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復活！ミニスカポリスがラーメン激戦区に出動！！
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！？」

歯科矯正のイメージが変わる。
もっと自然に、もっと目立たない治療へ。

歯並びの改善は、歯の健康にとっても大切。

歯科医と言っても、虫歯治療などを行う一般歯科、親知らずの抜歯や顎関節

症の治療を行う口腔外科、歯の矯正などを行う矯正歯科など様々で、それらは

医院が別々になっていることも。しかし早稲田歯科・矯正歯科クリニックでは

各分野の専門医がいるので、歯の総合的な診察が可能。万が一、矯正中に虫

歯になってしまっても、矯正歯科医と一般歯科医の連携で、患者さんに一番適

した診察・治療法を提供できるそうだ。歯は一生使うものだから、何でも相談で

きて長くおつきあいできる歯医者さんに診てもらいたいですね。

「歯の矯正治療をしたいけど、あの銀色に光るメタル装置が恥ずかしい…」、

「目立たない矯正装置はないのかな？」など、歯並びは気になりながらも、

治療への第一歩がなかなか踏み出せない患者さんも多いはず。ところが、

最新の矯正治療を行う早稲田歯科・矯正歯科クリニックでは、歯の色に溶

け込むナチュラルな白さのセラミックブラケットとホワイトワイヤーを使用。

自然な白さで歯とマッチングする「目立たない矯正治療」を行っているそう。

“魅せる”矯正治療なら、いつも通りの笑顔で過ごせるのが嬉しいですね。

笑ったり、話したりしても気にならない。
最新の“魅せる”矯正治療は、ナチュラルな白さで目立ちにくい。

歯科医師もスタッフも、全員女性。
予防歯科、虫歯治療も。何でも相談できる地元の歯医者さん。

スタッフは全員女性。とても和やかな雰囲気で、初めての方も安心。気軽に何でも相談できます。

何歳頃から始めるといいの？

治療開始に最適な時期は、個人差があります。お子様
の場合は、永久歯が生える６～７歳頃が多いです。不安
なことがある方は、早めにご相談してください。

Q1. 大人でもできますか？

年齢制限はありません。歯と歯肉が健康であればどな
たでもできます。当院の目立ちにくい矯正治療は、日
頃の生活でも周囲からあまり気付かれないようです。

Q2. 治療期間と通院間隔は？

一般的には動的治療に１～３年、治療後の保定に１～
２年以上です。通院は通常１カ月に一度くらい。保定
期間中は数カ月から１年に１回の通院になります。

Q3.

インビュー メタルブラケット→←

～初めての矯正治療Ｑ＆Ａ～ 

教えて！地元の歯医者さん

相談だけのご来院も歓迎します！

歯を健康に保つためには歯磨きだけでなく、実は「歯並び」がポイント。歯並びがどう

歯の健康に影響するのか、最新の矯正治療を行っている早稲田歯科・矯正歯科クリ

ニック代元先生にお話を伺いました。

「“歯並びが悪い”と、実は健康に大きく影響します。例えば、●歯磨きしにくく、虫歯や歯

周病にかかりやすくなる。●噛み合わせの悪さで、胃腸などの消化器官への負担が

大きくなる。●顎の成長が悪い方向に進む場合や、発育不足を起こすことがある。

●コンプレックスから、精神面に悪影響を与える場合がある。など様々な影響がある

んです」と話す。健康状態や精神状態の不調が、実は歯並びの悪さからくるものだっ

たということも少なくないそう。気になる方は、まず相談してみるといいかもしれません。

至 高田馬場

至 早稲田至 高田馬場

セラミックブラケット「インビュー」

早稲田歯科・
矯正歯科クリニック

明
治
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り

早稲田通り

諏訪通り
至 新宿

早稲田歯科・矯正歯科クリニック 代元先生

　http://www.waseda-dc.jp

早稲田歯科・矯正歯科クリニック
Waseda Dental & Orthodontic Clinic

TEL.03-5155-0085新宿区高田馬場1-1-13 セントエルモ西早稲田1F
明治通り沿い オリンピック並び　2番出口すぐ

診療時間
月～金
am 9:30～pm7:00
土・日
am10:00～pm7:00

日曜も診療

診療科目 ○歯科　○矯正歯科 日本矯正歯科学会認定医

休診日  祝日ご来院の方に歯ブラシ差し上げます！ジモアを見たとお伝えください。

Photos courtesy of TP Orthodontics,Inc.
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Wキャンペーン実施中！
無料サンプルお試し後に、オールパー
パスクリームをご注文いただいた方先着
100名様に、さらにアクティブローション 

パニフェロ
アクティブローション（左）
120mL ￥6,825（税込）

パニフェロⅡ
アクティブローション（右）
150mL ￥7,875（税込）※ご希望の商品をお選びいただけます。

「お試しサンプル」プレゼント！
ジモア読者限定100名様

＜送料無料＞ 　（化粧水）をプレゼントいたします！

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-21-10豊電ビル4F
株式会社ディオス　無料サンプルJ係

■ 無料サンプルお申込みフォームに必要事項をご入力ください

■ 下記必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。
①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤職業 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス

取扱店舗

肌細胞をしっとり潤す、恒pH性酸素水“パニフェロ・ウォーター”をベースに、

上質椿オイルと新型ビタミンC誘導体「APPS」を配合。英国の老舗ハーバリスト

G.Ba ldwin日本代表の春木浩子氏が手がけたオリジナルブレンドのアロマ

「HARUKI No.1」をプラス。みずみずしくフレッシュなお肌に導きます。

椿オイル + 英国仕込みのアロマの癒し。
パニフェロⅡ エンリッチメントオールパーパスクリーム

営業時間 13：00～20：00（日曜・祝日定休）

インターネットでの
お申し込み

お電話での
お申し込み

ハガキでの
お申し込み

パニフェロⅡ　
エンリッチメント
オールパーパスクリーム　
100g  ¥10,500（税込）
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http://www.dios.co.jp/ 0120-888411
■ 無料サンプル希望とお伝えください。※受付時間 10：00～17：00［月曜日～金曜日］

モデル募集！ 詳しくはP21をご覧ください

※2012年3月末まで

※携帯ミニケース付 840円相当

20
代
か
ら
は
じ
め
る
。

50
代
で
も
ま
に
あ
う
。

年齢：21
血液型：AB型／星座：おうし座／

職業：学生（法政大学）／身長：168㎝／
出身地：静岡県／趣味：ギター／特技：バスケ／
この街の好きなところ：学生が多く、活気にあふ
れているところ／よく行く店：麺屋武蔵、鷹虎、
miq、くろ○／この街のおすすめスポット：BIG 
BOX／好きな有名人：松田翔太、細美武士／あな
たの夢：尊敬される父親になること／人に必要
な３大要素：家族、情熱、水分／好きな映画：
ドンキホーテ（ドラマ）、ラスト・サムライ／
好きな本：ニーチェの言葉、少年ジャ

ンプ、千円札は拾うな

年齢：24
血液型：O型／星座：みずがめ座／

職業：フリーター／身長：152㎝／出身地：
東京都／趣味：ギター、アニメ、フォトショップ／
特技：料理、変顔／この街の好きなところ：坂が多い
ところ／よく行く店：モスバーガー新宿若松店、ローン
スターカフェ／この街のおすすめスポット：箱根山／
好きな有名人：渚カヲル（エヴァンゲリオン）、渡辺麻友
（AKB48）／あなたの夢：主婦／人に必要な３大要素：
笑顔、愛嬌、度胸／好きな映画：カントリーロード、
エヴァンゲリオン、時をかける少女、バタフライ
エフェクト／好きな本：江國香織作品、

デッドエンドの思い出

＜ロケ地協力＞ 早稲田奉仕園　新宿区西早稲田2-3-1（P16掲載）

　SyunsakuTakeshima
竹島 俊作

　

Yui Kinami木並 唯





プロに学ぶ　キレイの秘密

西早稲田駅／早稲田駅
徒歩5分

高田馬場駅
徒歩2分

教えて！

＜応募方法＞
キーワードを集めて、ジモアホームページ
【http://www.jimore.net】からご応募ください。

＜締切期限＞2012年1月15日(土) 
＊ 当選発表は無料招待券の発送をもってかえさせていただきます。

06♥マガジン提示orジモアを見たとお伝えください。 ※有効期限2012年03月20日

日本美容専門学校が運営する総合ビューティーサロン。

きめ細かいサービスは定評がありワンランク上の美しさ

と癒しを提供。人気コースは「オランジェスペシャル」。

カメリアオイル配合のクリームとイギリスの老舗ハーブ

会社「Baldwin社」のエッセンシャルオイルを使用した

フェイシャルケア。トライアル（クレンジング＋マッサージ＋パック

＋スキャルプマッサージ）なら45分6,000円で施術可能。一人

ひとりに合った施術で、本来のハリと透明感を引き出し、

肌年齢を若返らせます。完全個室の心地よい空間で深い

リラクゼーションとともに、美肌を手に入れませんか？

まず、ジモアサイトにアクセス！各お店紹介ページ
に掲載されているキーワードをすべて集めてご応募
ください。体験してみたいお店の無料招待券が
各店舗抽選で1名様に当たります！

高い技術を持つ美容学校の教師による、
南欧テイストたっぷりのプライベートサロン。

ORANGÉ オランジェ

オールハンドの極上マッサージにうっとり。

施術後はティータイムをお楽しみいただけます。オレンジの看板と華やかな
赤いドアが目印。

カメリアオイル配合クリームのリンパに沿った丁寧なマッサージによりフェイスラインを整え、キュッとしまった潤いのある透明肌が実現。

スタッフ 藤本さん

丁寧な下処理による持ちの良さが自慢！
初めての方も安心のプロ技で指先美人になろう。

ネイルサロン Vian ヴィアン

　　新宿区高田馬場1-10-34 　　03-3200-0970　　13:00～20:00　　日曜・祝日

モノトーンにピンクを効かせたデザインで統一された

スタイリッシュな店内。施術台は通常の1.5倍の間隔で

配置され、まさに高級感あふれるラグジュアリーな空間。

しかしカットは2,500円～と非常にお手頃価格。スタイリスト

は全員28歳以上の経験豊富なスタッフばかりで技術とセン

スには自信あり。夜は23時まで営業しているので、学生

のみならず仕事帰りの社会人からも人気のヘアサロン。

高級感あふれる店内＆お手頃価格が自慢。
技術とセンスに絶対の自信！

asleep アスリープ

毛先ふんわりで甘くカワイイ♥

広々した店内で贅沢な時間を。

ヘアカラーでハイライト・ローライトを入れ動きをつけることで「やわらかい」「かわいい」イメージが作れます。毛先にパーマを加えるとさらに印象を強くできますよ。

オーナー 坂本さん

     新宿区下落合１-3-20 キクチビルB1F         03-3363-1523        月～土 9:00～23:00 日 ～21:00        第２月曜

選べるデザインからオリジナルまで要望
に合わせて施術可能。

完全プライベート空間が嬉しい♬

きれい ポイント
甘皮処理など下地のケアを丁寧にすることで、見た目のきれいさはもちろんのこと、ジェルの持ちが変わってきますよ♥

オーナー 西本さん

新宿区西早稲田3-12-11-1F        03-5356-6988　　10:00～21:00  (予約制・時間外可)        年末年始

多くの患者をリピーターに持つ人気店。身

体の歪みを戻してコリをなくし、首肩こり・

頭痛・眼精疲労などあらゆる悩みを解消し

てくれます。新メニューの「ストレッチ整体」は

一人ひとりに合った施術で、終わった後は身

体が楽になりリラックスに導くと評判。また

妊娠５ヶ月から受けられる「マタニティ整体」は

赤ちゃんに負担をかけずに骨盤周りをほぐ

すというもの。店内には段差がなくベビー

カー持込OK（※お試し15分の利用のみ）なので、小

さなお子様がいても安心です。

お子様がいても安心！ベビーカー持込OK。
まずはお試し15分1,000円で整体デビューしませんか？

コリナックス整体院

小さなお子様と一緒でも通いやすい。

身体の疲れをすっきり改善。

気軽に立ち寄れるサロンです。

全身のバランスを整え、自然治癒力を高めるストレッチ整体はさまざまな痛みや症状を改善してくれます。確かな技術でコリを丹念にほぐします。
店長 竹内さん

新宿区高田馬場3-3-9 山下ビル2F 　　03-3360-1680        12:00~22:00(最終受付)          年末年始

経路に沿った本格台湾式の足裏マッサージを

中心に、全身または部分的なソフト整体も

可能。足裏にはエネルギーの流れる多くの

ツボがあり、刺激することで器官や機能に

も働き、全身が楽になります。むくみや冷

え、腰痛など悩み別に対応してくれ弱って

いる内臓器官もケアしてくれるので改善

に繋がると人気です。

リピーター続出！ツボを熟知した話題のサロン。
初めての方も安心の低料金設定が嬉しい。

光リフレクソロジー

絶妙な力加減が人気の秘密。

それぞれの部位に沿った丁寧な施術。

落ち着いた清潔感あふれる空間。

マッサージは痛みが耐えられるギリギリのところが一番効果があるので、一人ひとりに聞きながらベストな押し具合で行います。それぞれに合った強さにより効果が実感できますよ。
オーナー チョウさん

新宿区高田馬場2-19-7 タックイレブン605　    03-6233-7914　　平日15:00～20:00　土日・祝10:00～23:00        年中無休

イタリアモダンが融合されたオシャレな

美容室ながらメイクやネイル、エステなど

女性の美をすべて叶える総合サロン。カット

2,900円など低料金なうえスタイルが長

く続くと人気。海外でも人気のエアメイクは

直接肌に触れずにエアブラシを使いマス

カラ以外のすべてのメイクが可能。使用

するリキッドは80%が水分で保湿力もあ

り、キメ細かいミスト状なので均一で自然

な仕上がりに。料金は3,000円～。期間

限定でヘアセットと合わせ１万円です。また

ジュエリーや衣装も備えた店内併設のフ

ォトスタジオでは結婚式や記念日など髪

をセットした後そのまま撮影が可能。ジ

モア限定ですべてのメニューが10%OFF★

キレイを目指す総合美容サロン。
いま話題の美肌になれるエアメイクが人気！

KOKO ATTRACTION

トータルプロデュースが可能。　　　　　

つけ心地も良く、無香料、無鉱物油で安心。

白を基調とした洗練された空間。

密着度が高いエアメイクは長時間でも崩れないのが特徴。細かいシワやシミ、肌の凹凸にに悩む人、メイクに自信のない人におすすめ。購入も出来ます。
オーナー KOKOさん

新宿区高田馬場1-25-29 サンコービル5F　　03-3205-4878　　10:00~22:00　　火曜

カット料金
2,500円

ジモアクーポン
カット＋トリートメント　　　　　5,500円
ジモアクーポン
カット＋カラー＋トリートメント　6,000円

きれい ポイント きれい ポイント きれい ポイント

きれい ポイント
きれい ポイント

閑静な住宅街に佇む、完全貸切プライ

ベート空間のネイルサロン。さまざまな

メディアで取り上げられる実力派として

「どんなワガママにも応えてくれる」と

絶大な支持を集める人気店。指先を

美しく魅せるには、まずは自爪をきれいに

整えること。プロの技術による仕上が

りは納得です。種類豊富なデザインか

ら選んだり、オリジナルを楽しんだりとラ

イフスタイルに合わせて指先のおしゃ

れを楽しんで☆甘皮処理などケアすべ

て込みのジェル・ラメグラコース 6,720円、

ジェル・フレンチコース 7,560円など初回の

方は20%OFFで施術可能。

高田馬場駅
徒歩30秒

高田馬場駅
徒歩2分

メニュー例

3,000円
4,000円足裏　　 +整体

オイルリンパ 2,800円
足裏刺激コース 2,000円

足裏　　 +部分整体
（30分） （30分）

（30分） （15分）

（30分）

（30分）　　　　

★ジモア限定！全メニュー500円引き！

★お試し15分　　　　　1,000円 
　（平日12:00～16:00限定）

★整体30分＋ストレッチ整体30分
　　　　　　  6,300円→5,200円

無料体験チケットプレゼントWEB
限定

自宅ではケアしきれない部分って

ありますよね？

そんなあなたに美容の

スペシャリストがアドバイス。

プロのサポートを参考に、

キレイをもっと楽しみましょう。

西早稲田駅
徒歩1分

高田馬場駅
徒歩2分

0605



たくちゃん：僕、初めてものまねしたのが声優の山寺宏一

さんなんです。声で有名な方の顔マネする人はいないかと思っ

てやっていたんですけど、声が魅力的な人はやっぱり羨まし

いですよね。小山さんといえば、うちの事務所のどきどきキャ

ンプさんがジャック・バウアーの真似をやらせてもらっていて。

小山：あ、同じ事務所なんですね。ご一緒した時、とても腰の

低い方でしたよ。

たくちゃん：普段はそんなことないのになぁ。小山さんと会った

ときは相当嬉しかったのか、珍しく飲みに誘われましたよ（笑）。

そもそも、この世界に入ったきっかけってなんですか？

小山：はじめは学生時代に立命館の学生劇団に無理矢理引

き込まれて（笑）。でもその時に観た演劇が衝撃的だったんです。

特別上手なわけではないのに、舞台の人間が気持ちを奮わ

せていて、心が解放されるような感覚。そこには自分の知ら

ない世界が広がっていました。その後は桐朋学園で改めて

演劇を学んで、俳優座に入ったという感じですね。

たくちゃん：なるほど。実は

昔、俳優座に入ろうか考え

たことがあるんです。本格

的に演技を学んでからもの

まねをやった方が伸びしろ

が大きいかなあと思って。

それで一度だけ稽古場を覗

きに行ったことが……。

小山：あ、勝手にいらしたん

ですか？ 実はこのごろ勝手

にトイレだけ利用しに来る方が多くて困っ

ているんですよね（笑）。

たくちゃん：すいません！学生の頃です

から！まぁその時に見た皆さんの稽古か

ら真剣さやピリピリした緊張感が伝わっ

てきて、自分ならすぐに潰れてしまうと思っ

て考え直しました（笑）。舞台や作品に挑む

とき、どんなことを思っていますか？

小山：そうですね、若い頃はなにもできないくせに生意気に

自分のやりたいようにやっていましたけど、経験や年齢を重ねる

うちに周囲のことを1番に考えるようになりましたね。特に生の

舞台はお客さんに時間や労力を割いてもらっているので、しっか

りと演技でお返しをして楽しませたいという気持ちが強いです。

モノローグのシーンで「うんうん」と頷いてくれている方を見つ

けたりすると、こちらもより世界に入りきることができますし、嬉

しくなりますよね。バラエティーや舞台での芸人さんもきっと同

じなんじゃないですか？

たくちゃん：うん。やっぱり楽しんで帰ってもらいたい気持ちは

ありますね。 

小山：最近はアニメの声優のお仕事だけやりたいって言う若

者の話もよく聞くんですが、芸人でも役者でも舞台の上で表

現をする魅力やおもしろさが必ずあると思うんです。だから

芝居やライブってこんなにおもしろいんだなって感じて欲しい。

芸人さんとご一緒することも多くて、彼らはその度に「僕らな

んてどこでボケようか、ツっこもうかくらいしか考えてない」な

んて謙遜しますけど、根本にあるものはどうにかしてお客さ

んを喜ばせたいっていう同じ気持ちなんですよね。

たくちゃん：確かに最後はそういう下地の部分というか本心

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。顎ものまねをはじめ、
ものまねレパートリーは圧倒的な数を誇
る。バラエティー番組やライブ活動などで
活躍。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/

1963年12月18日生まれ/京都府出身。
俳優、声優、ナレーター。劇団俳優座所属。
数々の舞台やドラマ、映画に出演。海外ドラマ
「24」のジャック・バウアー役をはじめ、「ER」
のジョージ・クルーニー、「マトリックス」の
キアヌ・リーブス、TVアニメ「名探偵コナン」
毛利小五郎役など声優としても活躍中。
☆公式ブログ：「力也の気持ち」
http://blog.livedoor.jp/rikiya_no_kimochi/

が出てきますね。ところで声優

と俳優をやる上で、自分の中で

の違いってあるんですか？モー

ドを変えるとか。

小山：仕事に向かう気持ちは

基本同じですね。ただ声の場

合は僕でも二枚目の役が出

来るし、マッチョマンのヒーロー

も演じられる。舞台じゃそう

はいかない。自分では中途半

端に低い声がコンプレックスだったのですが、極端な話イメージ

さえ追いつけば、カッコよくて何でもさらりと演じられるよ

うな才能溢れた人にも勝てるんですよ。

たくちゃん：てっきり、いろんな仕事をやられているから声の質

も意識して変えたりしているのかと思いました。

小山：そういう方もいますが僕自身は器用ではないので、その配役

のイメージや背景を思い浮かべて「自分が1番気持ちを開ける

声」を出すように意識しているくらいです。形から入って声を変え

て、それが毎回ピタッと型にはまるのは天才的だと思いますね。

たくちゃん：最近ものまね界に青木隆治くんっていう天才がい

るんですけど、彼は「七色の声を持つ男」って呼ばれていて人気

なんですよ。考えてみたら僕、2つしか声持ってないんです（笑）。

小山：大丈夫ですよ！速い直球とフォークがあればそれで

勝負できます！

たくちゃん：なるほど！ちょうど今それで悩んでいたんですけど、

その言葉ひとつで解決しました（笑）。ありがとうございます。

小山：もちろん剛速球に磨きはかけないといけないですけど

ね。自分が勝負できる球を持ってさえいればもっともっと活躍

できますよ！

たくちゃん：今度の舞台『ある馬の物語』は学生時代の卒業

公演で演じた思い入れのある作品ということですけど、どんな

お話なんですか？

小山：まだら模様に生まれたばかりに忌み嫌われてしまう馬の

目線から、人間の生きる姿を映し出すお

話です。「みにくいアヒルの子」とも少し

違うのですが、生きることとは何かを

違った角度から魅せるストーリーですの

で、グッと引き込ませる作品にしていき

たいですね。

たくちゃん：おもしろそうですね！ち

なみに今回力を入れているポイントは

ありますか？

小山：やはり、第一にお客さんに喜

んでもらうことですよね。昔から新

劇というものは勉強の為に見に

来たり、評論家の方が評価した

りする風習があるので難しいイ

メージを持たれがちなんです。

でも僕個人としては純粋にストーリーを楽

しみたい方やこれから興味を持って来てくれる方が多くなると

非常に嬉しいですね。

たくちゃん：話を聞いているうちにどんどん観てみたくなって

きました！

小山：是非いらしてくださいよ。

たくちゃん：ここ早稲田や馬場に対するイメージってどうですか？

小山：実は劇団の研究生の頃によく来ていたんです。お店にお

願いして公演のチラシやポスターを配布する活動を、この地区

は僕が担当していました。最近はそういう繋がりが少なくなっ

ているけど、この辺はまだ温かく迎えてくれるところも多いし、

文化として根付いていますよね。映画館や劇場、学生の文化活

動なども盛んなイメージがあるので、僕も元気をもらえます。

たくちゃん：そこまで言っていただけるとほんとありがたいですね！

小山：僕も若い頃はずっと貧乏だったけど、こうして今も活動で

きているのは「負けないぞ！」っていう気持ちを持ち続けたか

らだと思うので。街のみなさんが、さりげなく「頑張ってね」って

一声かけてくれるだけで、小心者の学生なんかはドン！と元気

がもらえると思いますよ。

小山 力也

小山さんの「演じること」への謙虚な姿勢や体験談に、
たくちゃんとスタッフ一同「なるほど」と頷くばかり。演
じる上で大事なことは技術的なことはもちろん、その背
景にあるものに想いを寄せ、自分なりの答えを表現して
いくことなのかもしれません。ロケ地：高田馬場RABINEST（ラビネスト）

Text: Toshifumi Yokota
Photo: Satoshi Hishida
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馬場在住のものまね芸人HEY！たくちゃんが地元を紹介！ 学生時代、劇団に所属

していたというたくちゃんと、海外ドラマ「24」ジャック・バウアーの吹替えなどで

活躍する俳優小山力也さんによる演じる２人のクロストーク！演出家の山口氏が

運営する西早稲田の小劇場「RABINEST」の舞台上で熱く語っていただきました！

第六場ババくる！？
ジモア宣伝隊長 HEY！たくちゃんの

 劇団俳優座公演

「ある馬の物語」

HEY!たくちゃん

俊足で出自もよい名馬・ホルストメール。しかし彼はまだら模様である

がゆえに仲間たちからも人間からも虐げられ、人生は苦難の連続だった。

何人もの馬主に売られ、その先々で様々な経験をする。中には良い事だっ

てあった。しかし、ホルストメールは自分を「所有する」人間のせいで病

気にかかってしまう。その果てに彼が見たものとは…。馬の目線から人

間という生き物の本性をリアルに描き、「生きることとは何か…」という人

類普遍のテーマを扱った海外でも非常に多く上演されている話題作。

＜小山さんとたくちゃんのサイン色紙プレゼント！詳しくはP21へ＞

俳優も芸人も同じ？
お客さんを喜ばせたいという想い。

主演を務める舞台『ある馬の物語』の見どころ

 11/14（月）～11/23（水）  あうるすぽっと（東池袋）
  公演のお問い合せ：03-3470-2888（劇団俳優座 月～金10：30～18：30）
　俳優座ホームページ　http://haiyuza.net

早稲田・高田馬場は、お世話になった温かい街

ついに高田馬場・早稲田に進出
地域史上最大の合コン開催決定！

地域活性化＆出会いの場 男性300人×女性300人
４時間食べ飲み放題の大規模合コン。

supported by JIMORE

2011年12月3日（土）         　14：00～18：00　　　　高田馬場周辺約20店舗
女性 3,500円　男性 6,500円　　　　　20歳以上の男女2名様以上

※ 上記内容は変更される可能性があります。詳細はホームページなどでご確認ください。

参加費

日 程 時 間 会 場

参加資格

http://www.babacon.net/ホームページ
http://www.facebook.com/babacon1 @babacon_1

【主催・運営】馬場コン実行委員会　　◎ お問い合せ先：info@babacon.net

バ
バ
コ
ン

く
る
！？
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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。 ※有効期限2012年3月20日

宴会
シーズンにGOOD!

編集部おすすめ！
こだわりのコース料理
女子会や飲み会、パーティー、デートに。
楽しくワイワイと、ゆったりのんびりと、

大切な時間を満喫できるお店
をピックアップ！

Bar Jubilant

カップルやグループでちょっと贅沢なひと

ときを。一見、敷居が高そうながらも、驚き

なのはパーティープランのドリンク飲み放

題コース。フード7品付きで居酒屋並み

の2時間3,000円！各種カクテルのほか、生

ビールはヱビス、ヱビススタウトクリーミ

ートップ、ワインは白、赤、スパークリン

グに加え、ウイスキーはマッカラン12年

など選べてリーズナブル。さらにパーティー

以外でも「ジモア見た」でスパークリン

グワインをおひとり様一杯プレゼント。

時にはお洒落な空間で、美味しいお酒を

片手にゆっくり語らうのもいいだろう。

各種カクテル、ビールやワインも飲み放題。
フード7品付き3,000円で楽しめる本格お洒落バー。

席数：着席10~18席　立食18～35席　貸切：OK　3,000円/2時間、4,000円/3時間
5,000円/4時間（料理7品/飲み放題 ＊チャージ込）※イベント、持ち込み、予算等応相談

東京メトロ 副都心線 西早稲田駅 徒歩3分　　新宿区西早稲田2-18-19 Yoke V 2F
　03-6457-6165　　 20:00～翌4:00（パーティーの場合は時間応相談）　　不定休   

シンプルモダン
な店内は、カウン
ターとテーブル席
が選べる。

ヘミングウェイが愛した
ことでも有名なフローズ
ン・ダイキリは、香り豊か
で飲み口も優しく、女性
に人気のメニューです。

クラブハウスサンドは、贅沢な具材に加えボリューミー。
各種カクテルが味わい深いのもバーならでは。

ジモアクーポン

韓国食彩 にっこりマッコリ 高田馬場店

美容と健康によいことで人気急上昇中
の韓国の伝統酒「マッコリ」をいち早く
日本に輸入した「二東（イードン）ジャパン」
直営店。豊富なマッコリメニューととも
に、韓国各地の郷土料理が約200種類
も楽しめる。韓国グルメコースは8品で
2,480円とお得！話題のマッコリをはじ
め、生マッコリを凍らせたスムージー状の
「シャーベットマッコリ」もあります。カッ
プルやファミリー向けのコースもご用意。

本場韓国の郷土料理と伝統酒「マッコリ」を堪能。
見た目も味も満足のコースは2,480円から。

高田馬場駅 徒歩1分　　新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビル3F
　 03-5155-5446　　年中無休（年末年始除く）　11:０0～24:00(L.O 23:00)　　

シックで落ち着いた雰
囲気の店内。お座敷と
テーブル席をご用意。

イタリアンダイニング Daigo

イタリア直輸入の新鮮食材を使用した

こだわりの料理はいずれも絶品。パスタを

はじめ、各品ボリュームたっぷりで満

足度120%！デートや合コン、パーティな

どに最適。食前・食後酒、カクテル、ビール、

焼酎なども豊富に用意され、料理や気分

に合わせていろんなお酒が楽しめるのも

嬉しい。ランチは700円から、ディナーのパー

ティーコースは極旨料理7品に飲み放題付き

4,000円から。予算や料理、時間までも希

望に応じて対応可能、貸切も15人からOK。

人気店なのでご予約・ご相談はお早めに！

深夜も営業！口コミで評判の高田馬場の本格イタリアン。
ボリューム満点のパーティーコース2,800円から。

席：30席（カウンター/座席）　貸切：15名様から
コース：3000円～/4000円（料理7品＋飲み放題付）

席数：全64席（テーブル44席/座敷20席）　貸切：応相談
コース：4,000円（料理8皿/飲み放題付）～ ※週末利用、メニュー、時間等応相談

高田馬場駅 徒歩4分　　新宿区高田馬場3-12-5 セブンビルB1
　  03-3365-5447　　ランチ 11:30～14:30(L.O.14:00)　 ディナー 19:00～翌5:00
　 日・祝（予約があれば営業します）

落ち着いた大人
空間で厳選料理
と美酒を堪能。

自慢のパスタ他、各品ボリュームが多くコストパフォー
マンスが良い。

味工房 一酔万笑 

土佐清水の漁港直送の地魚をはじめ、
焼き、炙り、刺身で提供する新鮮な地鶏、
有機野菜など。地産地消をモットーに、
こだわりの国産食材を使った手造り料
理と全国の美酒を揃え、遠方からもお
客が来店する人気店。利酒師の資格を
持つ店主が厳選した地酒は純米のみ、
本格焼酎は200銘柄以上。価格も手頃な
380円から。コースは10皿12品で4,500
円（2h 飲み放題・税込）。プラス500円で
3h飲み放題に。

利酒師が厳選した地酒と本格焼酎200銘柄以上。
地鶏・有機野菜と旬の魚料理と共に、極上のひとときを。

高田馬場駅 徒歩2分　　新宿区高田馬場3-4-4 Y’sプラザビル4F
　 03-3363-5489　　日・祝　　17:00～24:30(L.O.24:00)

国産の旬の食材を使った手造り料理の数々。 ボリュームたっぷりボッサムやキムチにチヂミなど、
満足の8品「韓国グルメコース（2,480円）」。

席数：86席（テーブル44席/掘りごたつ式42席）
平均予算3,500円　コース:お得な飲み放題コースあり

生マッコリは濃厚な味わいと微炭酸の
爽涼感がたまらない！黒豆マッコリは黒
豆のほどよく甘くコクが人気です。

（ディナータイム/宴会OK/飲み放題コース除く）

ワンドリンクサービス
（ランチタイム）

お会計から10％OFF

本格コースに飲み放題が付いて4,000円からとあって大好評。

※時間、お値段はコースに合わせて応相談

おすすめの一品

※飲み放題には含まれません。

おすすめの一品！ おすすめの一品！

利酒師がこだわりの地酒、焼酎、ビールなどお酒は
各種常時250銘柄以上、都内では入手困難な珍
しい銘柄も。料理にあうお酒もセレクトします。

（営業時間外も応相談）

焼肉ビアバー ヒレノコウジ

都内でも稀有な赤城牛と世界のビール
新感覚焼肉ビアバーを堪能あれ！
都内でも珍しい極上の「赤城牛」が味わえる
と評判のお店。世界各国のビールを取り
揃え、その数なんと約60種類！仕事仲間や
恋人と、また女性ひとりでも落ち着いた時
間を過ごせる魅力たっぷりのお店である。

日・祝  
17:00～23:00 (L.O.22:30) 

新宿区早稲田鶴巻町568
大元第一ビル2F
070-6518-4129

東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分

Le Mont-St-Michel

カフェに食事にパーティーに何度も通いたい
ワインや料理が気軽に味わえるフレンチ店。
本場フランス人シェフが作るガレットや直輸入
ワインなどがリーズナブル料金で楽しめる人気店。
おしゃれな店内は女子会やデートにぴったり！
2階のワインバーは誕生会や二次会など貸切
パーティーにも使えます。気軽に相談してみて☆

目白通り

目
白
駅
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学

SMBC 

不定休

日～木 11:30～21:30
金・土 11:30～22:00　  

豊島区目白3-4-15 プラネットメジロ1～2F
03-6915-3857

ル・モンサンミシェル　目白駅 徒歩30秒

お会計から 10％OFF

★

平日限定

 ※2Fは夕方
 よりOPEN

レストラン＆バー morph 高田馬場駅 徒歩1分モーフ

ランチ 11:00～15:00　ディナー 17:00～24:00

新宿区高田馬場1-27-6 KIビル7F
03-5155-6380

年中無休

夜はBARにもなるスパニッシュ＆イタリアン料理店。
産地直送の新鮮食材とスペイン産イベリコ豚が自慢です。
新しいイタリアンの形を提供する、おしゃれでスタイ
リッシュな空間が人気のレストランバー。夜は350種類
以上のお酒が楽しめます。評判のバーニャカウダは
特製アンチョビソースとアボガドディップが決め手。
最高級イベリコ豚「Bellota(デ・ベジョータ)」も人気。

セラピースペース

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

BIG 
BOX

早稲田通り

高
田
馬
場
駅

TSUTAYA

★

ドルチェをプレゼント 

1ドリンクサービス

お会計から10%OFF！
（1,000円まで）※ディナータイム

※ランチタイム

※パーティー

イベリコ豚の
ハンバーグランチ 980円

日替わりランチ 900円

国産有機野菜の
バーニャカウダ 1,200円

新鮮魚介とたっぷり野菜の
パエリア 

1~2人前（21㎝）1,400円

★ランチは（サラダ、スープ、
ライスorパン、コーヒーor紅茶）
がつきます。

ジモア見たと
伝えてね！

03-3203-4003

Café&Bar サカボン 高田馬場店

仕事に勉強に読書に食事にパーティーに
多目的利用OKのカフェバーがOPEN。

週刊誌から月刊誌まで常時70種の新刊が設置の
カフェバーが登場！コンセント完備で無線LANも
使いたい放題なのが嬉しい。平日は朝7時からオ
ープン！朝食は和洋メニューあります。目的に合わ
せて気軽に行けるお店です。使い方はあなた次第！

不定休
月～木 7:00～23:30
金曜　 7:00～26:00 
土曜　11:00～26:00
日曜   11:00～23:30

新宿区高田馬場4-13-10
03-5332-7045

高田馬場駅 徒歩3分
小鉢や梵

三崎港直送、これぞ本物の魚料理。
絶品の和食料理に舌鼓を打つ！
売りは何と言っても産地直送の新鮮な魚。
味付けは控えめにし素材そのものの味を
最大限に活かす。厳選素材を用いた本格
的な和食料理は高級料亭さながら。
平均予算は2,500円とリーズナブル。

日曜

平日 17:00～24:00(L.O.23:30)
土曜 17:00～23:00(L.O.22:30) 

新宿区西早稲田2-18-25 横川ビル201

コバチヤボン　東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩5分、高田馬場駅 徒歩8分

その日おすすめの
刺身一品サービス 

このお肉によく合う
紅茶ビール1杯サービス！

早稲田通り

外
苑
東
通
り

早稲田
中・高

鶴巻小前 ★
早稲田
鶴巻町東

東西線
早稲田駅

高
田
馬
場
駅

BIG 
BOX

早稲田松竹

早稲田通り

明
治
通
り

★

副都心線
西早稲田駅

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

★



♥マガジン提示orジモアを見たとお伝えください。 ※有効期限2012年3月20日

Bar Jubilant
小鉢や梵

早稲田
通り

目白通り

明
治
通
り

新目白通り

外
苑
東
通
り

さかえ通り

Premiere
ef（7F）

早稲田歯科

LIPIT-ISCHTAR 

〒
〒

〒

〒戸山公園

西早稲田中

戸塚二小

東京音楽大

目白小

川村高•中

戸山高

国立国際

医療センター

戸山病院
東戸山小

西戸山中
海城高

保善高

東京富士大•短大

おとめ山公園

雑司ヶ谷霊園

大正
セントラル
テニスクラブ

戸山公園

穴八幡宮

甘泉園公園

学習院女子大

学習院大

早稲田大学
西早稲田キャンパス

早稲田大

早稲田
中・高

都電荒川線

西武新宿線

JR
山

手
線

JR
埼

京
線

東京メトロ東西線
東京メトロ東西線

ブックオフ

消防署

ジョナサン

大正製薬

馬場口

馬場下町

弁天町

高戸橋

戸塚署

目白署

オリジン電気

白十字

TSUTAYA

ピカソ

AOKI

SMBC

西友

ブックオフ

至池袋

至中落合

東
京

メ
ト
ロ

副
都

心
線

東
京

メ
ト
ロ

副
都

心
線

シチズン
プラザ

オレンジコート
ショッピングセンター

BIGBOX

早稲田
松竹

マツダ

N

高
田
馬
場
駅

早稲田

面影橋

学
習
院
下

目
白
駅

鬼
子
母
神
前

高田馬場駅

下落合駅

西
早
稲
田
駅

早稲田駅

雑
司
が
谷
駅

スーパー
三徳

光リフレクソロジー(6F)

本納寺

鬼子母神
大鳥神社

にっこりマッコリ（3F）

Vian

はる吉

高田馬場テクノスキャン

ヒレノコウジ

牛込第二中

鶴巻小

山吹高校

早稲田鶴巻町東

鶴巻町

戸山小

豊島岡墓地

　青柳小

日大
豊山高

日本女子大

元赤城神社

中央総合

病院

〒

正法寺

豊川稲荷
神社

目白台
運動公園

高岡小

氷川神社

〒

本松寺

清源寺

寳祥寺

常泉寺

専念寺

ORANGÉ

大
久
保
駅 大久保通り

JR中央本線

早稲田奉仕園

Le Mont-St-Michel

コリナックス

Four Seasons
Therapy Space

フルールドリス

Daigo

morph

ザ・ハンバーグ

82 高田馬場 CLOVERS
一酔万笑

スパイシーフライヤーズ

サカボン

Nouvelle

asleep

新
大
久
保
駅

イルチブレインヨガ

アン・コトン
えこる

KOKO ATTRACTION

USボーカル教室

おたからや

宝泉寺

ソフトバンク

わせだ動物病院

大黒屋

丸尾眼科

正道会館 

LAWSON
STORE 100

名前： ジモンキー
性別： 不詳
誕生日： 12月9日
好きなことば：『義』と『愛』

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

● ORANGÉ（P5）
● ネイルサロン Vian（P5）
●光リフレクソロジー（P5）
● asleep（P6）
● コリナックス整体院（P6）

● KOKO-ATTRACTION（P6）
● Premiere（P13）
● Four Seasons（P13）
● リフレッシュサロン Nouvelle（P14）
● アイラッシュ ef（P14）

● YOSA PARK フルールドリス（P14）
● Therapy Space（P14）

BEAUTY&HEALTH

● 丸尾眼科（P12）
● 正道会館 東京本部（P12）
● EN COTON アン・コトン（P12）
● サイクルショップ LIPIT-ISCHTAR（P12）
● ソフトバンク早稲田（P15）

● 大黒屋 高田馬場駅前店（P16）
● 早稲田奉仕園（P16）
● おたからや 高田馬場店（P17）
● わせだ動物病院（P17）
● 宝泉寺（P22）

● イルチブレインヨガ 目白スタジオ（P15）
● USボーカル教室 高田馬場校（P16）
● えこる 目白店（P16）
● 洋服のお直し はる吉（P16）
● 高田馬場テクノスキャン（P16）

SERVICE&LIFE

● レストラン＆バー morph（P9）
● 焼肉ビアバー ヒレノコウジ（P9）
● Le Mont-Saint-Michel（P9）
● 小鉢や梵（P9）
● Cafe&Bar サカボン高田馬場店（P9）
● 味工房 一酔万笑（P10）
● 韓国食彩 にっこりマッコリ高田馬場店（P10）
● イタリアンダイニング Daigo（P10）
● Bar Jubilant（P10）
● スパイシーフライヤーズ 高田馬場店（P11）
● ザ・ハンバーグ（P12）
● 82 高田馬場CLOVERS（P12）

FOOD&DRINK

Prem i e r e
プルミエール 高田馬場駅 早稲田口徒歩1分

エクステにない、まつげパーマの仕上がりに
あえてこだわります。メルマガ会員募集中！

正道会館 東京本部
高田馬場駅 徒歩2分

日曜休
新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル2F
03-5285-1966
月～土 11:00～22:00
祝　日 12:00～18:00

休

03-3361-0015
月～金
9:30～12:30 / 14:00～18:00
        （※木曜 13:00～16:00）
土曜 9:30～12:30

新宿区高田馬場3-3-1
ユニオン駅前ビル 3F

入会金半額＆道衣プレゼント
　（ 11/30まで ）

500円で参加できる
1コイン体験レッスン実施中。

結婚相談所 家族くらぶ
四ッ谷駅 徒歩7分

年中無休休

新宿区本塩町15 田中ビル
0120-953-326
8:00～20:00

月会費 1ヶ月分→０円に！

代表は元公務員。正直・誠実な結婚相談室。
安心価格の月会費制。「家族くらぶ」で検索。

スパイシー&セクシーなカラアゲ専門店。
13種類のブレンドスパイスで身体の内側からセクシーに！！
テイクアウト＆立ち飲みOK! さかえ通りにオープン。

スパイシーフライヤーズ高田馬場店
高田馬場駅 徒歩2分

年中無休休

新宿区高田馬場3-4-14-1F
11:00～22:00

スパイシーチキン..........290円
スパイシーポテト..........180円
コロナビール.......... ......350円

特製フィッシュ＆チップスが人気。
１人でも気軽に楽しめる英国風PUB。

82高田馬場CLOVERS
エイティトゥ タカダノババクローバーズ 高田馬場駅 徒歩1分

年中無休休

新宿区高田馬場3-2-5 ANビル2F
03-5348-4877
18:00～翌1:00

2,100円
（初回のみ）

まつげカール
3,150円

↓

お会計から10%OFF
（1日1回のみ）

※パーティープランも使用可

創業20年以上。こだわり抜いた味を
守り続ける手作りハンバーグ専門店。

ザ・ハンバーグ
高田馬場駅 徒歩2分

新宿区高田馬場2-14-7
03-3232-9959
11：00～22：30 年中無休休

まるでおしゃれな雑貨屋。
カラフルでポップな自転車屋さん。

CYCLE SHOP LIPIT-ISCHTAR
リピト・イシュタール メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩1分

新宿区大久保3-13-1-103
03-5155-6412 
11:00～19:30 不定休休

洋服はまだあきらめない、まだ捨てない。
洋服お直し＆着物リメイク専門店

EN・COTON
アン・コトン JR目白駅 徒歩5分

新宿区下落合3-20-3　
03-3954-5321
10:00～20:00 日曜休

「お直し虎の巻」
配布中！

丸尾眼科
 高田馬場駅 徒歩2分

視力のことから斜視、緑内障の治療まで
目に関することなら何でもどうぞ。
主に緑内障の早期発見・治
療、斜視の専門外来と手術、
ドライアイ等の治療を行い
ます。緑内障は20人に1人
とも言われており、自覚症状
がないため一度検査をおす
すめします。併設の丸尾コン
タクトにて、コンタクトレンズの
処方もしています。

丸尾コンタクト
（眼科と併設）

全メーカー取り扱い

トッピング１品無料サービス！
（チーズ・目玉焼・温野菜）

鮮やかなグリーンが映えるお洒落で
可愛い店。珍しい小物を取り揃えて
おり、カスタマイズも楽しめます。

日・祝

1,500円～

1,200円～

2,500円～

◎１日使い捨て

◎２週間交換

◎ハードレンズ

詳細は次のページをチェック！

※祝日はトレーニング
　のみとなります。

  
  
  
　
ク

ーポ
ンつかって、得しち

ゃ
お
う
。

  
  
  
  
  
 こ

のマ
チ、ウキウキウッ

キ
ー
！

携帯からお得な
クーポンをGET!

ジモア秋冬号掲載店
おまとめクーポン！

QRコードでアクセス！

ブックマークしてご利用ください。
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アイラッシュ ef

駅近のエクステ＆ネイルサロン。
オイルクレンジングOK！付け放題3,980円～。
ピンクとゴールドが基調の華やかな店内は
ヨーロッパのお城のよう。エクステは付け放題
120～150本で理想の目元を叶えてくれる。
人気はセーブル。毛がやわらかく持ちが
良いと評判！見た目の印象変わりますよ♥

エフ　高田馬場駅 徒歩1分

 

年中無休　

月～土 11：00～22：00
日・祝  11：00～21：00

新宿区高田馬場4-9-14 ふみビル7F
03-6304-0063

BIG 
BOX

ampm

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA

サンクス

高
田
馬
場
駅

早稲田通り

3,980円
 5,980円
6,980円

高級シルクエクステ 

高級ロイヤルエクステ

最高級ロイヤルセーブル

※すべて 60 分付け放題

特
別
料
金

★
（　 7F）

http://www.eyelash-ef.com/
▼ HPはこちら

YOSAPARK  Fleur-de-l is

座るだけで楽ヤセ！話題のYOSA。
スッキリボディと美肌を目指そう！
ハーブの力で溜まった老廃物や毒素を
排出するYOSA。ハーブミストが全身を芯か
ら温め、血行を良くすることで代謝が促進。
特許取得の専用イスに座るだけ！ボディ
ラインが気になる、冷えやむくみ、生理痛、
便秘など女性特有の悩みに効果的です。

不定休
10:00～22:00 (最終受付20:00)　 

新宿区下落合1-10-7 606　
03-6908-6401※完全予約制

ヨサパーク フルール・ド・リス　高田馬場駅 徒歩8分、西武新宿線 下落合駅 徒歩5分

全メニュー1,000円引き
（※初回のみ※ノーマルコースは500円引き）

ノーマルコース　　　   45分 4,000円
人気！楽ヤセコース       60分 6,000円
スペシャルコース            75分 8,000円

メニュー例

BIG 
BOX

早稲田通り

新目白通り

神田川

ampm

★下落合駅

高
田
馬
場
駅

ジモア見たと
伝えてね！
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カラー・パーマは美容剤で決まる。
だからとことんこだわります。
スタイリストは全て5年以上の経験豊富なスタッフ
ばかり。使用している薬剤もとことんこだわり、髪に
やさしいものを厳選して使用。また高田馬場では
唯一のジョンマスターオーガニック取扱店です。

台湾式でしっかり刺激します。 アットホームな女性専用サロンです。

オールハンドの贅沢を。即効性のあるカップドレナージュ。

高田馬場駅 徒歩２分
セラピースペースTherapy Space

「温・流・解」の3つのポイントでトータルケアを提供。
美と健康がテーマの癒しと安らぎのサロン。
アットホームな空間でエステとマッサージの両方を気軽に楽しめる
サロン。見た目の美しさから内面に至るまでのトータルケアが可能
であり、血行を良くして老廃物の排泄を促すといった身体を根本
から見直す施術を提供。人気メニューは「アロマデトックスリンパ」。
90分間の施術で8時間の睡眠を摂ったのと同等の癒しに導く香り
高いオイルを使用。トリートメントマッサージで癒されながらコリ
やむくみもすっきり取れると評判です。コース内容は一人ひとりの
状態や悩みに合わせオーダーメイド出来ます。満足度の高いオー
ルハンドの施術をぜひ実際に体験してみて☆

火曜
月～金 12:00～21:00　土日・祝 11:00～20:00

新宿区高田馬場3-3-1 ユニオン駅前ビル601
03-6279-3061

★

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA

サンクス

BIG 
BOX

早稲田通り

高
田
馬
場
駅

ampm

　　　アロマデトックスリンパ　　　　　9,450円
オイルリフレッシュ(オーガニックオイル使用)　 8,200円

ボディバランシング（美容整体）　　    60分 6,300円
足ツボ＆リフレ　　　　　　　　 60分 6,300円

人気 !
メニュー例

高田馬場駅 徒歩2分
フォーシーズンズFour Seasons

実力派サロン５周年ANNIVERSARY。
お客様に感謝を込めて全メニュー2,500円均一！

「すべての方に感動を」と高い技術＆最高のおもてなしで人気
を集める実力派ヘアサロンFour Seasons。なんと今年で5周年。
そこで地域の方への感謝の気持ちを込め、ジモア読者の方に
全メニュー2,500円均一のスペシャルキャンペーンを企画！
一流のスタイリストが皆様の要望におこたえします。ヘアスタイルは、
どこか少し変えるだけでもあなたの雰囲気は変わります。まだ、
Four Seasonsの技術をお試しでない方、ぜひこの機会にプロの施術
によるつややかで上質なスタイルを楽しんでみてはいかがでしょ
うか。ワンランク上のキレイをあなたに！

年中無休（年末年始除く）

月～土　10：30～20：30(カット最終19：30)
日・祝　　 9：30～19：30(カット最終18：30)

新宿区高田馬場3-3-2 平成ビル2F
03-5337-1321

デジタルパーマ、縮毛矯正は＋2,000円
単体での施術に限り、別途シャンプー代500円が必要です。

ALL メニュー　2,500円 均一
「ジモア見た」で

★

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA

サンクス

BIG 
BOX

早稲田通り

高
田
馬
場
駅

（新規限定）

新規の方お試し価格

全メニュー 60分 4,200円
※延長は10分ごと1,050円

エンジェルコース

リンパフェイシャル

高田馬場で愛されて18年の人気サロン。
新メニューのエンジェルコースが大好評！
身体の凝りがリンパの流れや血流を止めてしまうことで代謝を妨げ、
肥満の一因に。そんな頑固な凝りやダイエットにお悩みの方に新
メニュー「エンジェルコース」がおすすめ。凝りをほぐすことで理想のボディ
ラインに近づけます。また人気のリンパフェイシャルは流れを改善して
リフトアップと小顔効果が実感できます。一人ひとりの体調や肌の状態
に合わせた施術をしてくれるのが嬉しい！と評判のサロンです。

月曜
火～土 11:00～20：00　日・祝 11:00～17：30 

新宿区高田馬場1-28-4 工新別館ビル4F
03-5272-5292 

高田馬場駅 徒歩2分
ヌーベルリフレッシュサロン Nouvelle

8,820円

11,025円→7,718円

12,600円→

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

TUTAYA

サンクス

BIG 
BOX

早稲田通り

高
田
馬
場
駅

ampm

★

・カット（S.B込）　　　　　5,250円

・カラー（S.B込）　　　　　　 6,300円

・パーマ（S.B込）　　　　　　  7,350円

・縮毛矯正（C.S.B込）　　　 15,750円

・デジタルパーマ（C.S.B込） 15,750円

・トリートメント（S.B込）　　3,200円～

メニュー

ロング料金は頂いておりません。

※ S：シャンプー　B：ブロー　C：カット

広々とした清潔な雰囲気の店内は、賑やかな街中に
あるとは思えないほどリラックスできる空間。

Premiere 高田馬場駅 徒歩1分
プルミエール

BIG 
BOX

高
田

馬
場
駅

早稲田通り

受付10:00～18:50（最終）

新宿区高田馬場4-8-4 オラガビル４F
03-3227-2456

火曜

目元のたるみを引き上げて魅力的な印象に。
人気のまつ毛＆フェイシャルサロン。
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1,890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。

★
メルマガ会員登録で更に特典！

詳しくはお店で。

まつ毛カール 3,150円 →  2,100円

3,990円→  2,980円炭酸パック
（小顔リフトアップ効果）

初
回
限
定

初
回
限
定

30
%
割
引
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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。 ※有効期限2012年3月20日

高田馬場駅早稲田口　徒歩2分
ユーエスボーカルキョウシツ

JR目白駅 徒歩3分東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩30秒

USボーカル教室 高田馬場校

全国1万4,000人以上が通う、
歌う楽しさを学ぶボーカル教室。無料体験実施中！
６歳から80代の方までの生徒が通うボーカル教室。“歌う楽しさを
知ってもらう”をコンセプトに、マンツーマン、親子・グループレッスンなど
の幅広いメニューで、歌うことに苦手意識がある人からプロを目指す人
まで目的にあったレッスンをご提供。カラオケ交流会で仲間づくりもで
きます。まずは30分無料体験レッスンでお試しを！（要予約）
新宿区高田馬場3-12-1 タイリクビル4F
0120-1692-88（電話受付 10：00～20：00／日・月・祝休）

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
★

http://www.us-owners.com/onten/
体験予約は携帯電話からでもOK（空メールをお送りください）
⇒ us@kwml.jp

30分無料体験レッスン
入会金0円（通常10,500円）

各コース 初回月謝 3,000円引き

ジモア読者特典キャンペーン（2012年1/21まで）

高田馬場テクノスキャン

人気の電子書籍化が1冊200円！
“自炊”が出来るセルフサービス店。
雑誌や書籍などを約5～10分でデジタル
データに。「本がたまって部屋が片付かない」
という悩みも一気に解決。分厚い本も便利に
保存できます。裁断込みのスキャンで1冊
200円。時間貸しは1時間1,200円で利用可。

不定休

平日　   11:00～21:00
土日・祝 10:00～19:00 

新宿区西早稲田2-9-11
03-6380-2665

東京メトロ副都心線西早稲田駅・東西線早稲田駅 徒歩7分
洋服のお直し はる吉

こだわりのお直しマジックが大評判！
着古した服はアレンジ自在のリメイクを。
体型の変化などサイズが合わなくなったもの
でも丁寧な職人技で蘇らせます！また自分
だけのオリジナル服を作るリメイクが人気です。
洋服以外にも弁当袋や布バックと幅広く取
り扱っているので、気軽にご相談ください。

不定休 TELにてお問合わせ下さい
11:00～19:00

新宿区西早稲田3-20-6 スパイラルビル2F
03-3203-1943

東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩5分

えこる目白店

あなた専用の「免震中敷き」で健康と歩行改善を。
歩行改善士がいる、足と靴と歩行の専門店。
経産省・厚労省認可の「靴内環境歩行改善協同組合」直営のお
店。お仕事でよく歩く方から歩行困難な方まで。歩き方や姿勢、腰痛
などに悩む方に股関節や骨盤の歪みを足もとから補正する「あつ
らえ免震中敷き」を製作。歩行改善士が身体の歪みを細かくチェック
し、あなただけの中敷き（5,250円）を約10分で製作した後、2～3週
間かけてお客様が納得するまで無料で調整します。

GW・お盆・年末年始
10:00～18:00 新宿区下落合3-18-8

03-5996-0488 

ココロやカラダの状態が分かるオーラ診断。

身体に負担の少ないやさしいヨガなので、
男女問わず幅広い年齢の方が楽しんでいます。

JR目白駅 徒歩10分イルチブレインヨガ 目白スタジオ

心と身体のバランスを保つホリスティックヨガで、
一人ひとりに合った健康と美のトータルサポート。

ブレインヨガは東洋医学と脳科学が統合された、心身を整えるための総合的なホリスティックヨガが
主流。体調を良好にするだけではなく、メンタル面の健康もサポート。意識と呼吸を整えながら体を動
かすことで自然治癒力を高め、本来持つべき体・心・脳の健康を取り戻します。また心肺機能を高める
呼吸法により、基礎代謝量が増え、冷え性、むくみなどになりにくい身体を手に入れることができます。
むくみや冷えによる肩こりや腰痛、生理不順やダイエット、更年期などに悩む方にはおすすめです。男女・
年齢を問わずに誰でも気軽に楽しめるヨガマッサージ、今なら心身の状態が色で分かるオーラ診断と
セットで体験レッスンがお得な1,000円に！期間限定のこのチャンスにぜひ体験してみませんか？

月・祝
受付時間 10:00～22:00（予約制）

新宿区下落合3-12-18 桔梗屋ビル２F（桔梗屋書店2F）
03-3952-7805（要予約）

03-3952-7805（要予約）
体験レッスン受付中！

高
田
馬
場
駅

BIG 
BOX

早稲田松竹

TSUTAYA

早稲田通り

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

全メニュー 10%OFF
メニュー例

メニュー例

◎ジーンズ裾上げ　　　　　 800円
◎ジーンズの穴補修 3㎝四方  500円
◎ウエスト詰め・出し             1,500円～

レッスンの後は血液循環が良くなる特製ブレンド漢方
茶でティータイム。感想などを気軽に話し合います。

ソフトバンク早稲田

新機種続 ！々最新スマホから定番の商品まで。
話題のアイテムを多く取り扱う、ソフトバンク専門店。
地下鉄早稲田駅前すぐ。中高生から大学生、ご近所の方まで幅広
いお客様が集まる早稲田店。話題の新商品はもちろん、秋冬の新
型スマホも強力ラインナップ！一人ひとりのライフスタイルに合った
お得で便利なプランをご紹介します。購入後の各種設定から便利な
アプリのご案内、充電サービスまで、アフターサービスもバッチリ！
アットホームな接客でみなさまをお迎えします。

年中無休
10:00～20:00新宿区喜久井町2-2

03-5291-5533

お得な特典をご用意！
（※ご契約orキャンペーン期間対象）

早稲田
中・高

早稲田通り

東西線
早稲田駅

明
治
通
り

馬場下町

早大戸山
キャンパス

2番
出口
★

大黒屋 高田馬場駅前店

高田馬場駅前の金券ショップ。
ただいま買取強化中です！
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！

日曜（祝日は営業）10:00～19:00

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

高田馬場駅 徒歩30秒

値段提示後、「ジモア見た」で
更に買取金額UP！
※チケットと新品商品は除く

財団法人 早稲田奉仕園

プロ講師から学べる様々な講座を開講。
授業見学（無料）も受付中！
タイ語・韓国語などアジアの言葉や英語を学
べる語学講座、日本語ボランティア養成講座、
水彩画レッスン、ゴスペル講座など多彩な
講座を開講。無料体験のほか随時見学もで
きます。ぜひこの機会に始めてみませんか。

東京メトロ東西線早稲田駅 徒歩5分

★

早稲田
中・高

早稲田通り

東西線
早稲田駅

明
治
通
り

馬場下町

早大戸山
キャンパス

2番
出口

早稲田通り

明
治
通
り

〒
★

◎裁断スキャン   1冊ページ無制限 200円
◎裁断なしスキャン　　        1ページ 5円
◎時間貸し1時間　　　　　    1,200円
    （OCR込、ページ無制限）

新目白通り

目
白
駅

SMBC 

ampm 
★
目白病院目白通り

新目白通り

目
白
駅

SMBC 

ampm 

目白病院

目白通り

スーパー
SANTOKU 高田

至 馬場

受講料1,000円引き
受講申込みの方は

★

日・祝
講座事務受付時間 13:00～19:00

新宿区西早稲田2-3-1
03-3205-5403

http://www.hoshien.or.jp

授業見学無料

出光

体験レッスン＆診断
1,000円3,000円　→

先着10名様　 ヒーリングカードをプレゼント!

靴+中敷き：26,500円～（中敷き加工・カウンセリング費込み）

◎レッスン時間：火～金 10:00、14:00、19:30　土 10:00、14:00　日 10:00

16

副都心線
西早稲田駅

BIG 
BOX

アンリーフ

高
田

馬
場
駅

早稲田通り ★

★

ジモア見たと
伝えてね！
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InformationEVENT
早稲田祭

月11
5日・6日

2011
11月5日(土)、6日(日) 10:00～17:00

※お車でお越しの際も、コインパーキングなどの駐車料金は病院が負担してくれるので、安心して来院できます。

Waseda
Collection 2011

毎年早稲田祭で1、2を争う大人気イベント！「ワセ女をもっと
美しく」をテーマに早大生デザイナー5名と早大生モデル10名
のコラボで繰り広げるファッションショーです。

 日時：11月6日(日)15:20~16:05

 http://wasepro2011.wondernotes.jp/

会場：記念会堂ステージ （戸山キャンパス）

ペットショップにはない、動物病院ならではの親身な
サービスが人気の理由。

病気の検査はもちろん、日々の健康管理やしつけのアドバイスなど日常的にご利用できます。

東京メトロ東西線 早稲田駅1番出口（鶴巻図書館方面）徒歩3分わせだ動物病院

ペットのための総合情報ステーション！
治療はもちろん、トリミングからしつけの仕方まで。

イヌ、ネコを中心に、うさぎ、モルモット、ハムスターなど都会ならではの
小動物も多く診察。日ごろのしつけやペットと一緒に暮らすための知識も
アドバイスしてくれるので、動物のことでとにかく何か困ったら是非一度
ご相談を。また治療だけではなく、通院したことのある動物を対象に、ペット
ホテルのサービスも格安で実施。さらにトリミングやシャンプーで来院
した際には、耳の中のチェック・獣医師の検査なども同時に無償でやって
くれるのも人気の秘訣。ペットショップにはできない、動物病院ならではの
サービスがここにはある。

水曜

午前の部 9:00～12:00　午後の部 16:00～19:30
日・祝  10:00～13:00

新宿区早稲田鶴巻町110
03-3207-9511

ペットの体重測定、
獣医による簡易チェックも
無償でいたします。

さまざまな病気の早期発見に
繋がるおしっこ検査を無料で
行うキャンペーンを実施。
大切なペットの健康のために、
是非一度ご来院ください。

早稲田通り

早稲田
中・高 1番出口

東西線
早稲田駅

鶴巻小前早稲田
鶴巻町西 ★

外
苑
東
通
り

毎年、早稲田の街が最も活気に満ちる、日本最大の約16万人が訪れる学園祭。

地域の皆さんの協力もあって、今回は新生早稲田祭10周年。テーマは｢あなたが変

わる、あなたが変える。｣ 展示やライブ、パレード、屋台など、当日は楽しめる企画が

盛りだくさん！ 早稲田文化のエネルギーをぜひあなたの目におさめてください！

会　場
主　催
ホームページ
問い合わせ先

早稲田大学　早稲田キャンパス・戸山キャンパス・学生会館
｢早稲田祭2011｣運営スタッフ
http://www.wasedasai.net/
｢早稲田祭2011｣運営スタッフ
代表：鈴木雄斗　Tel: 03-3207-0408
e-mail: wasedasai2011staff@wasedasai.net

PICK UP!
早稲田祭

公式サイト

専門スタッフが最新の買取り情報をもとに、高額査定を行ってくれます。

高田馬場駅 徒歩5分おたからや 高田馬場店

迷っているなら今がお得！査定無料、その場で現金！ 
買取強化実施につき、高価買取いたします。

全国200店舗以上を展開する買取専門店、おたからや。アクセサリーやブ
ランド品などを高価買取、その場で現金化してくれます。今、地域で一番を
目指しているココ、おたからや高田馬場店では買取強化を実施しています
が、さらに高く買い取ってもらうコツとして ◎掃除して綺麗にしてから持って
いく ◎付属品と一緒に持ち込む ◎一度にまとめて持ち込む ◎鑑定書・
鑑別所を持参する、などがあります。貴金属やブランド品ばかりではなく、
切手、テレホンカードなどもＯＫ。もちろん査定は無料なので、迷っている
方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか？

水曜
11:00～19:00

新宿区高田馬場4-13-8 ラウンジビル2F
03-5937-5771

BIG 
BOX

ampm

副都心線
西早稲田駅

明
治
通
り

高
田
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駅

★
早稲田通り 西友

〒

「ジモア見た」で
貴金属に限り査定額
10%アップ！
※インゴットを除きます

地域一番、買い取り宣言！
貴金属、ブランド時計、ジュエリー、切手、ハガキ

どんどんお売りください。

指輪１個、
切手バラでもＯＫ！

イヌ、ネコ以外の小動物も診察します。



早稲田松竹
新宿区高田馬場1-5-16
03-3200-8968

　自由の多い大学生ならではの迷いを、早稲田祭運営スタッフ代表の鈴木さ
んもかつて抱いたことがあった。「大学入学当初、何かをやりたいという漠然と
したものはあったが、高校までと違って自分で選択し、何からも強制されない空間に
ポンと放り出され、すごくしんどいと思った。何気なく入った運スタにも全然行
けてなくて。そんな時、寮にいた先輩からこの本をもらって、大学は勉強すると
ころだけではないという選択もあるんだって気付かされた」
　「何気なく入ったところで、何気なく出会った人、自分を感化してくれる人がいる
というのは縁だと思う。人との縁から、自分の世界や人とのつながりが広がって、
色んな人と会えて、色んな話をする中で自分のやりたいものや自分自身を考える
きっかけにもなった。そういうきっかけを与えてくれたのはきっとこの本をくれた
先輩も含め、まさに人との縁。自分も後輩にそんなきっかけを与えてあげたいな、と」
　『あなたが変わる、あなたが変える。』という今年の
早稲田祭のテーマ。参加団体の発信の場、来場者の
「きっかけ」としての場を創り上げたいと掲げられたこの
テーマには、そんな鈴木さんの思いも込められている。
　「１年生の時と今の自分と全く違うのは、今なら自
分だってこの本のようなことが書ける気がする、とい
うこと」そう力強く語る鈴木さんの姿をきっかけに勇
気づけられる仲間や後輩はきっと多いのだろう。集
大成は、秋と共に足もとまで来ている。

Cinema

Vol.7

早稲田松竹×

上田 真之さん

早稲田松竹映画劇場
番組担当

『ダンシング・チャップリン』（2010年 日本 136分) 
監督・構成：周防正行　振付：ローラン・プティ
出演：ルイジ・ボニーノ／草刈民代

チャップリンの名作を題材にバレエとして表現された舞台を映画化。監督は『Shall we ダンス?』
『それでもボクはやってない』の周防正行。世界を魅了した究極の表現美は、きっとあなたの心も揺さぶるはず。

これからの音楽業界を語る上で欠かせないキーワードは「スマートフォン」や「アプリ」。
この新しいツールの登場で今後どんなことが可能になっていくのか？
高田馬場のESPミュージカルアカデミーの杉本先生にお話を聞いた。

『ダンシング・チャップリン』 『現役大学生による学問以外のススメ』
「学外活動」出版プロジェクト　辰巳出版刊　（※版元に新刊在庫はございません）

お題の
映画

Music

Book

Vol.7
MY

マイホン

Interview/ Text：Yuka Oyamada

鈴木 雄斗さん

「早稲田祭2011」
運営スタッフ代表

Vo l . 7
～新しいコンテンツを輸出する時代～

Interview/ Text:Toshifumi Yokota

杉本 和弘さん

「専門学校ESPミュージカルアカデミー」WEBビジネス科（来春開講）
学科長。音楽プロダクションにてアーティストのマネジメント、レコード会社
「徳間ジャパンコミュニケーションズ」にて制作に携わる。同校マネジメント
科を経て、新学科長に就任。音楽業界の若い力の育成に励んでいる。

Report/Text：Satomi Yamaguchi

英会話喫茶ミッキーハウス
新宿区高田馬場2-14-4 八城ビル4F
03-3209-9686
月～土 18:00～23:00

SATOMIの

vol.7

日曜

　今回は高田馬場駅から早稲田通りを早大方面に徒歩３分ほどのビル４階に
ある、およそ30年続く老舗英会話カフェ『Mickey House』をご紹介します。
　英会話カフェといっても、先生と生徒に分かれるのではなく、さまざまな国の
お客さま同士で自然に英会話（仏語や独語なども）を楽しむ場所。旅行者、
留学生、ビジネスマン、学生などの楽しい会話が飛び交っているのです。
　そして実は評判なのが、専門店顔負けの本格スイーツたち。スイーツは
すべてフランス人パティシエ アヌークさんの手づくり。本場から取り寄せた
材料やこだわりの製法で、心を込めて作っているとのこと。
　なかでも交流を大切にする『Mickey House』らしい一品が看板メニューの

「マイローズ・チーズケーキ（500円）」。マイロさんという常連さんが、子どもの
頃の想い出の母親オリジナル手づくりケーキをもう一度食べてみたいと
レシピを紹介。50年以上の時を経て再現されたものなのだそう。ひと口
食べると、ライムとパイナップルの苦味と酸味が意外にも絶妙なハーモニーを
生んでいて、素朴ながらも深みのある味わい。とてもさっぱりしているので、甘い
ものが苦手な方にも大人気☆
　おいしいスイーツと、人との繋がりが魅力の『Mickey House』で、ぜひみな
さんも新しい出会いを楽しんでみては。

　レコード会社が、アーティストの公式アプリをリリースし始めている。同様に
ＣＤアルバムのアプリでは、楽曲はもちろん、ミュージックビデオやビジュアルを
見ることができて、ライナーノーツまで収録されている。これは実際に形を持つもの
ではないものの、「違法コピーに対する抑止力を持ち、かつ価値のあるもの」という
新しいパッケージ商品。その時代のユーザーに適したアイデアを実現することが
重要になってきているのだ。スマートフォンの普及に伴い、音楽業界が活性化する
可能性を秘めていると言えるだろう。それとは別に、現在でもＣＤ売り上げの新
記録が打ち立てられることもある。アーティスト活動を応援するアイテムとしてＣＤ
が売れる、という時代の流れもあるようだ。
　また、今後は世界をマーケットとして「コンテンツを輸出する」ことも重要になって
くる。これは韓国がすでに先行しており、日本でK-POPが流行し、新大久保が韓流
文化発信地として根付きつつある。日本の音楽は一部を除き、まだまだ一連の

「コンテンツ」として売り出せておらず、ビジネスとして成り立っていないのが現状だ。
　新しいツールが日々生まれている現在は、音楽業界にとって新たなムーブメント
が起こる夜明け前のような状態。「スマートフォン」や「アプリ」が音楽を聴くための
メジャーなツールになることは確実である。「エンターテイメント市場の中心にいる
10代や20代の若者たちの熱がもっと高まって、自ら枠をはみ出して世界でも勝負
できるようなトレンドを作っていって欲しいと思います」と杉本さんは言う。ITと
音楽のビジネス的関わりは、確実に深くなっているのだ。

フルー
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☆

山口智美（やまぐちさとみ）

1985年6月21日生まれ/早稲田大学法学部を卒業後、2009年11期ウェザーニュースキャスターでデビュー。
初の主演短編映画「桔梗のお鏡」が公開予定。　☆公式ブログ http://ameblo.jp/yamaguchi-satomi/

11月12日（土）～18日（金）
 『イリュージョニスト』と2本立て上映

　世界的な振付家のローラン・プティ氏(今年7月に
逝去)が、｢犬の生活｣｢黄金狂時代｣｢モダン・タイムス｣
｢街の灯｣などのチャップリン映画の名シーンをモ
チーフに、1991年に初演したバレエ『ダンシング・
チャップリン』。本来2幕20場からなるこの舞台を、
映画監督・周防正行が、第一幕＜アプローチ＞撮影
までの60日間を追ったメイキングと、第二幕＜バレ
エ＞１幕17場の舞台映像に再構成し、新しい映画を
創り出した。
　「ダンサーっていうのは、世界で一番美しいことを
する人なんだ」初演時からチャップリン役を演じて
きたルイジ・ボニーノは、今ではプティに代わって
振付指導を任されている。バレエ・ダンサーとして
ラストダンスになる草刈民代（監督の奥さんでもあ
る）は、ルイジの指導のポイントを的確に掴んで、気

まぐれなヒロイン役や、チャップリンの相手役を表現
力豊かに演じていく。今、いくつもの才能が一つの舞台
に集まり、チャップリン映画が甦るのだ。
　まだ映画に音声がなかった時代の、チャップリンが
跳ねるたび、ヒロインが首をかしげるたびに湧き上る
喜びや悲哀。その身体表現の驚くような美しさが胸を打ち、
感動がフィナーレまで絶え間なく訪れる至福の時間の
連続。観終わったあとに拍手をしたくなるような傑作です。

☆早稲田祭の情報はP18へ
Twitter公式アカウント　@Wasedasai2011

早稲田大学先進理工学部３年。
早稲田祭は早稲田三大行事のひとつで、毎年
15万人以上の来場者でにぎわう一大イベント。
「早稲田祭2011」は11月5日（土）6日（日）
開催。
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○2011 フジテレビジョン／東宝／アルタミラピクチャーズ／電通／スオズC
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PRESENT
ジモア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。

約200店舗のお店情報や
地域情報を発信中！

東京都新宿区西早稲田1-1-2　TEL 03-3203-8383

天台宗
禅英山了心院宝泉寺

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

■ 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

平安の世、西暦８１０年草創。

約千二百年の歴史を誇る「宝泉寺」。その昔、現在の早稲田大学の

キャンパスのほとんどが境内であった寺院です。

そして現在、早稲田大学に隣接する唯一の寺でもあります。

本尊の薬師如来は、現世利益の仏様。

病気平癒、健康祈願、家内安全、学業成就と、この世のあらゆる

願いを叶えてくださる仏様です。

皆様の願いが成就いたしますよう、祈念申し上げます。

早稲田
名物 勝負に勝、受験に勝、就職に勝、

恋愛に勝、病気に勝、なんにでも勝！

合格祈願護符
一体 千円（祈願料込） 五百円

 早稲田
「宝泉寺」勝守り

早
稲
田
受
験
に
勝
つ
！

学
業
成
就

合
格
祈
願

「おん ころころ せんだり まとうぎ そわか」
薬師真言を三遍、心で唱えて事を始めましょう。

〈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／2012年２月15日（水）当日消印有効

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 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

〈あて先〉
〒107-0062　東京都港区南青山6-7-5 ドミール南青山208
COCOLONE株式会社　ジモア編集部プレゼント係

※お一人様何回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。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

スクリーンに甦る
名画に酔いしれる

「ババくる!?」の
ホスト＆ゲストから！

早稲田松竹　　 03-3200-8968問

コリナックス整体院 P5参照
03-3360-1680　

問 オランジェ P5参照
03-3200-0970

問

問

小山力也&
HEY！たくちゃん
サイン色紙  3名様

肌に潤いを与え、
若々しく透明感のある肌へ

オランジェスペシャル
 無料体験チケット

（45分 6,000円相当）  5名様

人気！とろとろでコクのある
濃厚みそらーめん

らーめん１杯無料券 
５名様

早稲田松竹
映画鑑賞券
ペア5組様

「ラーメン特集」登場の
セクシーアイドルから！

復活！ミニスカポリス
サイン色紙  3名様

ハーブの香りと
味わいでリラックスタイムを

オリジナルブレンド
ハーブティー（1,575円相当） 
5名様

赤城牛上ヒレ
1人前食事券（1,500円相当）

3名様

我羅奢 GARASHA　P3参照
03-3203-5946

36名様
に

当たる！
合
計

～ ジモア♥プレゼント ~

希少な赤城牛を
味わえる新感覚焼肉ビアバー

おつまみプレート
＋ワイン１本（持ち帰りOK）5名様

目白の人気フレンチ店から
ワイン付き豪華プレゼント！

ル・モンサンミシェル/ル・テロワール
P9参照
03-6915-3857

問

Chiyoda info.　　03-3589-1871　　http://www.s-palmer.jp/問

 HIKE UPⅡ
レディース23㎝ 各1名
（ブラウン/ベージュ）

ショーン・パーマー 
ふさふさ★もこもこブーツ

※色は選べません。

焼肉ビアバー ヒレノコウジ  P9参照

 070-6518-4129

問
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地元の店舗・企業の皆さまへ

編集スタッフ・撮影モデル＆コラボ団体募集！
地元を一緒に盛り上げませんか。大学生から社会人、主婦の方まで、取材・編集・
営業・WEB制作スタッフを募集しています。また、ジモアとコラボする企業・団体・
ゼミ・サークルも募集中です。

お店や企業のロゴ、店頭看板やポスター等の各種販促ツール、
ホームページ制作などを承ります。お見積は無料です。

地元情報ポータルサイト
　　　　　もあります！

※パソコン＆携帯でご覧いただけます。

フォローミー！@JIMORE1
◎フォロワー3,400人

http://www.facebook.com/JIMORE1
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ゲスト：小山力也

復活！ミニスカポリスがラーメン激戦区に出動！！
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！？」

歯科矯正のイメージが変わる。
もっと自然に、もっと目立たない治療へ。

歯並びの改善は、歯の健康にとっても大切。

歯科医と言っても、虫歯治療などを行う一般歯科、親知らずの抜歯や顎関節

症の治療を行う口腔外科、歯の矯正などを行う矯正歯科など様々で、それらは

医院が別々になっていることも。しかし早稲田歯科・矯正歯科クリニックでは

各分野の専門医がいるので、歯の総合的な診察が可能。万が一、矯正中に虫

歯になってしまっても、矯正歯科医と一般歯科医の連携で、患者さんに一番適

した診察・治療法を提供できるそうだ。歯は一生使うものだから、何でも相談で

きて長くおつきあいできる歯医者さんに診てもらいたいですね。

「歯の矯正治療をしたいけど、あの銀色に光るメタル装置が恥ずかしい…」、

「目立たない矯正装置はないのかな？」など、歯並びは気になりながらも、

治療への第一歩がなかなか踏み出せない患者さんも多いはず。ところが、

最新の矯正治療を行う早稲田歯科・矯正歯科クリニックでは、歯の色に溶

け込むナチュラルな白さのセラミックブラケットとホワイトワイヤーを使用。

自然な白さで歯とマッチングする「目立たない矯正治療」を行っているそう。

“魅せる”矯正治療なら、いつも通りの笑顔で過ごせるのが嬉しいですね。

笑ったり、話したりしても気にならない。
最新の“魅せる”矯正治療は、ナチュラルな白さで目立ちにくい。

歯科医師もスタッフも、全員女性。
予防歯科、虫歯治療も。何でも相談できる地元の歯医者さん。

スタッフは全員女性。とても和やかな雰囲気で、初めての方も安心。気軽に何でも相談できます。

何歳頃から始めるといいの？

治療開始に最適な時期は、個人差があります。お子様
の場合は、永久歯が生える６～７歳頃が多いです。不安
なことがある方は、早めにご相談してください。

Q1. 大人でもできますか？

年齢制限はありません。歯と歯肉が健康であればどな
たでもできます。当院の目立ちにくい矯正治療は、日
頃の生活でも周囲からあまり気付かれないようです。

Q2. 治療期間と通院間隔は？

一般的には動的治療に１～３年、治療後の保定に１～
２年以上です。通院は通常１カ月に一度くらい。保定
期間中は数カ月から１年に１回の通院になります。

Q3.

インビュー メタルブラケット→←

～初めての矯正治療Ｑ＆Ａ～ 

教えて！地元の歯医者さん

相談だけのご来院も歓迎します！

歯を健康に保つためには歯磨きだけでなく、実は「歯並び」がポイント。歯並びがどう

歯の健康に影響するのか、最新の矯正治療を行っている早稲田歯科・矯正歯科クリ

ニック代元先生にお話を伺いました。

「“歯並びが悪い”と、実は健康に大きく影響します。例えば、●歯磨きしにくく、虫歯や歯

周病にかかりやすくなる。●噛み合わせの悪さで、胃腸などの消化器官への負担が

大きくなる。●顎の成長が悪い方向に進む場合や、発育不足を起こすことがある。

●コンプレックスから、精神面に悪影響を与える場合がある。など様々な影響がある

んです」と話す。健康状態や精神状態の不調が、実は歯並びの悪さからくるものだっ

たということも少なくないそう。気になる方は、まず相談してみるといいかもしれません。

至 高田馬場

至 早稲田至 高田馬場

セラミックブラケット「インビュー」

早稲田歯科・
矯正歯科クリニック

明
治
通
り

早稲田通り

諏訪通り
至 新宿

早稲田歯科・矯正歯科クリニック 代元先生

　http://www.waseda-dc.jp

早稲田歯科・矯正歯科クリニック
Waseda Dental & Orthodontic Clinic

TEL.03-5155-0085新宿区高田馬場1-1-13 セントエルモ西早稲田1F
明治通り沿い オリンピック並び　2番出口すぐ

診療時間
月～金
am 9:30～pm7:00
土・日
am10:00～pm7:00

日曜も診療

診療科目 ○歯科　○矯正歯科 日本矯正歯科学会認定医

休診日  祝日ご来院の方に歯ブラシ差し上げます！ジモアを見たとお伝えください。

Photos courtesy of TP Orthodontics,Inc.

オリンピックオリンピック

マルエツ

東京メトロ
副都心線
西早稲田駅出口2
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