逃げた女』 THE WOMAN WHO RAN
お題の
映画

新宿区高田馬場1-5-16
03-3200-8968

2020年第70回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したホン・サンス監督の最新作をはじめ、
「コリアン・シネマ・セレクション 移ろいゆく幸福な時間」として3本の韓国映画の名作をラインナップ！ いずれの作品も見逃せません。

　5年間の結婚生活で一度も離れたことのなかった夫の出張
中に、ガミはソウル郊外の女友だちを訪ねる。バツイチで面倒
見のいい先輩ヨンスン、気楽な独身生活を謳歌する先輩スヨ
ン、そして偶然再会した旧友ウジン。ガミは彼女たちの生活を
間近で垣間見つつ、自身の夫との生活についてはいつも同じこ
とを語るばかり。「彼は言うの、愛する人とはいつも一緒にいる
べきだって」
　韓国映画界でもその洗練された独特のスタイルと映画哲学
で、孤高の名匠といえるホン・サンス監督の24作目にして日本
公開最新作。旧友との穏やかで親密な会話のふとした瞬間に
あふれ出す感情のさざ波が、幸せそうに見える彼女の心の内
にある違和感を紡いでラストシーンまで押し流していきます。

ホン・サンス監督の手腕が光るシンプルを極めた美しい映画で
す。併映は長年ホン・サンス監督のプロデューサーを務めたキ
ム・チョヒ監督の初監督作『チャンシルさんには福が多いね』。
長年支えてきた監督の急逝をきっかけに人生のすべてを映画
に捧げてきた女性プロデューサーのチャンシルが自身の生き
方を振り返るアラフォー女子の愛しくなるようなコメディ・ドラ
マ。また酒場に集まる男女4人を白昼夢のような淡く優しいタッ
チで綴るチャン・リュル監督作『春の夢』をレイトショーで上映し
ます。韓国映画と言えばリアリティ溢れる描写のイメージが強
いですが、今回はそのアナザーサイドとも言えるやさしく繊細
な描写の作品たちを「コリアン・シネマ・セレクション　移ろい
ゆく幸福な時間」としてお届けします。ぜひご覧ください。

Vol.46

早稲田松竹× ジモア

10月23日（土）～10月29日（金）
『逃げた女』+『チャンシルさんには福が多いね』2本立て上映+特別レイトショー『春の夢』

チャンシルさんには福が多いね LUCKY CHAN-SIL（2019年／韓国／96分）
監督・脚本 キム・チョヒ　出演 カン・マルグム／ユン・ヨジョン／キム・ヨンミン ほか

春の夢 A QUIET DREAM（2016年／韓国／101分）
監督・脚本 チャン・リュル　出演 ハン・イェリ／ヤン・イクチュン／ユン・ジョンビン／パク・ジョンボム ほか

© 2019 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved

逃げた女 THE WOMAN WHO RAN（2020年／韓国／77分）
監督・脚本 ホン・サンス　出演 キム・ミニ／ソ・ヨンファ／ソン・ソンミ／キム・セビョク／クォン・ヘヒョ
2020年第70回ベルリン国際映画祭銀熊（監督）賞

bookshop@kuyodo.co.jp

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

www.jimore.net

※引換券の発送となります

　約600人もの学生を束ねる早稲田祭2021運営スタッフ代表の小野寺さん。ファンタ
ジー小説が好きで中学3年の時に本著を手に取った。当時は素直にファンタジーとして
楽しみ、それが大学で西洋史を選択するきっかけの一つにもなったそう。その後、昨年
のコロナ禍でふと疫病がテーマになっている事を思い出し、再び読み返したという。
　医療小説でもある本著では、突然謎の病が市井で大流行し、主人公の戦士と医術者
が国家の争いや疫病に立ち向かっていく。その様はまさに現在のコロナウイルスの状
況とも重なり合い、人間が一朝一夕にはコントロールや解決できない中で、医療従事
者の方たちが先行きが見えないものに立ち向かう強さに畏敬の念を感じたという。
　本著のタイトルにもなっている鹿の王。小野寺さんはそのリーダー像に、自分の
理想を重ねた。作中で主人公の戦士は、飛鹿の群れは危機
に陥ったとき、己の命を張って群れを逃がす鹿が現れ、それ
を「鹿の王」と呼ぶと話す。群れを支配する者、という意味で
はなく、本当の意味で群れの存続を支える尊むべき者”。力
ずくでなるのではなく、存続を願い守る理想のリーダー像が
そこにはあった。小野寺さんは「上意下達ではなく、現場が
こうしたい、ということをすくい上げて共にサポートする組
織づくりを目指し代表になりました」と話す。学生・地域・企
業の人々と共に作り上げたい、という想いで『それでも、共
に。』をテーマに掲げた「早稲田祭2021」。今年はより人と人
の繋がりを大切したイベントになりそうだ。

『鹿の王 1』
著者: 上橋 菜穂子　ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川文庫 刊

早稲田祭2021運営スタッフ代表

小野寺 佑月さん
早稲田大学教育学部３年。早稲田祭は早稲田3
大行事の1つで、例年約20万人もの来場者を誇
る。史上初のハイブリッド形式で開催される「早
稲田祭2021」は約300の企画数で、2021年
11月6日(土)、7日(日)の10:00～17:00に開催。

☆ 早稲田祭の詳細はP9
公式サイト http://www.wasedasai.net/
　 

Text：ジモア編集部

故郷を守るために闘う戦士
や謎の病に迫る医術者が、多
くの危機に立ち向かうファン
タジー小説。本屋大賞と日本
医療小説大賞を受賞。



こころをハッピーにしてくれる

「エシカルファッション」と

「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。

LINE登録で
クーポン
プレゼント！

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

当店はラーメンラリーの
プレゼントスポットです
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