
Real Girls Project(R.G.P)

R.G.Pの各メンバーが
はまっている最新

韓国トレンドを紹介！

韓 国 の 楽 し い こ と ！ 美 味 し い こ と ！ 可 愛 い こ と ！ わ く わ く す る こ と ！

東京·新大久保の
美味しい韓国グルメ30選

韓国通人気インフルエンサー達の体験レポート

NO.1 東京･新大久保
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特別企画♥リアルガールズプロジェクト(R.G.P)から読者プレゼントをお届け！



女子一人旅を
応援します！

あんみつさん @anmitsu703

韓国旅行160回以上のトップブロガー

ガイドブックに乗っていないお店情報満

載！ブログアンニョン♪あんみつ姫！

はんぐるりを通して韓国
の『かわいい・美味しい
・楽しい』を皆様とたく
さん共有したいです！

ゆきさん @yuki_korea

月1回韓国旅行人気急上昇のインスタグ

ラマ―。最新トレンディ―な韓国情報を

発信。K-POPが大好き！

韓国語の勉強方法も
紹介します！

はなさん @hanahanahana000

月1回韓国旅行韓国ファッション、ホンデ、

복분자♥［ポップンジャ］が大好きな

トップブロガー。ブログはなの大韓

思わず幸せになる
ものを動画で紹介して

いきます！

ここあつみさん 

韓国ファッション、コスメが好き！。1年半

でチャンネル登録者90,000人を超えた

急上昇中の人気ユーチューバー。２つの

Youtubeチャンネル運営中

･チャンネルここあつみ

･ゆわももチャンネル

はんぐるり公式

    イ
ンフルエンサー

記者団

はんぐるり公式
インフルエンサーと
編集長のキムが伝えるリアルな
新大久保グルメ体験レビュー

ますます進化する韓国グルメ！それに従って人気タウン新大久保は最新韓国のトレンディ―

な街に大変身。第3次韓国ブームにまた新大久保が賑わっている。今回はたくさんの韓国人気

グルメを体験してきました。

皆が参加して楽しめる

はんぐるりを目指します！

楽しみ～♪

編集長キム

www.hangururi.com

はんぐるりと一緒に韓国の楽しい！かわいい！美味しい！
わくわくすることを一緒に盛り上げて行く仲間達を大募集!
条件 韓国が大好きな方。渡韓暦があるまたは計画のある方。活動内容 はんぐるり体験隊や記者団としてウェブサ

イトにて韓国情報を発信。応募方法 はんぐるりインスタグラム＠magazine_hangururiにフォローして記事のコメ

ントに「体験隊メンバー希望」と書いてください。特典 韓国好きな方々と繋がるチャンスと日本国内や韓国でのたく

さんの楽しい体験企画にご参加。

つるつるりんさん

https://profile.ameba.jp/ameba/trtrrin7

韓国旅行記ブログを運営中。

みきさん

＠miki_____111

韓国好きな人と韓国情報を共有。

はんぐるり体験隊

みんなの韓国旅行＆トレンド情報
はんぐるりウェブサイトでは韓国通インフルエンサーや韓国旅行

体験者達の見るだけで楽しいリアルな韓国旅行記が毎日見れる！

発行 株式会社ジェイパング 編集部│編集人 金種善│デザイン 金保冏│東京都武蔵野市西久保3-2-12アトゥール武蔵野201│TEL 0422-37-2370
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美味しい韓国グルメ30選
ますます進化する韓国グルメ！東京・新大久保の韓国料理店を韓国通のインフルエンサー達と

韓国人編集者が体験しておすすめや絶品を発掘！

韓流スター御用達の新大久保の老舗！
オムニ食道本店(職安通り)は店内に入ると有名店ならではのスター達のサインだら

け！オープンしてから30年近くのこちらのお店ではゆったいり落ち着いた雰囲気の中

で本格的なこだわりの韓国料理が味わえる。

30近く新大久保でお店をされているお母さんが

作る本格的な韓国料理が食べられるお店です。

オムニ食道ご自慢のボッサムはなんと牡蠣ボッ

サムキムチとあったかいお肉と一緒に食べれば

最高！辛さも本格的でまるで韓国で食べている

感覚でした！タッカルビは長年オムニ食道の人

気メニュ！このタッカルビでチーズタッカルビが

食べたいというリクエストがたくさんあって今回

ご主人が作ることを決められたそうです。しっ

かりコクのあるお味なので、全然チーズに負け

ません！チーズをつけるとまろやかに食べやすく

なります。絶品のタッカルビでした。

 東京都新宿区歌舞伎町2-42-13 東広ビル１Ｆ ☎ 03-3207-2211  24時間 ＊日曜日8：00～24：00 年中無休

行列のできる韓国の人気スイーツ「アリランホットドッグ」
韓国で大人気の手作りホットドッグが日本初上陸！昨年9月にオープンした新大久保第

１号店には朝11時オープンの前から行列。今新大久保No.1の韓国スイーツとも言える

ほど大人気。チェダチーズやモチャレラチーズなど8種に6種類のソースと2種類のパウ

ダーで味わえるバリエーション豊富なスイーツ。価格430円～

韓国式ホットドッグと言えば最後につける甘いパ

ウダー糖ですが。ここのはココナッツパウダーが入

っているのが特徴です。このココナッツパウダー

がアクセントでとっても美味しかったです。ソース

はケチャップ、ハニーマスタード、チェダーチーズ

など全部で5種類があり、好きなものをお好きに

かけてください。プレミアムホットドッグのチェダ

ーレーラはチェダーチーズが入ることでとっても濃

厚。ポテレーラもお芋がサクサクで美味しいです。

皆様もぜひ韓国と同じ味を食べてみてください。

 東京都 新宿区 百人町 2-1-2 kプラザ2 1F ☎ 03-6278-9191  11：00～ 年中無休

韓国通人気
イ

ン
フ

ル
エ

ン

サー達の体験レ
ポ

ー
ト 東 京 · 新 大 久 保 の

1 見てください！美味しいに決まっ
ているこのビジュアルのチーズタッ
カルビ ¥3,000 2 白菜も薄く味付けら
れたこだわりのボッサム¥3,000

2

1 チェダーレーラ、ポテトレーラは各¥480、
モチャレラチーズ¥430
2 ソース種類も多いのでお好きなだけどうぞ。

아리랑 핫도그
アリランホットドッグ

엄니 식당
オムニ食堂本店

Youtuber
ここあつみさん

Youtuber
ここあつみさん

メニューが豊富できれいになれそうな
メニューがいっぱい本場の味が
味わえるのがポイントチーズタッ

カルビはオムニ食道がおすすめです

あつあつ揚げ立て。
さくっとしてるのに中は
もちもち～ふわふわ～
さらにチーズで最高で
す！。とにかく伸びるすご

い！

2

1

2

yuki_korea
元祖オムニ食堂 本店

yuki_korea
新大久保駅



韓国人留学生達の行き付けの本格的な韓国料理が味わえる生サム
ギョプサル専門のお店。
定番メニューの生サムギョプサルから相性抜群のチーズトッピングのトッポキやお店オ

リジナルのチーズ海鮮チヂミなど、女性に嬉しいメニューが豊富。洗練されたスタッフ

が丁寧に時間や温度をチェックしながら美味しく肉を焼けてくれるので、とても美味

しい。火曜日はサムギョプサルが¥750など、曜日別に半額メニューのイベントがあり、

コスパ最強。１Fと２Fの広々した店内で女子会や宴会などの貸切もOK！

토마토
トマト

韓国で40年間愛されてきた有名店の板橋冷麺が東京・大久保に初
上陸！韓国本場の自家製冷麺が味わえる！
板橋冷麺店は韓国の忠清南道の地域名物のお店。2代目の社長が本場の自家製冷麺

の味を伝えたいと思い、美味しい麺づくりの為、韓国から取り寄せた麺づくり機械か

ら麺が出来上がってから3分以内に冷麺を完成させてお客に出すというこだわりのあ

る絶品。その他にもサムギョプサル、チーズタッカルビ、プルコギ、ブデチゲなどの韓国

料理が楽しめる。カンジャンケジャン定食1280円（ディナー1580円）がおすすめ！

 東京都新宿区百人町1-21-4 ☎ 03-5937-6833  11:00~23:00 不定休

판교냉면
板橋(パンギョ)冷麺

 東京都新宿区大久保1-14-18 ☎ 03-3202-8502  24時間 年中無休

韓国人に好かれるお店なら美味しいこと間違い

ないですよね！サムギョップサルは、これで2人

前です！トッポキにもチーズをのせて頼みました

（+200円）相性抜群です。メインのサムギョプサ

ルはやっぱり野菜に巻いて食べるのが私は好き

だなぁ。ドリンクは伝統の見物スジョンガとシッ

ケまで～私はお米ベースのシッケが好きです！

スジョンガはシナモン、柿、生姜のお茶。本当に

韓国にいるような感じです。皆さんも週末は、是

非新大久保へ！

hanahanahana000 
トマト

1 ボリュームのある生サムギョプサル2
人前 2 韓国伝統お茶のシッケとスジョ
ンガ 3 海鮮チヂミとトッポッキはチー
ズトッピングに相性抜群

韓国で、40年歴史のある冷麺さんがこの美味し

さを日本に伝えたいと日本で開いてたお店が大

久保にあるんです。冷麺の麺は、素材にこだわっ

ていて化学調味料は使わない社長のこだわりよ

う。こちらのお店は、冷麺だけではなく韓国料理

メニューもあります。カンジャンケジャンもあるん

です!!　日本で高いお金を出して食べるのは嫌だ

なぁと思ってましたが～こちらのお店は値段もそ

こそこで、味が美味しいです。韓国で、まだ食べた

ことがない人も是非～挑戦してみてくださいね。

2

hanahanahana000
板橋(パンギョ)冷麺

1 自家製特製冷麺¥780、(写真)水冷麺とビビン冷麺のハーフ¥980 2 ごはん泥棒のカンジャンケジャン 
3 アットホームな店内。
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チーズタッカルビやサムギョプサルをはじめ、韓国料理20種には
ケジャンまで！人気のバイキングお店！
大久保駅すぐのアクセスの良いこちらのお店は、13年間バイキング専門店として愛さ

れている。メニューはランチもディナーも食べ放題のみであるからこそ用意された料

理の種類も多く丁寧で充実。サムギョプサルを色んな種類の新鮮な野菜に包んで食

べるなんてヘルシーで贅沢な気分。キムチ、ナムル、スープとチーズタッカルビやケジ

ャンまで、約20種の韓国料理が思う存分楽しめる。ランチ食べ放題1570円。女性お

一人席もご用意。

大久保にあるヘルシー韓牛家に行ってきまし

た!!新大久保はまだまだチーズタッカルビの人気

がありますね！チーズブーム！チーズタッカルビ

も食べ放題だけでも凄いのに～韓国料理も食べ

放題～ドリンクも種類多く用意されています。タ

ッカルビの辛さが選べて、辛口か普通の辛さか

ハーフ&ハーフ！包み野菜も食べ放題だから、え

ごまの葉っぱに包んで食べましたよ！ヤンニョム

ケジャンもありました！窓側の席でお一人様で食

べている方もいました。

hanahanahana000 
ヘルシー韓友家

 東京都新宿区百人町1-18-10 太陽堂ビル２F ☎ 050-5872-2938  11:00～24:00 年中無休

헬시한우가
ヘルシー韓友家(ハヌガ)

1 チーズタッカルビと韓国料理やドリンクのランチバイキング1570円 2 女性お一人席も
OK！3 ちぢみ、海苔巻き、スン豆腐チゲ、トッポキなど美味しい韓国料理が食べ放題

なんと言ってもコスパN0.1。
1,000円ちょっと出すだけで、な
んでも食べ放題！お肉はどれを食
べてもやわらかくて食べやすくて
失敗がなかったです！！！

Youtuber
ここあつみさん

1
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お母さんが作る韓国本場の人情味のあふれるおもてなし！
韓国で一番料理がうまい全羅道地域出身のお母さんならではのうまい韓国料理が味

わえる。海鮮チチミは他では食べられない桜えびたっぷりのオモニのオリジナルで、

TV、雑誌にも多く紹介されたこの店の定番メニュー。そすすめのカムジャタンは骨付

き肉やジャガイモとエゴマ葉っぱなどをじっくりと煮込まれたピリ辛の濃厚なスープ

に骨付き肉やジャガイモの味が絶品。最近話題の人気グルメチーズタッカルビもオモ

ニのオリジナルの味をぜひどうぞ！

참나무집
チャムナム家  

 東京都新宿区百人町1-3-3 サンライズ新宿Ｃ１Ｆ ☎ 03-3205-9233  11：30～24：00 年中無休

アンニョン♪あんみつ姫！
https://ameblo.jp/hrm0703

1 濃厚なピリ辛スープのカムジャタン(2~3人分)¥3,000 2 オモニのおすすめチーズタッカルビ 
3 店内には20席の個室があり、貸切もOK！ 4 桜えびたっぷりの海鮮チヂミ¥1,200

1

2 3

何よりすごいのは、このランチメニューの豊富な

こと！なんと11:00~16:00まで！お洒落で面白い

奥様。楽しいお喋りをして下さいました！お母さ

んの手作りの6種類のおかずはどれも美味しいで

す。こちらのお勧めはチヂミです。表面を覆うよう

な桜エビ！これがとても良い香りなんです。食欲

そそります。そしてサクサクです。色々迷ってカム

ジャタン♪エゴマの葉が美味しそうです。グツグツ

してきて、鍋から溢れそうな勢いで煮えてきまし

た～。お肉もホロホロ～スープも良い味です♪

新大久保のカフェ「FACTORY45」さんへ

おじゃましました。いつもすごく人気で、

先日入れずやっと本物拝見しました！大

人気メニュー悪魔のオレオシェイク！！ビ

ジュアルやばい！かわいい！そしてすっご

い甘い想像してましたが。意外とあっさ

り食べやすい！他にもお餅がたくさん入

ったインジョルミビンスやベリーのシェイ

クとタルギのスムージーをいただきまし

た。どれもお味も最高でした!

2

 東京都新宿区大久保１-16-27 KMプラザ2F 
☎ 03-3209-3599  11:00～24:00 年中無休

Factory45
Factory45  

インスタ映えの悪魔のオレ
オシェイクが大人気のカフェ
＆ダイニングバー 
イケメン通りど真ん中に位置する。

広々した店内にケメン通りが見渡せ

るテラス、お洒落で居心地が良い！

ビンスなど、女性に嬉しいメニュー

豊富で、イケメンも？

味ちゃんのお店と言えば～サムギョプサル

が有名ですよねそれ以外にまだオススメし

たいメニューがあるんですよ。まずは、テ

ジカルビ！テジカルビは、炭火で焼くのが

一番と言われているんですが頼んだら炭

火に変更！お肉だけでなくて、こだわって

います。秘伝のタレにつけた豚肉を炭火で

焼いて野菜を巻いて食べるんですが～タ

レに漬け込んであるので、お肉が凄く柔ら

かくなって～甘さもあって食べやすい。

2

はなの大韓
https://ameblo.jp/hrm0703

東京都新宿区百人町1-3-20 メゾンソワイエ１Ｆ 
☎ 03-5155-8258  11:00～24:00 年中無休

맛짱
味ちゃん   

テレビでも良く紹介されて
いる味ちゃんの定番は究極
の厚切りサムギョプサル！ジ
ューシで美味しいと大好評!
こちらのお店の人気の秘訣はボリュ

ーム感のある厚切りの肉。炭火で焼

く豚カルビは本格的で贅沢な気分！

私の一押しメニュー。

4

yuki_korea
Factory45

他では食べられない美味いオリジナルメニューがたくさん！韓日ス
ター御用達の老舗！
新大久保駅を出てすぐ左側の路地にある有名店のこちらのお店に入ると壁にスター

達のサインだらけでその数は新大久保断トツ１位。その人気の秘訣は、本場ならでは

のこだわりのある絶品が多い！その中で、イイダコサムギョプサルの味には感動しまし

た！これはご飯もお酒も勧む絶品！今ソウルで人気の醤油づけ生海老もこの店のもと

もと定番メニューで日本ではなかなか食べられない。

 東京都新宿区百人町1-10-5 ☎ 03-5386-4680  11:30～24:00 年中無休

양의 집
ヤンの家

1994年からなので、24年続いてるお店ですね。店

内の壁にはサインが一杯！バンチャンは五種類で

す。これだけで、ごはん食べれちゃうよ～私が選ん

だのはこれ！イイダコサムギョプサルこちらでは、

「たこさむ」と呼んでるみたい。これ、新大久保で

やってるところ余りないそうです。そして！少し前か

ら韓国では大ブーム！こちらでは随分前からやって

るそうです。カンジャンセウちょっと！どんだけデカ

イの～海鮮を細かく切って生地に練り込んで焼い

た海鮮チヂミ！すっごいご馳走だぁ～幸せ～～～

1 この店の人気メニューイイダコサムギョプサルは私の一押しメニュー 2 日本ではなかなか食べられない醤油生海老 
3 食材を細かく刻んで丁寧に作る海鮮チヂミ 

3

1

2

1 リピーター率最高のメニュータッカン
マリ 2 本場の春川タッカルビとチーズタ
ッカルビが同時に味わえる 3 韓国の料理
が一番美味い全羅地域出身の社長

1

2

3

知らないと勿体ない!！新大久保の隠れ家「やか

んの物語」。タッカンマリが激ウマ！たくさんの

芸能人も来られてるみたい。目立たない場所なの

に、知る人は知るんだ！こちらの社長はお料理が

大得意。優しくて、「オンマ~♪」と呼びたくなりま

す。お勧めは？と聞くと、「お客様が食べたいも

のを何でも美味しく作ります。」って。タッカンマ

リ～をお願いしました。まずはこのスープが激ウ

マ!!タデギが要らないくらい。秘訣は何なんだろ

うか！めっちゃうまいです。

タッカマリがうまい隠れ家的な韓国料理店！4月には本場の春川タ
ッカルビを開始！
タッカルビが定番のこちらのお店は、リピーター率が高く、いつも常連客で賑わう。これ

だけでも良いというたまらない濃厚なスープと柔らかな鶏肉をソースに食べてから最後

にはカルグックス（麺）をいれて食べる。4月からは春川タッカルビの本場の味を伝えた

くて、韓国から鉄板を取り寄せて、社長の秘伝のタレをたっぷりかけると甘辛い本場の

味が、チーズをトッピングをすると最近人気のチーズタッカルビの味が楽しめる。裏メニ

ューのキムチチームもあり。

야깡이야기
やかんの物語

 東京都新宿区百人町1-10-10 KMビルB1F ☎ 03-5386-0833  11:00～24:00 年中無休

アンニョン♪あんみつ姫！
https://ameblo.jp/hrm0703

アンニョン♪あんみつ姫！
https://ameblo.jp/hrm0703



カルビ、サムギョプサル、牛タンの盛り合わせ550ｇが2,380円！他で
は真似できないコスパ最強の赤字セット！
新大久保イケメン通りの行列の人気店であるこちらのお店は、お肉や韓国食材の卸屋

の会社だからこそ他では真似できない赤字セットを開始。今年4月に5年間愛されて来

た赤字セットメニューを思い切りグレードアップし、中落ちカルビとサムギョプサルにな

んと牛タンまで登場！驚くの赤字セット第2弾を開始。肉の量は2～3人分ほどの550gも

あり、チョレギサラダやキムチセットも200円で食べ放題。

 東京都新宿区大久保1-13-6 ☎ 03-6380-3531  11：00～翌1:00 年中無休

마니또
マニト

1

月曜日にも拘わらず、外でたくさんの方が入店待

ちをしています。なんと、こちら赤字セット2を用

意してます。よーく見ると、これ一人分ではあり

ません！2～3人で食べる量です!まじか～匂いだ

け嗅がされて待ってるのは酷ですね(笑)わぁ～め

ちゃ豪華です。本日のお肉は鹿児島の黒豚、中

落ちカルビ、牛タンです。感じのいいお店の店員

さんが塩･胡椒を振ってくれます。社長さんは、精

肉店をされてるので、安く提供できるそうです。

だから新鮮でうまい～♪

3

1 塩コショウを感じの良い店員さんがちょうど良くかけてくれる。2 いつも行列で大
人気。3 赤字セットに200円追加でチョレギサラダとキムチセットが食べ放題。

2

アンニョン♪あんみつ姫！
https://ameblo.jp/hrm0703

韓国料理マニト 高田馬場店

マニト2号店の高田馬場店でも

人気の赤字セットが味わえる! さ

らに店員さんがとても気さくに

話しかけてくれて本店に負けな

い楽しい時間が過ごせる。

 東京都豊島区高田3-11-18 TTAビル
1F(高田馬場駅から242m) 
☎ 03-6233-7050  11:00～24:00

マニト居酒屋

塩ネギ上牛タン＋ワンド

リンクセット\780(初回の

み)姉妹店のマニト居酒

屋にも魅力なメニューと

飲み物が豊富！

 東京都新宿区歌舞伎町2丁
目42-11カーサ新宿１F 

 年中無休

1 アットホームな店内で先生にカウンセ
リングを受ける 2 インディバーを取り入
れた高級エステ施術 3 石膏パック

2

3

韓国で大人気の小顔コルギの本格的 な施術が受けられる充実し
たサロン
最近日本にもブームになっている小顔コルギマッサージ！新大久保で長年コルギ施術を

続けて来たこちらのサロンは、インディバを取り入れ、個人個人に合わしてデザインした

コルギを行うことが特徴！インディバーコルギとコルギ石膏パックなど本格的なコルギ

コースがある。

에스테살롱 SUN
SUN

悩みや理想に合わせて施術するオーダーメイド

コルギが自慢のサロン。カウンセリングを受け

て、私はシークレットとコルギを組み合わせたコ

ース。シークレットとは韓国アイドル御用達で話

題の新技術！コルギマッサージは顔にたまったコ

リや歪みを先生の指で探りながらゴリゴリグリ

グリされるので、痛い…でも「美に痛みはつきも

の」我慢出来ましたよ^^ 顔が全体的に上がり、

血行が良くなったおかげか顔色もトーンアップ！

 東京都新宿区大久保１-15-18みゆきビル 903号,904号 ☎ 03-6233-7123  11:00～21:00 不定休

trtrringram
SUN

新大久保コリアンタウン食べ歩き地図！ 
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味ちゃん
TV紹介の究極の厚切りサ
ムギョプサルが大好評！

ヘルシー韓友家（ハヌガ）
食べ放題が人気のお店！
チーズタッカルビとサムギョ
プサルや20種料理と飲み物
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場の自家製冷麺のお店

アリランホットドッグ
いつも行列の出来る新大
久保No.1人気グルメ

byはんぐるり



 ヨンジュ
私が一番ハマッているのは、

YouTubeと旅行です>< YouTubeで

映像配信を始めたんですが、映像

を通じて人々とコミュニケーション

するのは本当に楽しいです！いつも

見て下さる方も500人を超え、楽し

みながらやっています。

もう一つは旅行です。時間が空い

た時に出掛けるのですが、母と妹

とラオスに行った際は素敵な思い

出を作ることができ最高でした。

 イェウン
私は最近部屋脱出カフェにハマッてい

ます! 実際に部屋に閉じ込められて、制

限時間内に手がかりを見つけて脱出し

なければいけない推理ゲームです。色

々なジャンルのテーマがあって、本人が

希望するテーマのゲームを楽しむこと

ができます。ソウルだけでなく、様々な

地域に部屋脱出カフェがあるので、韓

国に来て楽しんでください！友達、恋

人、家族と一緒にやるのに最適のゲー

ムだと思います。(私は主にメンバーた

ちと一緒に行きます。あ！部屋の脱出

に成功すると、名誉の殿堂に上がるこ

とができるので、一度挑戦してみてく

ださい！)

 ハソ
こんにちは! ハソです!  韓国の流行なのか、私一人だけ

の流行なのか分かりませんが＾＾；私が紹介したいの

は最近の趣味、漫画カフェです!! 私は普段アニメを見た

り、漫画を読むのが好きなんですけど、そんな私にぴっ

たりの憩いの場 >_< コーヒーや食べ物、お菓子も一緒

に売っていて、すごくたくさんの漫画があります! お休み

の時は時間がある度に行って、悔いなく読みたいだけ読

んで家に帰ったりしています !  日本が元祖だと思います

が、韓国にある漫画カフェも紹介したくて＾＾ありがと

うございます！

 ソリ
1 最近は家にいる時に時間ができたら、

料理作りに挑戦しています！ 最近韓国で

は料理番組が増えていて、参考にしなが

ら挑戦してみています！もっと上手くな

りたいですㅠㅠ 写真にあるのは、私が大

好きなアヒージョです。お母さんに作っ

てあげたら喜んでくれました ♥

2 最近お花が好きです。家で綺麗に生け

て、お水をあげるのが習慣になりまし

た！見ても綺麗だし、香りも良くて、気

分が上がります↑

 ミント
私は運動が大好きで、今一番

はまっているのはウェイクボ

ードとウェイクサーフィンと

stand up paddleです。

 ジェイン
1 今年成人を迎えたばかりの末っ子、

ジェインです♥ 元々は友情リングやシ

ンプルな時計以外、アクセサリーは付

けないんですが、今年に入って耳につ

けるアクセサリーが好きになりました! 

色々な種類をたくさん買いました。

2 最近は角縁メガネもよくかけます。

元々黒をかけてたけど失くしちゃった

ので新しく買った金色の角縁メガネを

よくかけています。これをつけると清

々しく気分転換になる気がします。 

 ジスル
私は最近、写真集をメインに置いている書店カ

フェにハマっています。ソウル景福宮(ソチョ

ン村)の近くにある「イラソン」というお店に

よく行きます。お気に入りの本を探すのは難し

いものですが、親切な店長さんが一つ一つ推薦

しながら作家と写真集について説明をしてくだ

さり、好みの写真集を選ぶことができました。

ここは全ての本にサンプルがあるので、お客様

に配慮している感じがして気に入っています。

たまに本の講演会も開催されています。もしソ

チョン村に行く機会があれば是非寄ってみてく

ださい。

 スジ
私、スジの趣味は~ カリグラフィーで

す!!! 空き時間ができた時、静かにカリ

グラフィーをしていると、心が落ち着い

て気分が良くなる気がします:)

R･G･Pの各メンバーが
はまっている最新
韓国トレンドを紹介！
RGPメンバー主演トラマ“アイドルマスター.KR”の放映で顔を知らせな
がら、去年12月にアルバムと同時に次世代ライジングスターとして浮
上しているK-POPアイドル「リアルガールプロジェクト(RGP)」!

 ユキカ
私、ユキカが最近ハマっている物は、ス

ライムです! 昨年から流行っていて、特

に女の子に人気がある気がします!!音

も良くて、触るとストレスを解消してく

れます(笑)

3 最近、Billy Angelというケーキの

カフェがお気に入りです。とても

美味しくて、道を歩いていてBilly 

Angelが見えると、知らない内に足

が止まってしまいます。愛らしいダ

イエットの邪魔者ですね♥

 ジウォン
1 'ピンクが大好きなジウォン' です

が、最近は紫色のアイテムにも興味

を持っています。服、靴、カバン等

々>< ちょうど今年のトレンドカラー

もバイオレットだそうです♥

2 ダイエットに良いと聞いて飲み始

めたココナッツウォーター! 一日に 1

リットルずつ必ず飲んでいます~ 肌

がしっとりする感じです♬

▪スライム「ユキカお気に入りのスライム。キュートなフルーツ    模様のスライムを2個セットにして、5名様にプレゼント！」  ▪R.G.Pサイン入りポスター 2名様
▪THE IDOLM@STER.KR MUSIC Episode 1 5名様　
応募方法 プレゼントのご希望の方は、はんぐるり公式インスタグラム(＠magazine_hangururi)をフォローしてからイベント告知picにコメントを書くと応募完了!　

応募締切 2018年5月31日（木）応募発表 2018年6月４日（月）*日程に変更があった場合には、はんぐるり公式インスタグラムにて告知させていただきます。

特別
企画

特別企画 リアルガールズプロジェクト(R.G.P)から読者プレゼントをお届け!
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バンダイナムコエンターテイメントの人気ゲーム「アイドルマスター」をモチーフにしたドラマ「アイドルマスター.KR」が、2018年6月

30日よりCS放送局DATVで初放送される。これを記念し、来る5月16日（水）出演者であるReal Girls Project（R.G.P)のメンバー5名による来

日公演が新宿のライブハウスBLAZEにて開催されることになった。ドラマ「アイドルマスター.KR」は、スターを目指すアイドルの卵たち

が夢を追いながら奮闘する物語。昨年4月よりAmazonプライム・ビデオで配信され、レビューの平均が4.5点を超えるなど大好評を博した

作品だ。イベントには、ドラマの主演を務めたReal Girls Project（R.G.P）のメンバーであるジウォン、スジ、ソリ、ハソ、ユキカの計5名

が参加。ドラマの撮影を終え、オーディション番組への出演やソロ活動、学業などなど、それぞれの道を歩き始めたメンバー達が何を語

るのか期待が高まる。また今回のステージでしか見ることができない5名のフォーメーションによるパフォーマンスにも注目だ。チケット

の発売は、4月19日16時より開始する。「アイドルマスター.KR」TV初放送を盛り上げるスペシャルファンミーティングをお見逃しなく！

[アイドルマスター.KR] TV初放送記念！スペシャルファンミーティング

会場 新宿BLAZE  http://shinjuku-blaze.com/

日時  5/16(水) 1日2回公演 (1st Stage  開場14:00／開演14:30▪2nd Stage 開場18:30／開演19:00)

           ※開催会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

出演者 Real Girls Project（R.G.P)メンバー： ソリ、ユキカ、ジウォン、スジ、ハソ

チケット価格 指定席　6,300円（税込、ドリンク代別）／スタンディング席　5,800円（税込、ドリンク代別）

詳細はこちら http://www.idolmaster-kr.jp/news#258

スペシャルファンミーティング 開催決定!
[アイドルマスター.KR] TV初放送記念


