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◆大人のグルメガイド『大切な人と行きたいお店』

教えて！ プロに学ぶキレイの秘密

◆HEY! たくちゃんの「ババくる！？」
◆ビューティー特集『キレイに輝くあなたを応援』

2013年2月16日（土）14時～17時半

地域活性&出会いの大規模合コン！

http://babacon.net　　info@babacon.net
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地域密着部門 最優秀賞受賞
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早稲田 宝泉寺
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合格祈願、随時受け付けております

早稲田
名物

ホームページでもご購入できます 早稲田　宝泉寺

学業成就　合格祈願

早稲田
高校・
中学校

早稲田
大学

地下鉄
早稲田駅

早稲田通り

宝泉寺
早
大
南
門
通
り

大隈講堂

東京都新宿区西早稲田1-1-2　TEL 03-3203-8383
e-mail: info@waseda-housenji.or.jp

天台宗
禅英山了心院宝泉寺
■ 地下鉄東西線「早稲田駅」 3b出口より徒歩3分

■ JR「高田馬場駅」より都営バス 「早大正門」下車徒歩3分



Mugen-Bi-Danjo Vol.11

モデル募集！  詳しくはP21をご覧ください

年齢：25／血液型：O型／星座：蠍座／職業：飲食業（ブタだるま）／身長：190㎝／出身地：北海道／

趣味：映画鑑賞／特技：バスケットボール／この街の好きなところ：活気がある／よく行く店：ブタだるま／

この街のオススメスポット：BIGBOX／好きな有名人：北川景子／あなたの夢：経営者／人に必要な３大

要素：①愛②笑顔③信念／好きな映画：バーレスク／好きな本：ワンピース
年齢：20／血液型：A型／星座：牡牛座／職業：学生（國學院大学2年）／身長：161㎝／出身地：

東京都／趣味：一人焼肉／特技：絵をかくこと／この街の好きなところ：都会の中に古風を感じられる／

よく行く店：BIGBOXの自遊空間／この街のオススメスポット：戸山公園／好きな有名人：蛯原友里、

佐々木希／あなたの夢：お天気お姉さんになること。ゆくゆくはラジオDJ／人に必要な３大要素：

①愛②友達③食／好きな映画：ロード・オブ・ザ・リング／好きな本：『きょうの猫村さん』

　

Emi Ishii
石井 えみ

　Tomonori Taira
平 朋宜
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大切な人と行きたいお店
お手頃な価格で、贅沢な時間を

土壁がお洒落なスペインバルのような隠れ家バー。ソムリエとビール
テイスターの資格を持つマスターが、数百種類の中から好みや気分
に合わせてお酒と料理をオーダーメイドのようにアレンジもしてく
れる。貸切は飲み放題付き3,500円から。予算やメニュー、持込まで
相談可能です。おひとり様から大人数までシーンに合わせて楽しめ、
高級感が漂いながらもノーチャージという敷居の低さも魅力。
開放的なバルで優雅なひとときを過ごしてみては。

人に自慢したくなる大人の隠れ家
地下に潜むスペイン風ダイニングバー

Bar Brasserie Vitis

新宿区喜久井町7 ANSビル B1F　　 03-3205-8850 　  18:00～翌2:00 　　日曜・年末年始　ノーチャージ

奥には本棚のあるソファー席もあり、ブックバーとしての顔も。
読書をゆっくり楽しむこともできます。

田
稲
早

選りすぐりの地酒と焼酎、毎朝築地に出かけて直接仕入れる旬の魚貝
のお刺身、その他こだわりの炭火焼や鍋料理など本格的な和食が
自慢のお店。木と漆喰の安らぎ空間は古民家のようで、懐かしさ
が感じられる。看板料理は宮城蔵王産の地鴨を使った「鴨ネギとほ
うれん草の鍋（2人前 2,800円）」。旬の刺身や酒菜など季節に合わ
せて25品ほどが毎日少しづつ変わり、訪れるたびに新しい発見が
あるのも魅力。寒い冬に炭火を囲んで焼き物や鍋をつつきながら
語らってみたい。

季節の料理とうまい酒が響き合う
おとなの和食ダイニング

酔床 梵天

一階はテーブル席とカウンター、二階はお座敷席。落ち着いた
雰囲気の中で楽しむお酒と会話は時間を忘れてしまうほど。

場
馬
田
高

裏馬場に構えるカジュアルレストラン。肩肘張らずに食事とワインを
楽しめるとあって長年通うファンも多い。約30種あるモチモチ食感が
好評の生パスタは定番から創作まで自分好みの一品を探すのも楽しみ
のひとつ。ランチは日替わりのほかパスタセット（サラダ+パン+ドリン
ク+パスタ）950円。大盛り・特盛りは無料、パンとコーヒーはおかわ
り自由。＋200円でドルチェも食べられます。夜はアラカルトの他にい
ろいろお得なコースもあります。料金は2,000円～6,000円（飲み放題
＋1,500円）とあり、内容は応相談。夜はワインを傾けて、ゆっくりと
味わってみるのも良さそう。

完成度の高い創作イタリアン
素材を活かした料理はどれも繊細

FORCHETTA

DATA  　  高田馬場駅 徒歩3分　　豊島区高田3-11-19 ヴィラオート・ヴァーグ2F　　03-5285-1881　　11:30～16:30、17:30～23:00　　年中無休（年末年始除く）　　　　

場
馬
田
高

DATA　　東西線 早稲田駅 徒歩1分

DATA　　高田馬場駅 徒歩2分　　新宿区高田馬場1-31-8 ダイカンプラザ1F　　 03-3208-9747 　 11:30～14:30、17:00～翌1:00　　日曜

ヴィティス

※翌月曜が祝日の場合、前日
の日曜営業、その翌月曜休業

店内のピアノは、貸切パーティーやライブなどに使用でき
ます。詳しくはお店スタッフまで。

DATA    　高田馬場駅 徒歩1分

03 04

気心の知れた友人と、大好きなあの人と、素敵な時間を過ごすならこんな店。
こだわり尽くした料理やお酒の数々から、空間づくりや接客まで。
大切な記念日や気軽なランチに、細部まで心配りがあふれた贅沢な時間を存分にお楽しみください。

map_P13

新宿区高田馬場1-34-14 山崎ビル2F 　　 03-5272-8329 　  17:00～24:00 　　年中無休　　

木目の壁や落ち着いたグリーンの革張りシートなどお洒落な
店内は居心地もよく、食事も会話も楽しめます。

特製の甘辛だしが人気の鉄板鍋は、タワーのようにたっぷりの野菜が
積み上げられた究極の鍋。ミックス鍋（黒毛和牛・牛ホルモン・豚バ
ラ・鶏もも）は一人前1,380円。見た目がユニークでボリューム満点。
みんなで食べるには最適です。また黒毛和牛も入った、焼肉4種盛り
は上質な肉が1,680円で味わえると評判。お得なコースは食べ飲み
放題2,980円。毎週月～水曜は人気占い師によるタロットや易など
10分1,000円の占いも。

厳選された肉の旨みが絶品 
人気占い師による占いも大評判

やみつき
創作居酒屋・焼肉・鍋・一品料理場

馬
田
高

map_P13

DATA　　高田馬場駅 徒歩3分　　豊島区高田3-11-18 TTAビルB1F　　 03-6233-9487 　 11:00～15:00、17:00～23:00　　日曜（パーティー・貸切の場合は営業）

地下に広がるアットホームな空間で異国情緒を満喫。

カレーを中心としたネパール料理専門店。評判のカレーはチキンや
マトン、キーマなど常時11種類が揃い、どれも油とスパイスを控えた、
お腹にもたれないものばかり。味はマイルド・普通・辛口と選べます。
本格的な窯焼きのナンは6種。ランチはチキンカレー500円以外に
（選べるカレー＋ナンorライス＋サラダ＋チャイorラッシー）の
セット690円。コースは2H飲み放題付3,500円～。人数や予算に
応じて内容は相談可。ネパールビール片手に楽しもう！

カレーマニアも納得の旨さ
魅惑の非日常空間をご堪能あれ

Yatraネパールレストラン場
馬
田
高

ヤ ト ラ

大人のグルメガイド】大人のグルメガイド♦♦ ♦♦
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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2013年3月31日

クーポンを
使う時は
ジモア見たと
  伝えてね！

博多うまかもん ぶあいそ

味に絶対の自信あり！「博多もつ鍋」は絶品。
当日予約OK！お得なコースは2,501円～3,480円。
国産の牛小腸を使ったプリプリ食感が人気の「もつ鍋」は味噌・塩・
醤油・ピリ辛担々胡麻の4種。人気の醤油、こってり好きの味噌、か
つおだしベースの塩味など好みに合わせて楽しめます。また「羽根
つき一口餃子（8個 380円）」や「鉄板豚バラ焼き（680円）」から「自
家製クレームブリュレ（380円）」まで一品料理やデザートも充実し
ているので、2軒目使いにもおすすめ。

年中無休
17:00～翌1:00（L.O.24:00） 

新宿区高田馬場1-25-32 108ビル2F
03-5155-7799 

高田馬場駅 徒歩4分

博多うまかもん ぶあいそ
高田馬場駅 徒歩4分

map_F8

BIG 
BOX

TSUTAYA

アンリーフ

田
高

駅
場
馬 ★

もつ鍋全品半額！
1,280円→640円

生ビール付き飲み放題
1,500円→999円

京の町に夢が咲く 高田馬場駅前店

おばんざいなどヘルシーな京料理を堪能できる
2～98名まで収容可能な完全個室の京料理専門店。
金色のふすまで仕切られた個室には琴の音が流れ、装飾された京傘
や紅葉が店内に彩りを添える。看板料理の「京豆腐（473円）」は、
さっぱり平安豆腐、もっちり祇園豆腐とあり、各5つの味付けから選
べる。また旬の有機野菜を使った「京のおばんざい（714円～）」
やデザートの「抹茶わらび餅（630円）」は豪華金粉つきで女性に人
気。コースは料理9品 3,000円～など全6種すべて飲み放題込。

年中無休
17:00～24:00（フードL.O.23:00、ドリンクL.O.23:30） 

新宿区高田馬場１-27-6 KIビル7Ｆ
03-5287-2557 

高田馬場駅 徒歩1分 map_F9

全コース　500円引き
日～木　　　 15%OFF
金・土・祝前日  5%OFF品

単

BIG 
BOX
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駅
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早稲田通り

★

03-6457-6787 

地酒と料理 高田馬場研究所

こだわり和食と厳選された日本酒。
利き酒師がもてなす新タイプ居酒屋。
地酒、料理、そしてお酒と料理の相性をとこ
とん研究。厳選食材による和食と40種類
以上の地酒をご用意。刺身醤油のだしに
至るまで手作りにこだわりながらも、いず
れのメニューもお手頃価格。日本全国の名
酒を味わう極上の時間をどうぞ。

不定休 
17:00～翌1:00 

新宿区高田馬場2-14-7
新東ビルB1

高田馬場駅 徒歩２分

BIG 
BOX

アンリーフ

田
高

駅
場
馬

早稲田通り ★TSUTAYATSUTAYA

または

こだわりの九州料理と地酒を気軽に楽しめる店。
関東では珍しい『焼きラーメン』は一食の価値アリ！
鉄板焼きを中心とした九州料理が揃い、安くて旨い！と常連客が太鼓
判を押す店。博多屋台の定番メニューとして人気の「焼きラーメン
(700円)」は、茹でた麺とたっぷりの野菜を鉄板の上で焼き、卵をから
めた汁なしラーメン。「あっさり」と「こってり」がバランスよく同居した
醤油とんこつの味付けがポイント。自慢の地酒は一品料理との相性も
抜群です。

高田馬場駅 徒歩3分 map_F5

map_F1

お刺身料理
一品サービス

3,000円以上のご利用で

ご飲食代 10％割引

お会計より10%OFF
選べるソフトクリーム プレゼント
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駅
場
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高

早稲田通り

★ ファミリーマート
さかえ通り

さかえ通り

日曜  
17:30～翌2:00 

新宿区高田馬場3-5-6 月の雫ビル2F
03-5348-4022

鶏ガラと魚介の旨みが凝縮されたスープが人
気の「鶏白湯らーめん」はコクがあるのに後味
がすっきり。また食材を巧みに使った「濃厚味
噌ラーメン」はクリーミーで官能的な味わい。男
女問わずファンが多いのも納得のお店です。

らーめん我羅奢

トッピング＆大盛りがすべて無料！
濃厚でクリーミーな味わいに大満足！

日曜
  11:00～22:30

新宿区西早稲田2-21-6
03-3203-5946

副都心線 西早稲田駅 徒歩1分 map_F2

駅
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高 BIG 
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早稲田通り

西早稲田駅

明
治
通
り

馬場口
交差点

★

麺屋 立葵
たちあおい  高田馬場駅 徒歩2分 map_F7

濃厚なのに臭みがない！まろやかな
とんこつスープが女性にも大人気！
豚げんこつを一気に炊き上げ、丁寧に下処理
しているので臭みがない、まろやかなとんこつ
スープが完成。一番人気はさっぱり「魚介とん
こつラーメン（650円）」。香ばしい炙りチャーシ
ューなど、名物50円トッピングも好評です。

土曜

月～金 11:30～15:00
　　　 18:00～22:00 
日・祝　11:30～18:00
 

新宿区高田馬場3-4-3
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高
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早稲田通り

★ファミリーマート
さかえ通り

さかえ通り

豪快全部盛り
（しょうゆ or 塩）

950円 → 850円

YOTTEKU? 高田馬場店 （酔って食?）

駅前すぐ！90分食べ飲み放題1,980円！
自由に選べて、味も量も大満足のセルフダイニング。
90分食べ飲み放題でなんと1,980円！驚きの安さで好きなだけ食
べて飲んで楽しめる。量はもちろん味にも満足できる料理は40種
類以上。飲み放題は、ロック、水割り、ソーダ割りなど割り方や濃さも
自分好みにアレンジOK！女性に人気のスイーツコーナーもあり! 
一人でもふと立ち寄りたくなる満腹＆満足のエンタメ時間をどうぞ。

年中無休 
月～土 16:00～24:00(L.O.22:30)
日・祝 14:00～24:00(L.O.22:30) 

新宿区高田馬場2-17-6 ゆう文ビル3F
03-3200-4191    

高田馬場駅 徒歩1分

BIG 
BOX田

高

駅
場
馬

早稲田通り
★

綿あめ・プチケーキ
食べ放題！

map_F4

千年の宴 高田馬場駅前店

こだわりの湯葉豆腐料理。
高級感とリーズナブルが共存する和風居酒屋。
駅前すぐのBIGBOX高田馬場9階。お座敷個室の高級感あふれる店内
で提供される鮮魚や野菜など、素材を活かした純和風の創作料理の
数 。々豆乳から手作りした湯葉豆腐は、ヘルシーメニューとして女性に大
人気！焼き物はすべて炭火を使用。さらにカラオケも可能で、なんと2時
間利用料無料！こだわり料理とお酒に舌鼓を打つ贅沢な時間をどうぞ。

平日　　　　   17：00～翌3：00
金・土・祝前日  17：00～翌5：00
日曜・祝日　    17：00～翌1：00

新宿区高田馬場1-35-3 ビッグボックス高田馬場9F
03-3207-2188 

高田馬場駅 徒歩1分

BIG 
BOX

アンリーフ
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早稲田通り★
年中無休

map_F3

韓国の創作カフェ飯が大集合！
生フルーツから作るマッコリは大人気！
定番の韓国料理に加え、日本でもお馴染みの
居酒屋メニューを韓国風にアレンジした融合
料理が集結。カラフルな店内はカフェバーのよ
うなお洒落な雰囲気。10種類の生フルーツか
ら作るトロピカルマッコリ（各380円）は美肌
と健康にも良く、隠れた人気スポットです。

03-6278-9968 年中無休 
ランチ　 11:30～14:30（日曜除く）
ディナー 17:00～24:00 

新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル 2F

BIG 
BOX

アンリーフ

田
高

駅
場
馬

早稲田通り

★

本日のおすすめ料理
1皿サービス

2F奥2F奥

Maccoli＆Color マッカラ
高田馬場駅 徒歩1分 map_F6

 うまかもん九州居酒屋

0807
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Change Your Style!Change Your Style!

コートやジャケットから、バッグ、下着などの小物もラインナップ！

メンズショップ Men’s KAZU
新宿区高田馬場1-27-1 ファインテックビル1F
TEL 03-6842-2963　OPEN  11:00～19:00　定休日 日曜・祝日

SALE 10%OFF
SALE 10%OFF

早稲田通り

  高
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ナルド

東京三協
信用金庫

ドンキ
ホーテ

ホテル
サンルート

戸塚第二
小学校

戸塚第二
幼稚園

Men's
KAZU

白木屋 高田馬場駅前店

全メニュー284円均一！
定番ながらもテッパンで楽しめる「居楽屋」。
料理とお酒は、すべて税込284円均一（一部除く）！この価格にも関わ
らず量や質にも、もちろん自信あり。企業秘密の特製塩ダレを使った
「めちゃうまねぎ」など料理はどれも絶品。コースは2時間飲み放題付
き2,480円から。長居をするなら4時間飲み放題（8品）がなんと3,500
円、2次会コース（5品）は1,000円といずれも破格！このお得さは侮れ
ません。

17:00～翌5:00 （L.O.翌4:30）

新宿区高田馬場2-18-6 柳谷ビルディング2F
03-3208-2988 

高田馬場駅 徒歩2分

BIG 
BOX

アンリーフ

高
田

馬
場
駅

早稲田通り

★

年中無休

map_12

map_B1
光リフレクソロジー
高田馬場駅 徒歩30秒

平日15:00～23:00  土日祝 10:00～23:00

新宿区高田馬場2-19-7 タックイレブンビル605
03-6233-7914 年中無休

台湾式のほどよい強さが身体の不調を改善！
ツボ刺激でむくみや疲れ、ストレスに効果的。
身体には多くのツボがあり、エネルギーの流れるツボを刺激することで全身
の器官や機能に働く。ここは本格的な台湾式を取り入れており、足裏を中
心に全身または部分的なマッサージが可能。適度な強さのイタ気持ちいい
刺激で不調の原因をしっかり解消してくれます。ほかにオイルリンパ30分
2,800円などのメニューも。人気店なので予約はお早めに！

5,000円
3,000円

BIG 
BOX

高
田

馬
場
駅

早稲田通り★

整体 (60分)

整体（60分）＋足裏 (30分)

● 足裏コース (30分)  ..............................2,800円
● 足裏コース (45分)  .............................. 3,000円

メニュー例

nail  salon ANSELM
アンセルム　高田馬場駅 徒歩3分

平日11:00～21:00 (最終19時)

新宿区高田馬場4-12-8 村山ビル3F
03-5330-3522 不定休 

寛ぎのリクライニングソファーが心地よい。
豊富なサンプルから選べるデザインは定評あり！

じっくりと丁寧なカウンセリングや施術をしてくれるのが特徴のサロン。周り
を気にせず、リラックスしながらゆっくり自分だけのお洒落を楽しみたい人に
はおすすめ☆デザインやアートは季節に応じてサンプルをご用意。「流行を
取り入れたい」など、希望のデザインを丁寧に仕上げてくれます。その他、
痛くない巻き爪矯正は1本4,200円で施術可能です。

BIG 
BOX

ampm

KFC

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA
西友

高
田
馬
場
駅

早稲田通り １番出口

★

ラメグラ・1色塗り・フレンチ  
       どれでも

アート3本込み 4,980円（オフ込） 

map_B2

3,980円（オフ込）

クーポンを
使う時は
ジモア見たと
  伝えてね！

俺のハンバーグ山本 高田馬場

トマト好き必見！【冬季限定】煮込みハンバーグが絶品♪
お洒落で広い店内は、ゆったりと過ごせるのも魅力。
寒い冬に食べたくなる鍋をイメージして作ったという「トマト鍋ハンバー
グ」は、中身をくり抜いたトマトに挽肉を詰めた【冬期限定ハンバーグ】。
スープはオマール海老の出汁をベースにした特製トマトソースで、香りと
コクが食欲をそそります。たくさん食べたい人にはライスとカレーがおか
わり自由なのが嬉しい。食べ終わったあとの満足度は高いはず！

年中無休 
11：00～23：00（L.O.22:30）

新宿区高田馬場3-2-2 青柳ビル2階
03-6279-1118

高田馬場駅　徒歩30秒

目玉焼きトッピング or ソフトクリーム

BIG 
BOX

ampm

KFC

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA西友

高
田
馬
場
駅

早稲田通り
★

プレゼント
map_F11

田んぼのお芋 高田馬場本店

産地直送の沖縄食材を使った定番の「ラフテー（780円）」や「ゴーヤー
ちゃんぷる～（700円）」をはじめ、珍味「海ぶどう（580円）」なども手
頃な料金で食べられる。また泡盛の酒粕を使った飼料で育った久米島
鶏の水炊きは、無添加スープにコラーゲンやカルシウムなど栄養満点。
人気のオリオンビールや泡盛との相性も良いのでぜひ味わってみて。
コースは2時間飲み放題込で2,500円からあります。

年中無休 (年末年始除く) 
17:00～24:30（金・土 ～翌2:00）

新宿区高田馬場2-14-4 三愛ビル1F
03-5155-5722

高田馬場駅 徒歩3分 map_F10

沖縄料理と久米島鶏の水炊きを堪能できる専門店。
島唄が流れる古民家のような佇まいはムード満点。

BIG 
BOX

TSUTAYA

アンリーフ

高
田

馬
場
駅

★

オリオンビールジョッキ1杯無料

（料理8品＋2h飲み放題つき）
コース 2,980円→2,680円

♥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2013年3月31日

多国籍タウン高田馬場で、
世界の料理と出会いを楽しもう！

produced by
vol.6

地域活性&出会いのイベント「街コン」
食べ飲み放題の大規模合コン！

2月16日（土）14時～17時半
お申込は公式サイトから 馬場コン

メール：info@babacon.nethttp://babacon.net/　　　

女性限定参加者特典あり！　　　　









平田：さっぱりとしてて美味しい！たくちゃんは甘いお酒が

好きなんですか？

たくちゃん：そうなんだよ、女子みたいでしょ？（笑）前会った

時に言ってたけど、平田さんはお酒好きなんだよね。基本

“エンドレスビール”だっけ？（笑）

平田：覚えててくださったんですね！（笑）

たくちゃん：うん、あれは印象的だったもん（笑）。そうそう、

主演映画がクランクアップしたんだってね、お疲れ様！

平田：ありがとうございます。大

変でしたけど、とても楽しい現場

でした。監督にもすごくお世話にな

りました。

たくちゃん：竹中直人さんが監督

なんだよね。僕、デビュー当時の

最初の持ちネタが、竹中さんの

“笑いながら怒る人”のものまね

だったんだよ。「なんだコノヤロー！」って（一同笑）。今回、長

編映画の主演は初めてだよね？

平田：はい。幸いにも選んでいただけました。主人公はどこに

でもいそうな普通のOLなんですけど、ひょんなキッカケから、

自分で自分を縄でしばる“自縛”に目覚めるんですね。そういう

自分の全く知らない世界を体感

することができて、とても面白かっ

たです。

たくちゃん：主人公は仕事とかの

ストレスのはけ口として、自縛を

始めるんだよね…僕もやってみ

ようかな（笑）。最近ラーメン屋

さんを始めたんだけど、ボク店長

なのにさ、従業員に毎日怒られてるんだ…

平田：どうしてですか!?

たくちゃん：チャーシューを漬け込むタレの水と調味料の分

量、4対1なのを3対2にしちゃったり…

平田：全然違う（笑）。それは怒られちゃいますよ！

たくちゃん：ラーメンもね、今まで人にはたくさん作ってきたん

だけど、お店でやるとなると規模が違うから、なかなか慣れな

くて。この作品の主人公も部下に文句言わ

れたりしてるから、なんか共感するな…

平田：いま自縛やったら、開花するかもしれま

せんね！（笑）

たくちゃん：今回の役、演じるのは難しかった？

平田：似てるなと感じる部分が少なくて心配だっ

たんですけど、監督に「役はなるものじゃなくて、向こうから

入ってくるものだから」って言われて、気負わずに演じること

ができました。

たくちゃん：さすが竹中さん、役者の気持ちが分かるんだろ

うな。撮影の中で特に苦労したことは？

平田：やっぱり自縛のシーンですね。撮影に入る1ヶ月半前

から、自宅で黙々と縛りの練習をしました。主人公にとって

はストレス発散法なんですけど、私にとってはちょっとした

修行でしたね（笑）

たくちゃん：じゃあ、いまはもう

特技ひとつのだね、自縛は（笑）。

平田さんにとっての、一番のスト

レス発散法は何なの？

平田：やっぱりお酒です。たまに、

ひとりで気の済むまで飲みたくな

ることがあるんです。そういう時の、

お酒に飲まれている姿は、誰にも

見せられないですね…TVとしゃべってたりするので（笑）

たくちゃん：好きな人にも見せられない？

平田：ダメですダメです！ 嫌われちゃう！（笑）

たくちゃん：僕は心許してる相手には「もうイイや！」って、だら

しない所も全部見せちゃうね。見せるのが「気持ちイイ！」っ

てとこまで、吹っ切れちゃった（笑）

平田：酔うとどうなるんですか？

たくちゃん：延々と熱く語るらしい（笑）

平田：それ、典型的な酔っぱらい

のオジサンですね（一同笑）

たくちゃん：でも、そういう素の自

分をさらけ出せる相手って、ホン

ト大事だなって思うな。いなくなっ

たら困るもん。

平田：そうですね。（マネージャー

さんに向かって）いなくならないで

くださいね！

たくちゃん：でも、この1年で、お互い

色々と変わったよね。平田さんは制服

着て女子高生役やってたのが、いつの間にか

自分縛ってるし、僕もステージより厨房に立つことの方が多く

なってるし（笑）

平田：自分のお店にはよく行かれるんですか？

たくちゃん：最近は毎日行ってるよ！ ほら、有名人プロ

デュースの店って、いってもほとんど本人いないじゃない。

）笑（!!ねらかすまいとんゃちは僕、んさ皆の者読

平田：渋谷だしアクセスもいいですね、今度ぜひ食べに行かせ

てください！

たくちゃん：ぜひぜひ！ でも、平田さんはこれからもっと忙し

くなりそうだよねぇ。

平田：そうなるといいなって願ってます。

たくちゃん：いや、ドーン！ と来ますよ、波が。「平田薫」…って

名前の響きに貫禄があるもん。

平田：初めて言われました（笑）。ありがとうございます！

たくちゃん：僕も来年に向けて、お笑いの方をもっと盛り上げ

ていきたいと思ってるんだよね。“お店とお笑い”の二足のわら

じで、共に高め合っていければいいなと。最近は店ばっかり

に時間を取られてたから、ネタをやる自分も大事にしたい。

平田：私も、最近色々なお仕事をやらせてもらう機会に恵まれて

きたので、ひとつひとつを丁寧に取り組んで、ちょっとずつでも

確実に進歩していけるように、頑張ります！

たくちゃん：じゃあ最後に、今回の映画の見所を教えてください！

平田：まず、名前に「R-18」という言葉が入ってますが、映画自体

はR-15です（笑）。働く女性の心に寄り添えるような作品だと感

じています。タイトルにインパクトがあって、ちょっと迷

うかもしれないですが、男女関係なく

共感できるところがあるの

で、ぜひ勇気を出して映画

館に見に来てほしいです！

度々繰り出されるたくちゃんのものまねと、平田さんの
（意外にも）鋭いツッコミのおかげで、現場には終始笑い
が絶えませんでした。「今度、ラーメン食べに行きますね！」
と、平田さんがたくちゃんと約束を交わしてこの日のトーク
は終了。そんな彼女が新境地を拓いた映画『R-18文学賞
vol.1 自縄自縛の私』、公開が待ち遠しいです！

平田薫 主演映画 ２月に公開！
『R-18文学賞vol.1 自縄自縛の私』
竹中直人監督作品　　
出演：平田薫 安藤政信 綾部祐二（ピース） 津田寛治 他　原作：蛭田亜紗子『自縄自縛の私』

2013年２月２日（土）新宿バルト９、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国ロードショー!
http://www.r18-jijojibaku.com/☆公式サイト

©吉本興業

役作りで自縛の特訓…

Text: Takeshi Nishiyama
Photo: Satoshi Hishida

馬場在住のものまね芸人HEY！たくちゃんが地元を紹介！ 今回はジモアに3回目
の登場、主演映画『自縄自縛の私』の公開を控えた女優の平田薫さんがゲスト！ 
大役を演じきり、以前よりも凛とした雰囲気の漂う平田さんに、たくちゃんもタジ
タジのご様子。久しぶりの再会で積もる話も色々あるはず…まずはJIMORE
イチオシのBarで、1杯飲んでリラックス！

第十場ババくる！？
ジモア宣伝隊長 HEY！たくちゃんの

1981年7月２日生まれ/北海道出身。
ものまね芸人。ものまねバトルにて新人賞を
獲得してデビュー。アゴものまねをはじめ、
ものまねレパートリーは圧倒的な数を誇
る。昨年の「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。
馬場在住芸人として、2010年より「ジモア
宣伝隊長」に就任して活動中。
☆公式ブログ：「へいたくトピックス」　
http://ameblo.jp/heytakuchan2/

たくちゃんのラーメン屋「鬼そば藤谷」
渋谷センター街にて営業中！
渋谷区宇田川町24-6 渋ビルヂング5階

HEY! たくちゃん

ロケ地：Bar Brasserie Vitis
詳しくはP3へ

主演映画とラーメン店。
お互いの新しい挑戦が始まる。

中学2年より「CANDy」の専属モデルを経
て、ANB「魔法戦隊マジレンジャー」のヒロイ
ン役で女優デビュー。2004年度ヤングジャ
ンプ“制コレ”準グランプリ。主な映画出演作
は、2007年『アヒルと鴨のコインロッカー』、
2010年『マリア様が見てる』、2012年『るろう
に剣心』など。ドラマ、舞台、CM、ラジオなど
にも多数出演し、若手演技派女優として注目
を集めている。
☆公式ブログ：「Kaoru Hirata Official Blog」
http://ameblo.jp/kaoruhirata/
TOＰ画像は、イラストレーター・中村佑介氏
の描き下ろしです。

平田 薫

夏目坂にある大人の隠れ家「Bar Brasserie Vitis」
にて。たくちゃんは「カルーアミルク」、平田さんは
「ウォッカトニック」で乾杯！

ジモア読者 味玉無料！

1817

◎平田薫さんサイン色紙プレゼント！（P21へ）



　自分の思考法を変えてくれる本との出会い。ましてやそれがネガティブ思考を
ポジティブ思考に変換してくれるのならばそんな喜ばしいことはないはずだ。日
美の副理事長を務める網蔵さんがこの本と出会ったのは大学時代。主人公が古
文書を巡る旅の中で成長していくファンタジー小説でありながら、まるで自己啓
発書のように、楽しく、わかりやすく人生のヒントを与えてくれたという。
　「学生時代に初めてこの本を読んだときは、各章の教えから自分の考え方が少
し変わった程度でしたが、この本から得た教えの“偶然とは本当は必然であり、起
こるべくして何事も起こっている”ということは、人生経験を経て今さまざまな場
面で確信しています」と語る。
　「今ここにある苦難は、すべて将来のために与えられた必然だと思えれば、何
事にもポジティブになれるんです」と。大学で西洋文明を
学び、出版業界を経て、美容学校で経営や広報にも携わる
網蔵さんは今、学校のコンセプトづくりや広報活動のデザ
インや文章づくりの面で、過去がすべて繋がってきている
と語る。そう、この本の教えのように、それらの経験は今に
生かせる意味のあるものだったのだ。そして「現状に悩み、
行き詰まりを抱えている、すべての人に読んで欲しいです
ね。前向きになれるだけで人生はきっと楽しくなるはずで
す」と続けた。何らかの生きるヒントを、主人公とともに旅
をしながら発見してみてはいかがだろうか。

Book

Vol.11
MY

マイホン

Interview/Text：Midori Sugama

Repot/Text: Yui Kinami

自家焙煎 備前珈琲屋
新宿区大久保3-9-5
03-3205-9655 
9:00～20:00

vol.11

不定休 

　寒い季節には、香り豊かな温かい珈琲で一息ついて一日の疲れを癒しませんか。
お店の外にまで珈琲の香り漂う「備前珈琲屋」は、諏訪通り方面の戸山公園の
入口すぐにある。
　お店自慢の「備前ブレンド（400円）」は、やや深めに焙煎した豊かな香りにすっ
きりとした飲み口が特徴。店主がブレンドする珈琲豆は、常に新鮮な状態で提供
するために少量ずつ店内で焙煎するこだわりよう。使用するガス式焙煎機は、
短時間で焙煎する電気式と比べて時間がかかる分、かけた時間だけコクと香りに
深みが極まるという。また「備前ブレンド」はもちろん、浅めの焙煎（キューバ）から
深めの焙煎（マンデリン）まで、11種類の豆の挽き売りもしてくれるので、お気に入り
の豆をチョイスして自宅で本格焙煎を味わうこともできるんです。
　頑張った自分へのご褒美には、飲み物にプラス300円でケーキが付く「自家製
ケーキセット」がオススメ☆ケーキにドリンクではなく、ドリンクにケーキが付くと
いう考え方も珈琲専門店ならでは。今回いただいたのは「白桃のタルト」。表面に
ぬられたマーマレードジャムのほんのりした苦味と、サクサクしっとりした食感の
ほどよい甘さのタルト生地、そしてジューシーな白桃の組み合わせが抜群！自家製
スイーツは、気品ある「備前ブレンド」の香りと飲み口にぴったり。店内では自家製
ジャムやクッキーも販売していて、あれもこれも手づくりというこだわりように頭が
下がります！ あなたも「備前珈琲屋」で、寒い季節に
“ホッと一息”いかがですか。

旅の中で主人公が数々の
教えに出会い成長していく
ファンタジー小説。

『 聖なる予言』
著者：ジェームズ・レッドフィールド　訳：山川 紘矢 / 山川 亜希子  角川文庫刊

Love Love Sweets
ゆいこりんの

網蔵 糸乃さん

学校法人 日美学園
日本美容専門学校
副理事長

日本美容専門学校 副理事長。学校運営や広
報を担当。また、国際部部長として世界各国
の美容家、美容業界との交流活動を積極的
に行っている。日美直営のエステサロン「オ
ランジェ」のエステティシャンでもある。

☆日本美容専門学校
http://www.nichibi.com/

日替わりの
スイーツは

珈琲との相
性もばっち

り♪

※MAPはP14

早稲田松竹

Cinema
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早稲田松竹×

上田 真之さん

早稲田松竹映画劇場
番組担当

今回の作品は、「イランアメリカ大使館人質事件」の真相を初めて描いたベン・アフレック監督の最新作『アルゴ』。
監督・脚本・主演をこなす前作『ザ・タウン』と2本立ては注目です！

『アルゴ』
お題の
映画

新宿区高田馬場1-5-16
03-3200-8968

『アルゴ』ARGO (2012年 アメリカ 120分) 
2月2日（土）～2月8日（金） 『ザ・タウン』と2本立て上映

　「こんなちゃちな話で奴らの銃から身を守れる

とでも？」「こんな話だけが銃から君の身を守る」

　1979年イラン革命勃発後、国外に逃亡していた

元国王パーレビが、癌の治療を名目にアメリカへ

の入国を許された。イラン側はこれに反発し、元

国王の引渡しを要求してアメリカ大使館を占拠。

計52名の人質が軟禁されたこの時、数名の職員が

カナダ大使の私邸へ危機一髪逃げ込んだ。周囲は

敵だらけ、見つかったら公開処刑は免れない。そ

んな絶体絶命の状況で考え出された救出作戦

は、なんと映画撮影クルーを装った前代未聞の“あ

りえない”作戦だった。

　前作『ザ･タウン』で、犯罪を父から子へと受け

継ぐように生きる人々の街を舞台に、その絆の強さ

ゆえに生まれる負の連鎖を、否定を交えずアク

チュアルに描いたベン・アフレック監督の最新作。

スター俳優でもある彼自身が今回演じるのは、お

そらく9.11以降に作られたアメリカ映画で初めて

登場した“銃を持たないＣＩＡ工作員”だ。絶体絶命

の状況下、歴史の生んだ憎悪がひしめく緊迫感と

閉塞感。一方的な正義しか持ち得ない戦争への皮

肉を込めて、良きアメリカ（言語を越えて伝わる）

映画への愛情を大胆に語る彼の腕前に、世界中が

喝采した傑作。監督特集でお届けいたします。

監督・製作：ベン・アフレック　脚本：クリス・テリオ　出演：ベン・アフレック／ブライアン・
クランストン／アラン・アーキン／ジョン・グッドマン ほか
『ザ・タウン』THE TOWN（2010年 アメリカ 125分 PG12) 
監督・脚本：ベン・アフレック　出演：ベン・アフレック／ブレイク・ライヴリー ほか

 ○ 2012 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.C

○ 2010 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 
AND LEGENDARY PICTURES
C

Dining

Report/Text:KOROMO

生パスタとリゾットの店 Riabbra
新宿区高田馬場4-18-10 サンハイツ高田馬場207
　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3362-6625
ランチ    11:30～16:00
ディナー 17:30～22:00（日祝～21:30） 
火曜

　『ただ料理を作って提供するだけじゃなく、もっとお客様に喜んでも
らえることはないだろうか…』 そんなホスピタリティマインドから生まれた
店が『生パスタとリゾットのお店 Riabbra 』。高田馬場駅から小滝橋方
面に歩くこと4分。ここは生パスタとリゾットを中心にイタリア料理が楽
しめ、【自分好みの料理】が食べられると評判を呼び、いま女性を中心
にじわじわと人気が広がる。そんな選べるパスタとソースの組み合わせ
は実に256通り！そして、風味豊かなモチモチ感が楽しめる生パスタ
（リゾット含）の種類は8種類、ソースは32種類のなかからセレクト可能。
これだけ種類が揃えば、間違いなく好きな料理が楽しめる。例えば生パスタ
は［ほうれん草入りタリアテッレ］で、ソースはクリーム系［若鶏とかぼちゃ］
にしてみよう！など好みや気分に合わせてオーダーメイドできる。行く
たびに新しい味に出合え、ちょっとした冒険心がくすぐられる。そんな
ユニークな愉しみ方が味わえるのも魅力のひとつだろう。ランチは500円～、
ディナーは単品以外にセットメニュー【生パスタ＋サラダ＋ドリンク（アル
コールもOK）＋デザート】が1,500円。キッチンスタジオをイメージしたと
いう店内は可愛いタイルと木の温もりが親しみやすい空間をつくり心地
いい。思わず時間を忘れてしまうほどである。まだ足を踏み入れたことが
ない人は是非いってみて。きっとお気に入りの店になることでしょう。
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「ジモア見
た」で

一口ケーキ
 プレゼント

♡

読者特典

楽食
厨房

RAKUSHOKU

CHUBOU

AＲＧＯ

20

[その3]



PRESENT
ジモア編集部がオススメするアイテムを読
者の皆様に抽選でプレゼント！マガジンに掲
載されているお店をご利用いただき、感想
を書いて素敵なプレゼントをゲットしよう！

★ ジモアホームページの応募フォームからもご応募いただけます。



特集
ジモンキー

モア、ラブ、地元。もっと地元を楽しくする、わが街応援マガジン［ジモア］

保存版
VOL.11  2013.01

高田馬場

早稲田

目白

雑司が谷

2013 冬号
0円
TAKE FREE

ジモア限定
クーポン付

ホームページはこちら
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ゲスト：平田薫

◆大人のグルメガイド『大切な人と行きたいお店』

教えて！ プロに学ぶキレイの秘密

◆HEY! たくちゃんの「ババくる！？」
◆ビューティー特集『キレイに輝くあなたを応援』

2013年2月16日（土）14時～17時半

地域活性&出会いの大規模合コン！

http://babacon.net　　info@babacon.net

vol.6

ジモア

地域密着部門 最優秀賞受賞
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早稲田 宝泉寺

勝守り

勝
負
の
道
に
は
、

運
も
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だ

合格祈願、随時受け付けております

早稲田
名物

ホームページでもご購入できます 早稲田　宝泉寺

学業成就　合格祈願

早稲田
高校・
中学校

早稲田
大学

地下鉄
早稲田駅

早稲田通り

宝泉寺
早
大
南
門
通
り

大隈講堂

東京都新宿区西早稲田1-1-2　TEL 03-3203-8383
e-mail: info@waseda-housenji.or.jp

天台宗
禅英山了心院宝泉寺
■ 地下鉄東西線「早稲田駅」 3b出口より徒歩3分

■ JR「高田馬場駅」より都営バス 「早大正門」下車徒歩3分


