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で一緒に同じ目的地を目指 ターチャイルド」をスポン
し、誰も置いてきぼりにな サーにしたチームを結成し
これはニューヨー
らないようチームワークを ています。
発揮しながら走るのはソロ クの自転車イベントを取り
ライドでは味わえない喜び 仕 切るセンチュリー・ロー
と爽快感が感じられます。 ド・クラブ・アソシエーション
チームで走る際、先頭ポ （ Ｃ Ｒ Ｃ Ａ ）認 定の唯一の
ジションは風の抵抗が強い 日系チームで、日本人を中
ため事前にローテーション 心にいろんな職種、人種の
人ほどのメンバーが毎週
を決めておきますが、慣れ
てくると「先頭が疲れてそ 末集まって楽しくライドし
うだな」と感じたら自然と ています。
前に出て交代してあげると
いったあうんの呼吸も生ま ―ニューヨークを走行する
れてきます。「集団で走る」 上で注意すべきことは？
多 くの道 路で自 転 車 専
という意識が重要ですが、
情報交換もできますし、グ 用のレーンが設置されてい
ループライドから始めてみ るものの、車、バイク、歩 行
者 と 交 通 量 が 非 常に多い
るのもおすすめですよ。
マンハッタンは危 険がつき
ものです。自転車に気付か
ず 左 折 する車に巻 き 込 ま
れてしまうことも。スピー

秋はみんなでサイクリング！

Eメール: f u t o s h i . m u k a i @
gmail.com
ウェブ: Starchildny.com
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1990年に来米。
イーストビレッ
ジにある日系保育園「スターチ
ャイルド」園長。50歳から本格
的にロードバイクを始め、2019
年にチーム・スター・チャイルドを
発足。地元のアマチュアレース
からカフェライドまで幅広く活動
する。現在同チームではメンバ
ーを募集中。自転車を始めたい
人、
ライドやレースに興味のある
人は下記のEメールまで!

―どんなチームで走ってい
ますか？
僕が経営する保育園「ス

電動アシストの付いたEバイクは、
スピー
ドの出し過ぎに注意しよう

スポーツの秋に最適！
いろいろ楽しめる自転車の魅力

向井太さん

エリ ア ごとに 異 なる 街 お す すめできません。ニュ
並みが楽しめ、近距離移動 ーヨークでは毎年 月に開
も多いニューヨーク市内で 催される市 内 区を自 転
は、気軽に乗れる自転車が 車で疾走する「ファイブ・ボ
重宝する。
ロー・バイク・ツアー」など
効 率 的で財 布 や 環 境に のロングライドのイベント
も優しい。
そんなメリットい も多いので、参 加してみる
っぱいの自転車の魅力を自 と楽しいと思います。
転車愛好家の向井太（ふと
それからゆるぽた（ゆる
し）
さんに聞いてみた。
いポタリング）
やカフェライ
ドと呼ばれる自転車でのん
―自転車の楽しみ方とは？
びり 散 歩 し た り 飲 食 し た
代表的なものはサイクリ りする走り方もあります。
ングやレースです。レース
はロード、サイクロクロス、 ―初心者はどのように始め
タイムト ライアル、ヒルク ればいいですか？
ライムとさまざまな方式で
一人で自由に走るのは楽
走行タイムを競うものがあ しいですが、集 団で走るグ
りますが、大けがの危険も ループライドもまた違った
伴うので初心者にはあまり 魅力がありますよ。みんな

レースにも参加する向井さんのチームの
走りは息ぴったりだ
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秋も深まってきた今日この頃。風を感じなが
ら気持ち良くサイクリングするのはいかが？
今号は、知れば乗りたくなるニューヨーク
ならではの自転車の楽しみ方を紹介する。
（取材・文／中沢絵里奈）

ドを出し過ぎず、常に前後
左 右 を 確 認 して安 全に注
意しなければなりません。
最近はシティーバイクでも
Ｅバイクを提供しています
が、電動自転車は想像以上
にスピードが出るので特に
気を付けてほしいですね。
―おすすめの自転車は？
ニューヨ ー クは 舗 装 さ
れていない凸凹道も多く、
舗 装 路 を 速 く 走ることを
目的にしたロードバイクで
は、タイヤが細過ぎて石畳
や側 溝にハマってしまうこ
とも多く危険です。タイヤ
が太めの山道用のグラベル
バイクならサスペンション
も効いていて、乗っていて体
も痛くないので街乗りに適
していると思います。
―自転車の魅力とは？
行 き 先 や 速 さも 自 分 次
第で、自 分の脚でこいだ分
だけ進める。それから健康
にもすごく良いです。ラン
ニングよりも脚への負担は
自転車の方がはるかに少な
いんですよ。安全を第一に、
自転車を楽しむ仲間がもっ
と増えてほしいですね。

おすすめのサイクリングコース
ニューヨークでサイクリングするにはどこを走ればいい？
おすすめの定番コースを向井さんが教えてくれた。
を 生で感 じる 気 持 ち 良 さ
は自転車に乗ってでしか味
わえない。
次の週末には思い切って
サイクリングで郊外まで足
を伸ばしてみては。

Strictly Bicycles: 2347 Hudson
Terrace, Fort Lee, NJ 07024
／TEL: 201-944-7074／WEB:
strictlybicycles.com

ライダー憩いの
スポット
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ハドソンリバーをひたす ら北上！
自転車専用レーンが延びる９Ｗを走る

37

NEW YORK

ジョージ・ワシントン・ブリッジを渡った付近にあるのがバイクショッ
プ「ストリクトリーバイシクルズ」
だ。自転車やアイテムを販売す
る他、
熟練のスタッフが修理・点検も行ってくれる。市内ではハ
ドソンヤードにもショップがある。

Brooklyn

れている（歩行者の飛び出
しには注意しよう）
。
緑 豊 かな 草 木に囲 ま れ
た同レーンは下りと上りの
両車線があり、晴れた日に
は美しいハドソンリバービ
ューとニュー ジャー ジーの
ビル群を川越しに一望でき
るのも魅力だ。
ちなみに東側にも同様に
イースト・リバー・グリーン
ウェーがあるが、 丁 目か
ら 丁目までが途切れてい
るため、
一気に駆け抜けた
いならハドソンリバー側が
おすすめとのこと。

フライウィールパーク
（ピアモント）

「マンハッタン内は車や歩
行者が多過ぎるので、本当
の自 転 車の爽 快 感 はなか
なか味わえないんです」
。
そ う 語る 向 井 さ ん が 勧
める 市 内の自 転 車コース
は、
マンハッタン西側の川沿
いにあるハドソン・リバー・
グリーンウェー だ 。
この道
路は、島の南 端バッテリー
パークからインウッドをつ
なぐウォーターフロントの
自転車やスクーター専用の
レーンとなっており、車と
接触する心配がないサイク
リングロードとして親しま

ナイアック

「ストリクトリーバイシクルズ」って？

■歩道ではなく車道を走行する
■車の信号機に従う
■自転車専用レーンがない場合は道路
の右側を走行する
■走行中、
両耳をふさぐイヤホンやヘッ
ドホンは禁止
■自転車ベルを装着する
■ヘルメットの着用を推奨（14歳以下
は必須）
■Eバイクで自転車レーンを走行する
際は時速30マイル以下を維持しなけれ
ばならない

Manhattan

きち ん と 守 ろ う !

Fort Lee

ニューヨークの

自転車交通ルール

Bronx
ハドソン・リバー・
グリーンウェー

50

ジョージ・ワシントン・
ブリッジ
ストリクトリー
バイシクルズ

市内の自転車レーン情報をチェック!
NYC BIKE MAPS
nycbikemaps.com

バッテリーパーク

80

気分に合わせてコースの長 ず。「もし１００マイル
（約
さは自由にカスタマイズ！
１６０キロメートル）
コー
スに挑 戦したかったら、そ
さらに本格的にサイクリ のままさらに北上してベア
ングを楽しむなら、セント ーマウンテンを目指してみ
ラルパークを越 え、ジョー てください」
と向井さん。
ジ・ワシントン・ブリッジを
このハドソンバレーにそ
渡ってみよう。
マンハッタン びえる標高１２００フィー
の美しい摩天楼を横目にニ トの山 、ベアーマウンテン
ュージャージー州フォート は世界的なアマチュアレー
リーに入れば、広々とした ス「グランフォンドニューヨ
自 転 車 道 が設 置 されたル ーク
（ＧＦＮＹ）
」が開催さ
ート９Ｗに合流できる。そ れる場所としても有名だ。
のまま 北 上 し、ニューヨー 平 坦な道ではなく、アップ
ク州とニュージャージー州 ダウンのある山道、砂利道
の州境を越えた先にあるカ を 乗 り 越 えな ければな ら
フェ
「ザ・９Ｗ・マーケット」 ないが、その先には壮 大な
が見えたら休憩スポットに 湖や紅葉、山頂といった絶
到着だ。
景を楽しめる。
も ちろん 疲 労 を 感 じた
マンハッタンの喧騒
（けん
らこの辺りで引き返しても そ う ）から 離 れて、自 分の
良し。「まだまだ行ける」と 脚でこぎな が ら 自 然 や 風
感じたら、そこからさらに
北上してハドソン川沿いに
ある小さな街、ピアモント
にあるフライウィールパー
クやナイアックのメモリア
ルパークに立ち寄ってみよ
う。地元のレストランやカ
フェ、
ベーカリーなど趣のあ
る街も堪能できるだろう。
ここまでで往復約 マイ
ル
（約 キロメートル）
以上
のサイクリングとなり、か
なりの達成感が得られるは

NEW JERSEY

Tarrytown

NEW YORK

60

Dobbs Ferry
ザ・９W・マーケット

Yonkers
Tenafly

景色を楽しみながら走行できる
ハドソン・
リバー・グリーンウェー
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参加して
みよう!

ライドイベント情報

走行スピードは随一!

クロスバイク

ロードバイク

ニューヨークではさまざまなライド（サイクリン
グ）大会が開催されている。市内の大きなライ
ド大会はほぼシーズンを終えてしまったが、ロ
ーカルのイベントは随時開催しているので気
軽に参加してみるのもいいだろう。

Photo by Trek

Photo by USA Cycling

Photo by Specialized

ロードバイクとグラベルバイクの特徴を掛け合わせたハイブリッ
ドタイプ。
英語ではハイブリッドバイクと呼ばれる。
グラベルバイ
クよりもスピードが出せ、
太めのタイヤと広めに設定されたフラ
ッドバーハンドルにより、
未舗装路でも安定した走行ができる。
価格はロードバイクよりも手頃で500ドル台からある。

舗装路でスピードが出せるタイヤの細さと20段前後ともなるギ
ア変速数の多さが特徴。
ドロップハンドルで前傾姿勢を取りや
すく、
風の抵抗も受けにくい。
フレームにはアルミやスチールを
使用した軽量さから、
長距離の本格サイクリングやレースに適し
ている。
価格は1000ドルを超えるものが多い。

FX 1
（トレック）
／599ドル99セント

アレッツスポーツ
（スペシャライズド）
／1400ドル

【開催日】9月29日
（木）午前5時45分〜
【場所】
セントラルパーク内
【距離】24マイル
【参加費】New York Cycle Clubへの入会（ト
ライアル1ドル）

便利なコンパクトサイズ
ミニベロ

キャンプやレジャー向き
グラベルバイク

バイク・ザ・ブロック・マンハッタン
【開催日】10月2日
（日）正午〜
【場所】
パークアベニュー（116〜125ストリー
ト）
【距離】0.5マイル
【参加費】無料

サイクルNY・ロング・アイランド・ライド
【開催日】10月9日
（日）午前8時30分〜
【場所】
ロングアイランド
（ストーニーブルック）
【距離】25マイル／50マイル
【参加費】80ドル
（ランチ、飲み物付き）

ツール・
ド・ブロンクス
【開催日】10月23日
（日）
※時間は後日発表
【場所】
ブロンクス区内
【距離】10マイル／25マイル／40マイル
【参加費】無料

Photo by Tokyobike

Photo by Cannondale

フランス語で
「小さい自転車」
を意味するミニベロは、
タイヤが
20インチ以下のものを指す。
折り畳みタイプも多く、
収納スペー
スの節約、車、電車への持ち運びにも便利だ。小回りが効く他、
こぎ出しが軽いのもメリットといえる。
長距離走行には不向きだ
が、
信号や曲がり角が多いニューヨークの街乗りでは重宝する。

砂利道などの未舗装路を走行できるように設計されており、
太
めのタイヤやぬれた路面でも止まりやすいディスクブレーキを
搭載している。
ドロップハンドルの本格仕様でキャンプなどのア
ウトドア向けだが、舗装路の街でも乗り疲れせずに走れるハイ
スペックさが人気。
価格の目安は1300ドル以上となる。

ミニベロ
（トーキョーバイク）
／900ドル

トップストーン4
（キャノンデール）
／1325ドル

シティーバイクも良いが、高機能を備えたスポーツバイクも
おすすめだ。用途や予算別に自分に合ったバイクを探そう。

ロボ・セントラル・パーク・ラップス

スポーツバイクに乗ってみよう！

通勤や街乗りに
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歌手のカーディ・Ｂ

11

町が営業差止を請求

ナマケモノ園

ロングアイランド

——————————
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クイーンズ

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック
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暴行罪で社会奉仕
２ ０ １ ８ 年にクイーン
ズ区の
「エンジェルズ・スト
リップ・クラブ」
で起こした
暴 行 事 件に関し、ラッパー
のカー ディ・Ｂことベルカ
リス・アルマンザー被 告は
日、第３級暴行罪と無謀
な 危 険 行 為で有 罪 を 認 め
た。同日付ＰＩＸ が伝え
た。同被告はバーテンダー
と口論の末、取り巻き２人
と共にイスやビンなどを投
げつけたりして店員２人を
負傷させた。 年に司法取
引を拒 否して無 罪を主 張
したが、 件の容疑で起訴
され、クイーンズ郡刑事裁
判 所は 日 間の社 会 奉 仕
を命じた。カーディ・Ｂは
日、ブロンクス区にある母
校のミドルスクールを電撃
訪問し、 万ドルを寄付し
ている。
15

サフォーク郡アイスリッ
プ当局は、ホーポージの動
物ふれあい施設「スロース・
エンカウンターズ」の閉 鎖
を求 める終 局 的 及 び仮 差
止 命 令を、リバーヘッド 最
高 裁に請 求 すると 発 表 し
た。 日付パッチが伝えた。
ドルを 払い、ナマケモノ
を 抱いたり 触ったり、
エサ
を 与 えた りできる 同 園に
は、野 生 動 物 所 持、消 防 署
の承 認 を 得 ない建 物 占 有
など、町の条例違反４件で
違反切符が出されていた。
同 園は「ナマケモノは大 切
に扱われており、適切な許
可を得ている」
とし、
条例違
反 ４ 件に対し無 罪を主 張
している。
14
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ューターのハッキング２件、 か ら 無 期の判 決 が 下 され
ニューヨークシティー
サイバー恐 喝の４ 件で、
マ た。同日 付 Ｎ Ｂ Ｃニューヨ
タクシー料金改訂案 ンスール・アハマディ、アフ ークが伝えた。ジュニアさ
年ぶりの値上げか マド・アグダ、アミール・ラ んはメンバー５人に対立集
バリ各被告を起訴した。州 団の一員と間違えられ、逃
ニューヨーク市のタクシ 内では、
ユニオン郡の自 治 げ 込 ん だ ボ デガから 引 き
ー・リムジン委 員 会（ Ｔ Ｌ 体 やモリス郡の会 計 事 務 ずり出されてナイフやナタ
Ｃ）は、２ ０ １ ２ 年 以 来と 所などが被害にあった。３ で刺殺された。
この残忍な
（ 歳）
は精神
なるタクシー料金の値上げ 人はイランにいると考えら 映像は拡散され、世間を震 マーディ被告
的な問題を抱え、産後うつ
を提案した。 日付ゴッサ れ、
撼させた。実行犯５人は
逮捕はされていない。
ミストが伝えた。
これによ
年に有 罪 判 決 を 受 けてお に苦しんでいた可能性があ
—————————— り、残りの被告６人に対す る。事 件 前、同 被 告の奇 妙
ると基本料金を２・ ドル
な言動を心配した親族が、
から３ドル、追加料金を混
る裁判は係属している。
ニューヨークシティー
子 供に危 害 を 加 える可 能
雑時は１ドルから２・ ド
—————————— 性があると判断し、通報し
ル、夜間は セントから１ 巨大人形が出現！
た。警 察は捜 索の末、 日
ドルになる。
マンハッタンと
市内各地を訪問
スタテンアイランド
午前３時頃、びしょ濡れで
Ｊ Ｆ Ｋ 国 際 空 港 間の均一
裸足でブライトンビーチを
高さの フィートの巨大 事故死の警官を追悼
料金は ドルから ドル、
追加料金はラガーディア空 人形「リトルアマル」が、
元ＭＬＢ投手 歩いていたバスローブ姿の
被告を発見。午前４時 分
港発着が５ドル増、ニュー 日 間 かけて市 内 各 地 を 巡
日に交 通 事 故 死した 頃には自宅近くの海岸で、
シアタープロジェクトが
アーク空港発着は ・ ド る、
ルか ら ド ルに値 上 げ す 始まった。 日付ＮＹ１が 元メジャーリーグ投 手、ア ザッカリー君（７歳）、リリ
る。ＴＬＣは平均利用料金 伝えた。 歳のシリア難民 ンソニー・バルバロさん（享 アナちゃん（４歳）、生後３
は ％増、運転手の収入は の女の子という設定のリト 年 歳 ）の葬 儀 が、 日に カ月のオリバー君の遺体が
％増となると推算する。 ルアマルは、 人の操り人 スタテンアイランド区で行 発見された。
シリ われた。同日付ＣＢＳニュ
料 金 値 上 げに関 する公 聴 形師が操作して動く。
——————————
会は 月６日に予定されて アとトルコの国境からイン ーヨークが伝えた。バルバ
グランド北西部のマンチェ ロさ ん は 同 時 多 発 テロ追
いる。
マンハッタン
スターまで、
ヨーロッパを横 悼式典の警備を志願。現地
—————————— 断する５０００マイルの旅 に向 かう 途 中 、ニュージャ 「オペラ座の怪人」
を終 えた 後、ニューヨーク ージー・ターンパイクで、逆
来年２月に公演終了
ニュージャージー
へやってきた。移 民や難 民 走 事 故に巻 き 込 まれて亡
ランサムウェア攻撃 への関心を高めることを目 くなった。スタテンアイラン
ブロードウェーで最も長
指 すプロジェクトの一環と ド 出 身のバルバロさんは、 く上演されているミュージ
イラン人ハッカーを起訴
して、観 光 名 所やコミュニ ２００５年にマリナーズに カル「オペラ座の怪人」が、
周 年を迎 える数 週 間 後
日、国内外でサイバー ティーなど市 内 カ所で、 入団。
その後ブレーブス、カ
攻撃を行ったイラン国籍の 地元アーティストや指導者 ブス、
レッドソックスでプレ の、来年２月 日に終演す
男３人が起訴された。同日 らと企画した、地元に根ざ ーした。友人によると、
テロ る。 日付ＦＯＸ５ニュー
このアン
付ＡＢＣ７ニューヨークが した特別イベントを行う。
事件をきっかけに警察官を ヨークが伝 えた。
伝 えた 。ニュー ジャー ジー
目指すことを決意し、 年 ドリュー・ロイド・ウェバー
——————————
の
作
品 は 、１ ９ ８ ８ 年 以
州ニューアーク連邦裁判所
に
引
退
後
は
港
湾
局
警
察
官
来、
マジェスティック・シアタ
に 提 出 さ れた 起 訴 状 によ
として６年間勤務した。
ブロンクス
ーで１ 万 ３ ５ ０ ０ 回 以 上
ると、国 内 外の医 療 施 設、
——————————
上
演
さ
れ
、
１
９００万人が
電力会社、輸送機関などの ギャングリーダー
鑑賞した。
しかし舞台装置
組織やインフラを標的にし
殺人を命じ懲役刑
ブルックリン
や衣装、大人数のキャスト
たランサムウェア攻撃に対
とオーケストラの維持費が
日 、２ ０ １ ８ 年 ６ 月 三人の子を溺死
し、
ハッキング謀議、
コンピ
にブロンクスで起きたレサ
母親を殺人罪で起訴 かさみ、パンデミック後に
収益が変動する中、経営難
ンドロ
「ジュニア」グズマン
ブルックリン区コニーア になった。同作品は 年代
＝フェリスさん
（享年 歳）
殺人事件で、殺害を命じた イランドで、子供３人を溺 半ば以降、１８３都市で上
トリニタリオス・ギャング 死させた母親が、殺人罪な 演されており、広報担当に
ロンドンやその他
のリーダー、
ディエゴ・スエロ どで起訴された。 日付ニ よると、
（ 歳）
、
フレデリック・ゼン ューヨ ー ク ポ ス ト が 伝 え の国での公演は続けられる
エリン・ という。
（ 歳）両 被 告に懲 役 年 た。親 族の話では、
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9月2日
（金）〜9月30日
（金）

NYジャピオン RAMEN WEEK 開催
ニューヨーク・レストラン・ウィークは終わったが、

クーポンの使用方法

食欲の秋はまだまだこれから。
そこでNYジャピオ

① QRコードを読み取る

ンが
「NYジャピオンRAMEN WEEK」
を開催！

② お会計時に10%オフクーポンを提示

10%
OFF

期間中は参加店舗で、
いつでも・どこでも・何度で

③ 質問に答え、
フォームを送信する

も10%オフのクーポンが利用できる。
クーポンは
QRコード、
またはNYジャピオンのInstagramや

クーポンの使用条件

LINEから取得が可能。

① 1杯以上のラーメンの注文で合計から割引
② 店舗でのみ使用可能
（オンライン・テイクア
ウトは不可）

期間中思う存分ラーメンを食べて、
ニューヨーク
のラーメン通になろう！

※多店舗展開の場合は参加店舗にご注意ください

クーポンはこちらから

Midtown East / Hell's Kitchen

Totto Ramen

Midtown East

Hide chan Ramen

自慢の鶏白湯やヴィーガンも

とんこつベースが人気NO.1

鶏白湯スープをベースに、
スパイシー、みそ白湯
メニューなどを展開。昆布、
しいたけベースのベ
ジタブルラーメンは、
ヴィーガンやヘルシー志向
の方にもおすすめ。

本格派とんこつに加えて、坦々麺やかつおだしで
作る濃厚なだしラーメンもおすすめ。
好みに合わ
せて麺の種類と硬さを選べて、
スープの種類も豊
富！おつまみも多いので居酒屋利用にも最適！

店から一言！

店から一言！

さっぱりとしながらコクがある鶏白湯スープに中細ス
トレート麺を合わせたTOTTO ラーメンをぜひ！

日本で食べるラーメンをNYでも！という方なら是非
ひでちゃんへ！落ち着いた空間でごゆっくりどうぞ

Midtown East
248 E. 52nd St., 1st Fl.／212-421-0052
● Hell’s Kitchen
464 W. 51st St.／646-596-9056

248 E. 52nd St., 2nd Fl.
TEL: 212-813-1800
Instagram @hidechan_ramen

●

West Village

E.A.K. Ramen

Union Square

Kyu Ramen

横濱家系ラーメンを世界に

日本3大ラーメンを世界で展開

一 番 人 気のメニューは、
「とんこつしょうゆ」
（$17)。
ラーメン好きには定番の、
スープにのり
をつけてライスと一緒に食べる、
この食べ方が家
系ラーメンの醍醐味。
ぜひ試してみて。

2014年の開店から、
現在世界に126店舗以上を
構える人気店。
日本のラーメンを研究し尽くした
同店では、
日本の3大ラーメンである九州塩、
東京
しょうゆ、
北海道みそが食べられる。

店から一言！

店から一言！

1号店であるウェストビレッジ店のみが対象です。
ぜ
ひ、
食べにお越しください！

美味しさの秘密は黒にんにくとこだわりのチャーシ
ューにあり！ユニオンスクエア店で待ってます！

469 6th Ave.

210 E. 14th St.

TEL: 646-863-2027
Instagram: @eakramenwestvillage

T EL: 646-692-4120
Instagram: @kyuramen.usq

※対象はウェストビレッジ店のみ

※対象はユニオンスクエア店のみ

ジャピオンのInstagramやLINEからもクーポンを取得できます！
【NYジャピオン公式Instagram】
ニューヨークにある日本食やアジアン
フードを紹介。
アジア料理を探す際は、
ぜひ弊社のアカウントをチェック！

気になる方は
今すぐフォロー☆

【NYジャピオン公式LINE】
公式LINE限定のクーポンや、
お得な情報
を配信！気になるニュースやヘルスケア、
求人情報などもすぐにチェックが可能。

スキャンして
今すぐ友達登録！
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Lower East Side

Lower East Side

Ivan Ramen

Zest Ramen

こだわりは丸鶏とだしのWスープ

ラーメン以外のサイドメニューも充実

2007年に東京の世田谷で開店したのが始まり。
こだわりは開店当初から変わらない、
大阪で作っ
ているだしと丸鶏を合わせたWスープ。
ダイナース
タイルの店内で、
ビールやワインも楽しめる。

日本のラーメン、
オイスターバー、
お酒が楽しめる
お店。
たこ焼きや餃子、
牡蠣フライなどのサイドメ
ニューも充実している。豚骨ラーメンやみそラー
メンのほか、
ベジタリアンラーメンも販売。

店から一言！

店から一言！

世代にとらわれずに子供から大人まで誰でも楽しめ
る、
「居心地の良いお店」
がコンセプトです。

驚き価格の美味しいラーメンを食べにぜひお越しく
ださい！7時前にはハッピーアワーも開催中。

25 Clinton St.
TEL: 646-678-3859
Instagram: @ramenjunkie

112 Eldridge St.
TEL: 212-226-2801
Instagram: @zestramen

© Daniel Krieger

Chinatown

Upper East Side

Shinka Ramen & Sake Bar

名人ラーメン

ラーメンコンテスト優勝店

ニューヨーク初の牛だしラーメン

2019年のジャパン・フェス国際ラーメンコンテス
トで優勝の経験があり、
世界に誇る牛骨髄ラーメ
ンの本場と自負する。
マンハッタンのチャイナタウ
ンに構える店内には、
バーカウンターも併設する。

ニューヨークに初めて牛だしラーメンを持ち込
み、開店当初より地元に愛され続けるお店。代表
的なメニューは、
「名人味噌ビーフラーメン」
。
丼ぶ
りや巻き寿司など、
メニューの種類が充実。

店から一言！

店から一言！

「LIVE RAMEN. LOVE RAMEN.」
私たちのラーメン作りは愛で溢れています。

今まで食べたことの無いほど最高な、
当店の牛だし
ラーメンをお楽しみください！

93 Bowery.
TEL: 212-343-8111
Instagram: @shinka_ramen

1574 2nd Ave.
TEL: 212-327-2800
Instagram: @meijinramenofficial

Sunnyside

Woodside

FUYU RAMEN & SAKE

THREE BOWLS RAMEN

2019年に開店以来、
新鮮な食材を使用しつつも、
低価格での提供に努める。
日本人ならラーメン、
韓国人なら丼ぶりなど、
それぞれの馴染みや好み
に合わせたメニューを用意する。

日本産の食材を使用し、
日本・韓国にインスパイ
アされたさまざまなコンフォートメニューを提供
する。
2017年にオープン後、
その本格さから世代
を越えて愛され続けるお店。

店から一言！

店から一言！

つけ麺や坦々麺など種類が豊富

寺川麺を使用する本格ラーメン

ラーメン＋小サラダ＋丼ぶり
（$16〜$18）
のランチス
ペシャルがおすすめです！

お店に一度来たら、笑顔で満足になること間違いな
し！あなたのお気に入りのラーメンとなるでしょう！

46-17 Queens Blvd.
SunnySide, NY
TEL: 718-786-2200
Instagram: @fuyu_ramen

6328 Roosevelt Ave.
Woodside NY
TEL: 718-406-9907
Instagram: @threebowlsnyc

UPPER
WEST SIDE

❽

UPPER
EAST SIDE

参加店舗（順不同）
❶ Totto Ramen

❶

❷ Hide chan Ramen

HELL’S
KITCHEN

❸ E.A.K. Ramen
❹ Kyu Ramen
❺ Ivan Ramen
❻ Zest Ramen
❼ Shinka Ramen & Sake Bar

ASTORIA

Manhattan

❿ THREE BOWLS RAMEN

❶
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Murray Hill
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❸
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❺
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気 になるネタを紹 介！ ニューヨーク トピックス
個展「Season of decay」開催
さびをアートに落とし込んだ作品

10月イベント、運動会ごっこを開催
定番の競技を親子で楽しむ

鈴木 勁

ニューヨーク育英学園 ニュージャージーキャンパス

【日時】
9月19日
（月）
〜10月31日
（月）
【場所】
Café Grumpy Grand Central
（89 E. 42nd St.）
【料金】
無料
【お問い合わせ】
admin@matzu.net
アーティストの鈴木さんは、個展「Season of decay」
を開催する。
同展示会では、鈴木さんがさびに見る美しさを反映させた作品4点
が並ぶ。オープニングレセプションは9月23日
（金）
午後6時から7時
30分まで。

「日米交流黎明期の足跡を訪ねて」
チャリティーバスツアー開催
NY日系ライオンズクラブ
【日時】
9月24日
（土）
午前8時30分〜午後5時予定 ※雨天決行
【場所】
ハイアットグランドセントラル前集合 ※フォートリーからも参加可
【料金】
大人80ドル／中・高校生70ドル／小学生60ドル ※昼食込み
【お問い合わせ】
TEL: 914-707-3011／nobuomiki@nyjalc.org ライオンズクラブ三木まで

【日時】
10月2日
（日）
午前10時〜11時30分
【場所】
8 W. Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632
【料金】
2歳半～6歳の幼児：1人あたり20ドル／兄弟の参加：1人あたりプラス10ドル
【お問い合わせ】TEL: 201-947-4832／nichinichi.asobo.
nyikuei@gmail.com
ニューヨーク育英学園ニュージャージーキャンパスでは、10月
に運動会ごっこを行う。玉入れや綱引きなど、親子で楽しめる内
容となっており、素敵な賞品の贈呈もあり。定員は8家族程度。

ピラティスリフォーマープライベートクラス開催中
10月31日までの初回割引キャンペーン
E53 Wellness
【日時】
10月31日
（月）
まで
【場所】
211 E. 53rd St.
【料金】
80ドル
【お問い合わせ】
TEL: 212-980-4211

NY日系ライオンズクラブは、9月24日
（土）
にチャリティーバスツアーを開催する。ニュージャ
ージー州ニューブランズウィックにある、緑豊かで昔の面影の残るラトガーズ大学等を訪れる
ツアーとなっている。ワクチン証明もしくは、72時間前までの陰性証明の提示が必須。定員
53名になり次第、締切となる。

E53 Wellnessは、1セッション60分あたり90ドルが、80ドルで受けられ
る初回キャンペーンを行っている。
ピラティス用具のリフォーマーを使用
し、体幹や身体を均一に鍛える同セッションでは、運動パフォーマンスの
向上や代謝アップ、姿勢や肩こり、腰痛の改善なども期待できる。

秋のファミリーピクニックデー
ウェストチェスターにて、
リンゴ狩りとBBQ実施

和太鼓団体の美和鼓
（ビワンコ）
が太鼓ドラマーを募集
今年はワシントンDCでの桜祭りで演奏する

NY日系ライオンズクラブ

美和鼓（ビワンコ）

【日時】
10月2日
（日）
午前10時〜 ※雨天決行
【場所】
Wilkens Fruit & Fir Farm
（1335 White Hill Rd., Yorktown Heights, NY 10598）
【料金】
12歳以上30ドル／7歳〜12歳未満15ドル／7歳未満無料
【お問い合わせ】
TEL: 914-707-3011／nobuomiki@nyjalc.org ライオンズクラブ三木まで
NY日系ライオンズクラブは、
ウェストチェスターにてリンゴ狩りとバーベキューを開催する。
リンゴ狩り、バーベキュー共にヨークタウンハイツにて実施。湖を見下ろす広々とした美しい
芝生の丘で、特大グリルのバーベキューが堪能できる。子供の遊戯施設もあり、家族みんな
で楽しめる内容となっている。

【日時】
毎週日曜 午前10時〜午後12時
【場所】
Bergen County, NJ
【料金】
無料
【お問い合わせ】
0404nyc@gmail.com
美和鼓
（ビワンコ）
は、2007年にニュージャージー州バーゲン郡
で結成された和太鼓団の非営利団体。出演者は6歳から18歳ま
でで、通常の練習は毎週日曜日午前9時から午後12時まで。今
年はワシントンDCでの演奏を予定している。詳細はメールより。
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今月のテーマ

椎間板ヘルニアって何？
理解は予防につながります
Vol.9

John J. Belmonte, DC

ジョン・J・ベルモンテ 先生

ヘルニアについて知ろう
正しい知識＝適切な治療

ら成り、それを構成するの
が 個の椎骨で、椎骨と椎
骨の間にある繊維質の軟骨
が椎 間 板です。椎 間 板は、
中心にある髄核と、それを
に出てくる「鼠径ヘルニア」 取 り 囲 む 線 維 輪で構 成 さ
れています。例えるなら、生
と呼ばれる病気です。
ところで、「椎間板ヘルニ 卵の卵黄が髄核で、卵白が
アはカイロプラクターに行 線維輪といったイメージで
この椎間板は主に、
背
けば、ポキっと元に戻して すね。
くれる」と勘 違いしている 骨が受 ける衝 撃を緩 和 す
人が多いのですが、それは るクッションとしての役 割
大変な誤解です。そもそも を持ちます。
人間が横になって寝転ん
椎間板ヘルニアはどういう
メカニズムで発症するので でいる時は、髄核は圧迫さ
しょうか。何でもそうです れませんが、起 き上がって
が、病気やけがは、それにつ 立ったり座ったりするとど
いて知ることで予防につな う しても 上 か ら 圧 力 がか
かり、髄核は外に出たがり
がります。
ます。そうならないように
守るのが繊維輪です。健康
発症のメカニズム
な椎間板は髄核がちゃんと
中央に収まっているので、
外
部と接触することはありま

ウェルネス道
ウェルネス道
人間の脊椎（背骨）
は、頚
椎（首の骨）、胸 椎、腰 椎か

●軽 度 ＝ 髄 核 が 変 形 を 始
めた段階。痛みがない場合
もあれば、
軽い腰痛や、
腰に
張りを感じることがありま
すが、数日で治ります。
この
段階ではＭＲＩ（磁気共鳴
画 像 ）にも写 らないでしょ
う。しかし、それを 数 カ月
ごとに繰り返すようなら、
椎間板ヘルニアの初期が疑
われます。
繊維輪に
●中度＝髄核が、
とどまっているものの、
ほん
の少し突出がある段階。ま
だ神経を圧迫してはいませ
んが、外部組織が炎症を起
こし、熱を発するので、痛み
があります。歩 くのがつら
せんが、繊維輪が傷つくと くなり、お 尻 が痛み、痛み
そこから髄核がはみ出して をかばって体が傾くように
いきます。
これが椎 間 板ヘ なります。
この段 階ではま
ルニアです。
ず 炎 症 を 抑 えること が 先
では、なぜ繊維輪が傷つ 決ですが、抗炎症剤の過剰
くのでしょうか？ スポーツ 摂取は自然治癒力を弱め、
のや り 過 ぎ や け が もです
椎
間
板
を
さ
ら
に
弱
化
し
て
が、逆に運動不足も原因に
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
なります。食生活の乱れに
髄
●重度＝繊維輪が破れ、
よる栄養の偏り、加齢によ 核が外に飛び出した状態。
る椎間板の老化、そして同 骨 髄 や 神 経 を 圧 迫 するの
じ 姿 勢 を 長 時 間 続 けるこ で、痛みがその部分だけで
と も 原 因 として考 え られ なく、痛みが神 経を伝って
ますし、遺伝的要素ももち 足 まで届 くよ うになり ま
ろんあります。
す。医師から手術を勧めら
れるのがこの状 態です。た
椎間板ヘルニアの進行
だ、手術だけが治療の選択
肢ではなく、患者さんの年
椎間板ヘルニアは、背骨 齢 や 健 康 状 態によりま す
のどの部分にも起こる可能 が、手術を避けられる可能
性がありますが、
一番 多い 性は残っています。
のは腰椎です。
その進行は、
来月は、椎間板ヘルニア
椎間板の状態から軽度・中 のカイロプラクティック治
度・重度に分けられます。
療についてお話しします。

リクエスト募集中▶ドクターベルモンテへの質問や取り上
げてほしいテーマについてはeditor@nyjapion.comまで！

E. 53 Wellness
211 E. 53rd St.／TEL: 212-980-4211
e53wellnessnyc.com

「知らない」ということは、不安を増幅します。椎
間板ヘルニアでも、けがでも、病気でも、何でも
そうです。例えば痛みがあるときに、その原因を知
るのは怖いかもしれませんが、知らないでいるこ
との方が長期的に見てずっと恐ろしいことです。き
ちんと医師、専門家の診断を仰ぎ、痛みの原因を
知り、それと向き合い、治療への一歩を踏み出す
勇気を持ちましょう。その病気について正しい知
識を得ることも大事です。

ドクターベルモンテが教える
椎 間 板ヘルニ アとい う
病 名 を 知 ら ない 人 はい
ないと思います。英 語では
」
「
「
herniated
disc
slipped
」
「
intervertebral
disk
disk
」と言います。
displacement
人間の８割がその一生で何
らかの腰痛を経験するとい
われ、中でも頻繁に見られ
るのがこの椎間板ヘルニア
です。
）」は、
「ヘルニア
（ hernia
「
（何かが）あるべき場所か
らはみ出す／突出する」と
いう意味。
いわゆる「脱腸」
もヘルニアで、本 来ならお
腹の中にあるはずの腹膜や
腸の一部が、鼠 径（そけい）
部の筋膜の間から皮膚の下

「知識と理解は治療への最善の道」

E. 53 Wellness院長。
カイロプラクター
（Doctor of Chiropractic）
。全米カイ
ロプラクティック協会会員、
ゴルフPGA
ツアー・スポーツ医学チーム所属。アス
リートのけがの治療、妊娠中の痛みの
緩和、
成長期の子供のカイロ治療も手
掛ける。

今月の教訓！

不調が起きやすい今だからこそ、さまざまな
体のメンテナンスが大切だ。健康でいるため
の生活のポイントを、カイロプラクターのド
クターベルモンテが教えてくれる連載。
24
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Dr. Jeﬀrey M. Ahn

診療科目
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

23日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Don’t Worry Darling

24日
（土）

Rolling Loud New York
Citi Field
（123-01 Roosevelt Ave, Queens /
rollingloud.com）
世界最大のヒップホップ・フェスに、
フューチャーやエイ
サップ・ロッキーなどの大物が集結!（3日券$379〜）

30日
（金）公開

Smile

【出演者】
ソシー・ベーコン、
ジェシー・T・アッシャー
【ジャンル】
ホラー
（R）
患者が気味悪い笑顔を浮かべ自殺する事件を目撃した後、
精神科医のローズは説明がつかないほど恐ろしい出来事を
経験し始める。ケビン・ベーコンの娘が主演
（smile.movie）

New York Film Festival 60

〜10月22日
（土）

Le Corbusier: Nomadic Murals

27日
（火）〜10月2日
（日）／10月4日
（火）〜9日
（日）

Soledad Barrio & Noche Flamenca /
Malpaso Dance Company

詳細はウェブサイト参照
（filmlinc.org）
1963年来続く映画祭。世界の最新作から過去の名作
まで、4つのカテゴリーで80作品以上を上映する
（一
般$17〜）

The Joyce Theater
（175 8th Ave. / joyce.org）
現代最高峰ダンサーの一人がフラメンコアーティスト
と共演、
キューバの人気カンパニーの公演
（$10〜）

〜10月29日
（土）

27日
（火）〜16日
（日）

The Amazing Maize Maze
The Queens County Farm Museum
（73-50 Little
Neck Pkwy, Queens / queensfarm.org）
秋恒例のトウモロコシでできた巨大迷路。15、20、
22、27日は夜も営業（大人$12〜、チケットは事前購
入が必要）

10月2日
（日）

The Medieval Festival

Photo by Courtesy of Paramount Pictures.
© 2022 PARAMOUNT PICTURES.

9/23▶10/6

Almine Rech Gallery
（39 E. 78th St. / alminerech.com）
タペストリーを、建築構成の大切な要素と考えた近代
建築の巨匠の絵画や下絵、織物などを展示
（無料）
舞台

イベント
©2022 Warner Bros. Ent.

30日
（金）〜10月16日
（日）

Fort Tryon Park
（Riverside Dr. to Broadway / whidc.org）
鮮やかな旗が飾られたマーケットタウンに、中世の衣
装に身を包んだパフォーマーや商人たちが集結する
（無料）

18

Javits Center
（429 11th Ave. / newyorkcomiccon.com）
東海岸最大のポップカルチャーイベント。人気コミック
作家やアニメ制作者などが登場
（一般$67.75〜）
アート

〜25日
（日）

|

New York Comic Con

Central Park on the Great Lawn
（79th & 85th Sts. / globalcitizen.org）
有名スターが参加する、極度の貧困撲滅を目指すチャ
リティーライブ
（チケット入手はウェブサイト参照）

女優でもあるオリビア・ワイルド監督の2作目。1950年代、完
璧な生活が保障された街に夫と住むアリスの周りで、不気味
な現象が次々起こるようになる
（dontworrydarling.movie）

Vol. 1170

10月6日
（木）〜9日
（日）

Global Citizen Festival NYC

【出演者】フローレンス・ピュー、ハリー・スタイルズ
【ジャンル】
ミステリー／スリラー
（R）

|

Classic NYCB I, Classic NYCB II, All
Stravinsky
David H. Koch Theater
（20 Lincoln Center Plaza / nycballet.com）
古典と現代の人気作品のプログラム2種、ストラビン
スキーの対照的な4作品のプログラムを上演
（$38〜）

28日
（水）〜10月20日
（木）／29日
（木）〜10月21日
（金）

Idomeneo / Lady Macbeth of
Mtsensk

The Metropolitan Opera
（30 Lincoln Center Plaza / metopera.org）
シーズン開幕！モーツァルトのオペラ・セリア傑作、
ショ
スタコービッチの「マクベス夫人」
を上演
（$32.50〜）

日本人スタッフ常駐
土曜日も一日中診療
米国各種保険／日本国民・社会保険
コロナ感染対策は徹底しておりますので、
安心してご来院ください！
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全種事故(自動車・転倒・医療)
会社法(設立・契約)

刑事訴訟(逮捕・飲酒運転)
離婚問題・商業訴訟

不動産(あらゆる売買・賃貸)

dainobu

ダイノブ各店にて

夏にオススメの商品は「ユンケルスーパーグラウンド」
暑い日が続くと、食欲がなくなったり、体がだるくなったりと、夏バテの症状がでてきます。
また、体が疲れ
ているときや低栄養状態になっているときは、熱中症にかかりやすくなると言われています。
こまめな水
分・塩分補給に加えて、
日頃から十分な睡眠と栄養バランスが良い食事をとりましょう。
そんな暑い夏にお
すすめなのが「ユンケルスーパーグラウンド」
です。滋養強壮に加え、食欲がないときの栄養補給に優れ
た効果をあらわすニンジン流エキスを1,500mg配合しています。
これからが夏本番！暑さに負けず楽しい
夏を過ごしましょう。ユンケルは夏バテや熱中症になりにくい体づくりを応援します。

いつでも飲める！ あともうひとふんばり！
ユンケル
エナジー

ノン
カフェイン

初めての方にもおす
すめの基本ユンケル。
ビタミンとハーブをブ
レンドした、手軽に飲
める30mlのワンショッ
ト!カフェインフリーな
ので、カフェインの摂
り過ぎを気にせず飲
んでいただけます。

リフレッシュしたい
スパークリング
ユンケル
少し疲れた身体には、ユ
ンケルの炭酸飲料を。
コ
エンザイムQ10やニン
ジンエキス、ビタミンB6
を配合しています。低カ
ロリーなのもうれしいポ
イントです。スポーツの
前後にもピッタリ!

体力アップに！ 夏に

オススメ
ユンケル
スーパーグランド

ユンケル
スーパーロイヤル

風邪のひきはじめに
おすすめのユンケル。
北米原産のハーブ、エ
キナセア配合。エキナ
セアは 免 疫 力を高
め、感染症に効果が
あると言われている
ハーブです。体調管理
にもおすすめです!

ワンランク上 のユン
ケルスーパーロイヤ
ル。神経の興奮を抑え
るタイソウ、リュウガ
ンニク、集中力を高め
るローズ マリーなど
を配合。いつも以上に
元気が欲しい時や長
時間運転のドライブ
にも最適！

ビタミンB2を追加し新登場！
新発売

ユンケル
Q10ゼリー

ノン
カフェイン

さっぱり飲みやすいフル
ーティーなライチ風味の
ゼリー飲料。吸収の良い
水溶化コエンザイムQ10
やニンジンエキス、
ローヤ
ルゼリーを配合。手軽に
エネルギー補給できるの
で、ハイキングやお出か
けのお供にピッタリです。

youtube
チャンネルは
こちら！

CLASSIFIED
治験参加者募集中
【雇用形態】単発
【勤 務 地】NJ州 ニューアーク
【募集内容】9月から始まる治験
（10泊11日＋外来訪問15回）
に参加できる健康な日本人男
女を募集します。治験協力金は
$21,000です。
【応 募 先】admin@ukchiken.comまで
「アメリカ治験について」の題名
でお気軽にお問合せください。
【会社情報】UK治験
www.ukchiken.com

歯科助手募集
【雇用形態】
【勤 務 地】230 PARK Ave., #525
New York, NY 10017
【募集内容】要経験、明るく責任感ある方
【応 募 先】☎212-867-1188
日本語ラインext#2迄
【会社情報】山縣歯科医院
230 PARK Ave., #525
New York, NY 10017

配達スタッフ募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】76 Apollo St.
Brooklyn, NY 11222
【募集内容】弊社の生鮮品・冷凍品をNYC
の日系レストランに配達してい
ただく方を1名ずつ募集してお
ります
【応 募 先】☎718-782- 2049
taguchi@oceanprovidence.
com 電話又はメールにて田口
迄ご連絡ください
【会社情報】Ocean Providence New York, LLC
76 Apollo St.
Brooklyn, NY 11222

シッター募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】NJ
【募集内容】小学生のお世話をしてくださる
方探しております。放課後から
数時間、簡単な家事と近郊の送
り迎えです。是非ご連絡お待ち
しております。
【応 募 先】njmama2010@gmail.com
石谷まで
【会社情報】

キッチンシェフ／へルパー／サーバー募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 11 W. 51st St.
New York, NY 10019
【募集内容】 キッチンシェフ、へルパーおよ
びサーバーを募集中。経験者
優遇。まずはお電話、
またはEメ
ールをお願いします
【応 募 先】 ☎︎516-880-4050 Paul Song
または下記まで
hamasushi51@yahoo.com
【会社情報】 HAMA SUSHI＆SAKE
11 W. 51st St.
New York, NY 10019

店頭スタッフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 Midtown East
【募集内容】 10時～19時（休憩一時間）
日本の厨房機器、陶器、包丁等
の販売店です。フルタイム販売
員を募集しています。
（ 要SSN,
就労ビザ。医療保険、401K制
度有り）
【応 募 先】 tomoko@mutual.us
【会社情報】 MTC Kitchen
(NY MUTUAL TRADING)
711 3rd Ave.
New York, NY 10017

ウエイトスタッフ／キッチンスタッフ募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 26 S Central Ave.
Hartsdale, NY 10530
【募集内容】 ウエイトスタッフ、キッチンスタ
ッフ募集中
【応 募 先】 ☎︎914-428-1203
田島又はEduardo迄
【会社情報】 Fujinoya restaurant
26 S Central Ave.
Hartsdale, NY 10530

ショップ販売スタッフ募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】50 Norman Ave.
Brooklyn, NY 11222
【募集内容】東 京 か ら 世 界 へ と 伝 え る
デ ザ インストア＆ギャラリー
「 C I B O N E 」ショップスタッフ
を募集。ご応募お待ちしており
ます。
【応 募 先】recruit_brooklyn@cibone.
com 担当 池田/今川
【会社情報】WLC NEW YORK, INC.
Brooklyn, NY 11222

日本食料品店スタッフ募集

旅行手配アシスタント募集

【雇用形態】パートタイム／フルタイム
【勤 務 地】522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
【募集内容】レジ、グロサリー、青果、精肉、
鮮魚、惣菜など。要SSN、就労ビ
ザ、医療保険、401K制度有り
【応 募 先】☎︎914-683-6735
s.inaba@daidomarket.com
稲葉迄
【会社情報】NIPPON DAIDO, INC.
522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】535 8th Ave., #801
New York, NY 10018
【募集内容】旅行手配のサポート業務。1日
4時間、週20時間以上勤務可能
な方、OPT（フルタイム）
も可。
詳細は当社採用ページを確認
ください。
【応 募 先】jinji@iace-usa.com
【会社情報】IACE TRAVEL
535 8th Ave., #801
New York, NY 10018
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日本食及び寿司シェフ募集
【雇用形態】 パートタイム
【勤 務 地】 Manhattan／Manhattan近郊
【募集内容】 プライベートシェフを募集。日に
ち・時間、お好きな時に働きませ
んか？ 週1回〜でも可。半日で平
均$400前後
【応 募 先】 ☎︎646-612-7790
info@chefomakase.com
ヤマザキ迄
【会社情報】 Chef Omakase

「つるとんたん」にてキッチン社員募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 マンハッタン／ボストン
【募集内容】 フレキシブルスケジュール
給与：$65K～$75K／要SSN／
ビ ザ サ ポ ート相 談 ／ 福 利 厚
生／有給休暇／ボーナス制度
【応 募 先】 履歴書を
joji@di-usa.com 植松迄
【会社情報】 Tsurutontan New York
21 E. 16th St.
New York, NY 10003

高級日本食店「Jōji」複数ポジション募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 グランドセントラル駅近く
One Vanderbilt
【募集内容】 小売スーパーバイザー、寿司職
人、給仕長、サーバー、ホストを
至急募集。助成医療保険、歯科/
眼科、マッチング401K、有給休
暇、通勤費の節税など高待遇。
【応 募 先】 カバーレターをつけて履歴書
をwhuang@danielboulud.
comまで。
【会社情報】 The Dinex Group
16 E. 40th St., 5th flr.
New York, NY 10016

寿司シェフ募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 Brooklyn店
【募集内容】 寿司シェフを募集しています。要
SSN。責任感があり元気な方。
【応 募 先】 ☎︎718-788-5338
sushikatsueinyc@gmail.com
【会社情報】 SUSHI KATSUEI
210 7th Ave.
Brooklyn, NY 11215

アシスタントマネージャー募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 New Jersey, Edgewater
【募集内容】 経験不問、週1日〜、要就労ビ
ザ、日本語・英語の簡単なコミ
ュニケーションができる方。勤
務時間は要相談
【応 募 先】 nj.santouka@gmail.com
【会社情報】らーめん山頭火
595 River Rd., Edgewater,
NJ 07020
（ミツワ内）

仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

寿司シェフ募集

【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 428 Greenwich St.
New York, NY 10013
【募集内容】 1 5 年 以 上トライ ベッカに あ る
江 戸 前 寿 司レストラン S u s h i
Azabuにて、ディナーシフトでの
寿司シェフを募集しております（
握り・巻物・仕込み等）
時給:要相談
【応 募 先】 shotaro.takahashi@
plandosee.com 高橋迄
【会社情報】 Sushi Azabu
428 Greenwich St.
New York, NY 10013

寿司スタッフ募集

【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 Astor Pl／Brooklyn／Harrison
【募集内容】 アメリカのスーパー「Wegmans」
寿司スタッフ募集！未経験者歓迎！
Fortune社－働き甲斐のある会
社2５年連続ランクイン、アメリカ
のスーパーWegmansで働いて
みませんか？
【応 募 先】 お申込み、詳細は下記まで
https://jobs.wegmans.
com/job/new-york/sushichef/1839/34886888272
【会社情報】 Wegmans Food Markets
www.wegmans.com

キッチンシェフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978
【募集内容】 週給$1300、寮あり、SSN必
須。夜のみ営業しています。
【応 募 先】 ☎︎631-523-9093 大崎迄
kimi267@optonline.net
【会社情報】 K. Sushi Inc (Sushi1)
210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978

フロアレディ／バーメイド／ウェイトスタッフ募集
【雇用形態】 要応談
【勤 務 地】 320 E. 49th St.
New York, NY 10017
【募集内容】 週1日〜短期、未経験OKです。
ダブルワークも可能です。高収
入可能！友達同士での応募も可
能ですので、お気軽にお問合せ
ください！時給$25～up可！
【応 募 先】 ☎212-935-2002
info@clubusagi.com
メール又はお電話にて、午後6時以
降お気軽に問い合わせください。
【会社情報】 クラブ うさぎ
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歯科スタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】2460 Lemoine Ave., #101
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】トレーニングがありますので、
未経験者でもＯＫです。明るい
オフィスです。お気軽にお電話
ください
【応 募 先】☎201-947-3777
【会社情報】レモイン歯科
2460 Lemoine Ave., #101
Fort Lee, NJ 07024

編集スタッフ募集
【雇用形態】フル／パートタイム
【勤 務 地】315 Madison Ave., #3018
New York, NY 10017
【募集内容】NYジャピオンの巻頭特集をは
じめとしたコンテンツの企画・
構成、ライターへの取材依頼、
スケジュール管理など。自身で
取材や執筆も行います。
【応 募 先】maruta@trendpot.com
TEL: 917-304-1099（丸田)
履歴書とサンプルライティング
を添えてご連絡ください。
【会社情報】Trend Pot NY, LLC
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315 Madison Ave., STE 3018, New York, NY 10017
TEL: 212-431-9970／www.nyjapion.com
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カイロ/PTオフィスアシスタント募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】明るくて人と接することが好き
な方、未経験者可
【応 募 先】履歴書をdrmika0322@gmail.
com 石谷迄
【会社情報】Ishitani Health Center
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024

パートタイムの受付／歯科助手募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】1625 Anderson Ave., #302
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】働きやすい環境の職場で、未経
験者の方も歓迎です。丁寧にト
レーニングします
【応 募 先】☎551-501-8383
njdentistjob@gmail.com
【会社情報】JPW DENTAL
1625 Anderson Ave., #302
Fort Lee, NJ 07024
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事務受付募集
【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】マンハッタン／ハリソン
【募集内容】マンハッタンとハリソンのオフ
ィス、要就労ビザ、優遇あり
【応 募 先】☎212-758-9965迄
【会社情報】Ozawa Shunzo DDS
425 Madison Ave., #403
New York, NY 10017

パートタイムスタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】Secaucus, NJ
【募集内容】日英バイリンガルで、コミュニ
ケーション力の高い、就労ビザ
をお持ちの方を募集しており
ます。
新卒でもOKです。
【応 募 先】mic@maruzenusa.com
【会社情報】Maruzen International Co., Ltd.
Secaucus, NJ

