墨国回転鶏酒場

渋谷

5

リー
スト

ボッコクカイテントリサカバ

7

鉄板料理

TEPPAN KITCHEN
テッパンキッチン

リー
スト

9

バー＆ダイニング

Bar & Dining「TORRENT」
バー＆ダイニング「トレント」

街とつながるクリエイティヴスペース

カジュアルなメキシコ料理の酒場

ライブ感たっぷりの鉄板焼きを提供

渋谷カルチャーを体験できるバー

季節のオーガニック食材を使ったデリやサンド

渋谷ブリッジB棟のストリートオフィスの階下に

大 阪で展開しているメキシコ大 衆 酒場の都内

縄のれんの入口からのぞき見えるカウンタ―の

ホテルのロビーに通じるオープンスペースにあ

ウィッチなどが楽しめるベーカリー＆カフェ。自

あるカフェ。アイデアを練ったり、打ち合わせに

初店舗。看板メニューは、鶏1羽を回しながら焼

鉄板で、串焼きやお好み焼きが次々と焼き上げら

り、ノーチャージでサクッと利用可能。DJブース

家製酵母と国産小麦を使用したパンは、すべて

利用するワーカーもいれば、街に開かれ、誰に

き上げる「回転鶏」で、トルティーヤで包んでい

れていく。
「鉄板焼きならではのライブ感を大切

も備えた、
「ホテルのバー」のイメージを刷新す

店内で 焼き上げている。広々としたテラス席は

とっても快 適な場所。渋南エリアの新たな文化

ただく。メキシコ風のもつ煮 込みなど、酒の肴

に、渋谷の『食』を盛り上げています。お客様は、

るスタイリッシュなバー。
「クリエイティブワー

気持ち良く、都会の喧 騒を忘れてのんびりと過

のハブとなっていく。
「クリエイター同士はもちろ

も充 実。そんなこの店は、渋 谷 駅と「渋 谷スト

クリエイティブワーカーはもちろん、代官山近辺に

フェイスだから、お客 様との距離 感が近くて良
いですね」
（ 店長･三枝佑介さん）。

1. 三枝佑介さん（左･店長）
高木沙香さん（右･スタッフ）

ドなどこの店ならではのメニューも魅力だ。

2. 西村直純さん（スタッフ）

3. 西済梨里子さん（左･スタッフ）
新穂のりこさん（中･店長）
時松真弥さん（右･スタッフ）

谷3丁目
渋

ピザ

PIZZA SLICE

4

ピザ スライス

下にある。
「もともと高 架下や市 場にあるよう
な、気軽に立ち寄れる賑やかな店を目指してい
ます。これからさらに魅力的な店に育てていき
ますよ」
（代表取締役・鈴木應太さん）。

4. 山寺夏海さん（スタッフ）

5. 鈴木應太さん（代表取締役）

イタリアン カフェ＆ダイニング

LAND
ランド

住むご夫婦などさまざまな層や年代にわたってい
ます」(料理長･橋本潤さん)。新鮮な食材をひと
串ひと串ていねいに仕込んだ串焼きは、1本180
円からと手頃な値段なのもうれしい。ランチタイ
ムのハンバーグ定食なども人気を集めている。

6. 類家彩人さん（副店長）

リー
スト

6

カーが集まり、クラブカルチャーも盛ん。渋谷の
↑ 大阪の居酒屋でおなじみの豚平焼
きをアレンジした、
女の豚平焼き 734
円。
豚肉にアボカ
ドとトマト、
チーズ
と、女 性 が 好 む
食材を組み合わ
せたモダンな味

7. 橋本潤さん（料理長）

石窯ローストチキン＆ステーキ

Wine no Ruisuke

エクスペリエンスを取り込みながら、新しいカル
チャーを発 信していきます」
（バーマネージャー
ジョーダン･ブラッドリーさん）。カクテルは、創
作力に満ちたオリジナルレシピを揃える。スツー
ルやソファを配した空間も、実に居心地が良い。

ワイン ノ ルイスケ

8

クラフトビールタップ
グリル＆キッチン

こだわりのメニューと心地良い空間

“NYの街角にあるようなピザショップ”というコ

渋谷川の遊歩道に面したイタリアンカフェ＆ダイ

「野菜と鶏料理を食べて、明日への活力を養える

クラフトビール人気が高まる今、ぜひ注目してほ

ンセプト通り、一歩入るとまるで 現 地を訪れた

ニング。かつての荷捌き場をリノベーションした

ような店にしていきたいですね」と語るのは、副

しいビアホールレストラン。世界中から直輸入す

ような気分にさせてくれる店。もちろんピザも

店内は、広々とした心 地良い空間。大 人 数で過

店長の類家彩人さん。
「たとえば、牛や豚は宗教

るビールは、樽生を含め常時60種 類以上。そし

NYスタイルで、20インチのピザを8分の1にカッ

ごせるテーブルや、1人でゆっくりお酒を楽しめ

上、食べられない人もいますが、鶏は広く食べら

て、何より話題となっているのが、グラスの底か

トされたものが 提 供される。生地はクリスピー

るバーカウンターなどもある。専属のヴィーガン

れています。とにかく国籍も年代も関係なく、ど

ら沸き上がるように注ぐ「ボトムスアップ」。空気

でパリッと軽い食感。天井が高い店内は開放感

パティシエによる、植物性の素材だけを使った

なたにも気軽にご利用いただきたいと思っていま

↑ ペパロニスライス 500円、
クラムチャウダー 500 円。顔
が 隠 れるほど大きなスライス
ピザは、1枚でもボリューム満
点。あさりの旨みが凝縮したク
ラムチャウダーは具がたっぷり

ているスタッフの西村直 純さんは「約半数は外
国人のお客 様です。いつも明るい雰囲気で、自
分も楽しみながら働いています」と笑う。

スイーツメニューもおすすめ。
「お店が入る建物
『100BANCH』は、クリエイティブな人たちが集
まる拠点。訪れたら、何か面白い出会いがある
かもしれません」
（スタッフ・山寺夏海さん）。

↑ 海の幸のボロネーゼ1,382
円。シーフードの旨味たっぷり
のボロネーゼは定番の一品。
アズキ抹茶タピオカをはじめ、
ヴィーガンスイーツも各種揃っ
ている

す」。使用するのは大山鶏。ヒナ鶏を焼くために
開発した特注の石窯で焼き上げる。ヨーロッパの
ワインからニューワールド系まで充実のラインアッ
プ。また、流通量の少ない国産ワインの用意も。

渋谷川にも冬到来

渋谷ストリームからスタート！

（バーマネージャー）

クラフトビール レストラン・ビアバー

NY気分がそのまま味わえる

に溢れ、居心地が良い。ラッパーとしても活動し

ワインとともに石窯ローストチキンを

リー
スト

↑ "クリエ イティブ な 街”と" 清 流
(stream)”がテーマのオリジナルカクテ
ル、
ビットバレー
1,200円。
ウォッカ
をベースにライム
と青リンゴがさわ
やかなカクテル

9. ジョーダン･ブラッドリーさん

8. 小沼貴洋さん（店長）

3F
ム

2

す」
（店 長･新 穂 のりこさん）。新ブランド 茶 葉
「EN TEA」、お茶に合う和テイストのホットサン

↑ 回 転 鶏 のヘ ル シー盛り(半 羽)
1,512円。トマトやアボカドなど野菜
も 盛 ら れ、トル
ティーヤ3枚も付
く。2人で取り分
けて食べる人が
多い

リーム」をつなぐ国道246号横断デッキの高架

3F
ム

猿楽町

います。20時以降は “スナック” に様変わりしま

↑ ホットサンドは和の具材を使ったも
のなど常時4種類揃う。
山利のシラス
の海苔チーズ大
葉サンド 800円
は、
紅ほうじ茶ラ
テアイス 580円と
もよく合う

渋谷

ムな雰囲気が漂う。
「店内のキッチンもオープン

ん、さまざま人が訪れ、つながる場所を目指して

渋谷

↑ アボカドトースト 1,250円。
スライス
したカンパーニュにアボカドとフムス、
自
家製ザター (中東
のスパイスミック
ス)をトッピング。
エスニックな味の
人気メニュー

し。子どもを連れた家族も多く訪れ、アットホー

※各店の詳細情報は裏面に記載
価格は税込み表記

ノーレイル／ノールール

メキシコ大衆酒場

自家製酵母の焼き立てパンが人気のカフェ

ごせる店内はリフレッシュできること間違いな

人が集まる場所は、街の文化
を育てる拠点となることがあ
るそうです。ここでご紹介する
のは、
「渋谷ストリーム」まで
向かう間に見つけた渋南エリ
アの“人々が集う店”。各店、何
を発信しているのでしょう？

NO RAILS / NO RULES

3

リ
スト ー

4F
ム

街 の“ 文 化 ”を 発 信 する 店

GARDEN HOUSE
CRAFTS ガーデンハウス クラフツ

カフェ／スナック

3F
ム

1

丁
東1 目

ベーカリー＆カフェ

F
ム1

官山町
代

渋谷

渋南エリアガイド

渋谷ストリームに到着！

コーヒー片手に渋谷川散歩

渋谷ブリッジでひと休み

渋谷

今日はどの店に行こう？

ボトムス アップ方式の注ぎ方も話題

に触れさせずに注ぐことでキレのある味わいを

↑ 石窯ローストチキン 1,380
円。11時 間マリネした大山鶏
の半身を特注の石窯で焼き上
げる。好みでマスタードをつけ
たり、生の黒胡 椒を噛んだ後
で口に入れるのもおすすめ

実現している。ビールと好相性のフードメニュー
も充実。
「重厚な雰囲気のビアホールが多い中、
インモール内の開放的な店舗で通りがかりにも
立ち寄っていただけます」(店長･小沼貴洋さん）。

↑ ビール入りの衣で サクッと
しつつもモチモチした 食 感。
名物ビアタップ流フィッシュ &
チップス Lサイズ 1,382円、フ
ランツィスカーナーヴァイスビ
アMサイズ 1,026円

明日はどの店に行こう？

渋谷ブリッジもいいね

渋南エリアガイド
街 の“ 季 節 ”を 楽しめる 店

1

渋谷ストリーム３F
餃子・中華料理

大連餃子基地 DALIAN

渋谷川が四季を告げる渋南エ
リア。
「渋谷ストリーム」から川
沿いを進むと、季節を満喫し
たい気分も上昇していきます。
今、そんな気分で味わいたい
のは“冬の訪れを楽しめる料
理”。様々ご紹介します。
※各店の詳細情報は裏面に記載
価格は税込み表記

2

渋谷ストリーム３F
寿司

SUSHI TOKYO TEN、

3

渋谷ストリーム2F

4

渋谷ストリーム2F

5

渋谷ストリーム2F

6

7

東2丁目

東1丁目

8

代官山町

9

代官山町

出汁×お米×お酒

洋風おばんざいと煮込み酒場

タイ＆アジアンビストロ

和食

カレーハウス

和食

焚き火イタリアン

MEAT TAVERN 煮込みや四兵衛

スパイス リップ

南渋谷 なみの上

カレーハウス チリチリ

季節料理 さん昇

falò 焚き火イタリアン

ミートタバーン ニコミヤシベエ

スパイス リップ

ミナミシブヤ ナミノウエ

カレーハウス チリチリ

キセツリョウリ サンショウ

ファロ タキビイタリアン

ダイレンギョウザキチ ダリアン

スシ トーキョー テン

金のおにぎりと天白のかつお出汁
かつおとぼんた

食 感 も 味わ い も 比 類 なし
本 格 的な大 連 餃 子

和とモダンが 調 和した
空 間 で 旬 の 味 覚を堪 能

じん わりお いしく温 か い
極 上の 出 汁とお にぎり

パ ンとともにいただく
こだわりのお ばんざいと煮 込 み

ハーブ やス パイス使 いで
本 場 タイの 味 覚を再 現

手 間 暇 かけた本 格 和 食を
肩 ひじ 張らず に 楽しめる

深 い 味わ いと爽 快 感
体 に優しく広 がるカレー

代 官 山 の 住 宅 地 に佇 む
日本 料 理 の 名 店

季 節 の 素 材 を 活 かした
炭 火 焼きの イタリアン

中国･大 連で 学んだ餃 子をメインに、本

職人の技が光る江戸前寿司を根幹に、
「旬

極上の出汁とお米にこだわり、早朝から

鹿やイノシシを使ったジビエのメニュー

シェフ自らがタイに足を運び、現 地の味

「居酒屋以 上、割烹未 満」がコンセプト。

野菜や多種類のスパイスにより複雑な旨

店主の出身地である鳥取県を中心に、全

季節の食材をふんだんに取り入れた、炭

格中華をカジュアルに楽しめる。モチモ

の食材を少しずつ沢山」がコンセプト。厳

夜まで 渋谷の人々の心と胃袋を温める。

や、旬の食材を使ったおばんざい、煮 込

を探求。素材を厳選し、ハーブやスパイス

出汁や素材はもちろん、精米方法などに

味を引き出したカレーはさらりと食べや

国各地から仕 入れた旬の食材を使った

火料理を堪能できるイタリアンダイニン

チの皮にこだわった焼き餃 子は、パリパ

選ネタをおまかせコースで楽しめる。シジ

冬にうれしいおでんは、全8種類のタネを

み料理を提供する店。煮込み料理に合わ

を多用することで、辛味、甘味、酸味が溶

もとことんこだわっている。おでん、おば

すく、体の中に優しく染み渡る。このおい

本格的な和食を味わえる。樹齢300年の

グ。趣のある店内は、中央に置かれた炭

リの羽 根、たっぷりのスープが溢れる餡

ミの出汁でスタートし、次いで本マグロの

用意。伊 勢 神宮にも奉 納されている「天

せるのはブーランジェリー「メゾンカイ

け合うタイ料理 本来の奥 深さを提 供す

んざい、炊き込みご飯といった親しみあ

しさには一度食べただけで魅了されてし

イチョウの一枚板のカウンターが設置さ

火台を囲むようにカウンターが配置され、

が多彩な食感と味わいを生み出す。熱々

にぎりを一貫。その後はつまみとにぎりを

白」のかつお節で出汁を取り、塩だけで煮

ザー」監 修のこだわりのパンで、素 材の

る。中 で も、クリーミーな口当たりをピ

る料理にも職 人の技がキラリと光る。そ

まう人も多く、店の前には常に行列が 絶

れた店内は、小ぢんまりとしていて落ちつ

ゆっくり落ち着ける。寒い日は炭 火台で

で 提 供する本 格 四 川麻 婆豆 腐は、唐辛

交互に提 供していく。冬は脂がのった寒

込んだ逸品揃い。あっさりしながら深い味

旨味が凝縮されたソースを付けていただ

リッとした辛味が追いかける「グリーンカ

んなちょっと贅沢な和食を気軽に味わえ

えない。店内はカウンターのみで、カレー

いた雰囲気。まさに隠れ家と呼ぶのにふ

じっくりと煮 込まれる「猪 鍋」もおすす

子の辛みと花山椒のしびれがホットなお

ブリ、旨味を増した伊勢エビなどが登場

を大根やはんぺんなどで堪能できる。金

くと絶 品。ワインや日本 酒、焼 酎とお 酒

レー」には、レモングラスやカルダモンな

るのがうれしい。酒は日本酒、焼酎の他、

が出てきたらスマホやお喋りはNG。食べ

さわしい。大人5名から貸切もでき、特別

め。イタリアのナチュラルワインも豊富に

いしさ。レンガのアーチや中国の節句が

する。合わせる日本酒は、芳醇な旨口から

芽米を使用したごはんはお米本来の甘み

の種 類も豊富に揃う。木のぬくもりを感

どをふんだんに使 用。タイ原 産のバタフ

和食に合うビールやワインも揃う。広々し

ることに集中するのがこの店でのマナー

な日のお祝いの席などに利用する人も多

揃い、グラスワインは赤･白･ロゼ・スパー

モチーフの絵画などシックな内装も冬の

端麗な辛口まで幅広く揃える。和の様式

が生きた味。朝はおにぎり、昼は丼、夜は

じる店内は、落ち着いた雰囲気。料理と

ライピーがベースの青いハーブティーや、

たカウンターは居心地良く、1人でもゆっ

だ。マイペースにのんびり味 わいたい人

い。冬は松 葉カニコースのほか、天 然と

クリングを合わせて約20種 類から選べ

ひとときを盛り上げてくれる。

とモダンが調和した空間も魅力だ。

おでんや肴で一杯と使い分けられる。

お酒をゆっくり味わえる。

タパス風の屋台料理の数々も評判。

くり食事を楽しめる。

にはテイクアウトがおすすめ。

らふぐも楽しめる。予約は3日前まで。

る。気持ちもほっと温まる大人の店だ。

パリパリ羽根の大連焼餃子（7個）68 0円
激辛四川麻婆豆腐 1,037円
餃子は点心師が1つずつ包み、店内で焼き上げる。本
格四川式の麻婆豆腐は、奥行きのある辛さが広がる

7, 560円コースの中の一品
冬のネタから本マグロの中トロ(写真手前)、赤身のヅケ
(写真中)、寒ブリのにぎり(写真奥)。旬に合わせたネタ
を職人が丁寧に握ってくれる

おでん3点盛り 420円、天白おかか 190円
天白おかかクリームチーズ 290円
おでんは、大根と2品を選べる3点盛りがお得。おにぎ
りには、伊勢の名品･天白のかつお節を使用

骨付き鶏もも肉と
ポルチーニのクリーム煮込み 8 42円
じっくり煮込んだ鶏もも肉とポルチーニを使用したク
リーム仕立ての一品。ディナーメニューでのみ提供

グリーンカレー 1, 296円
ブルーアンチャンティー 594円
具材がたっぷり入ったグリーンカレーは上級者向けの
辛さ。写真右奥のお茶はレモンを絞ると紫に変化する

霧島豚と九条葱の白湯しゃぶしゃぶ
（小･2～3人前）2,70 0円
鶏からとった白湯スープに豚肉をくぐらせ、九条葱と千
切生姜を巻いていただく。旨味が凝縮したスープも絶品

ミックスマサラ 1, 20 0円
トマト、ホウレン草、チーズ入りの辛口カレー。カレーの
下から出てくる、とろりとしたチーズが美味。爽やかな
辛さが後を引き、スプーンが止まらなくなる

タグ付き活松葉カニづくしコース 47,520円
生きた松葉カニを1人につき一杯ずつ、目の前で料理し
ていく。刺身、焼き、しゃぶしゃぶなど、松葉カニのおい
しさを余すところなく贅沢に堪能できる

日本鹿の炭火焼き 香ばしいきのこと
山ブドウのヴィンコットソース 2, 8 8 0円
脂がのった冬の鹿はクセがなく、とても柔らかい。国産
の山葡萄を煮詰めた甘酸っぱいソースとの相性も抜群

SHIBUNAN COLUMN 1

渋南エリアマップ

“ 季 節 ”の イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

SHIBUNAN AREA MAP

渋南で
イルミ
ネーション

実施中～2018年12月25日（火）

CHRISTMAS pairing bells

渋谷ストリームが初めて迎えるクリスマス「CHRISTMAS pairing

広尾三丁目

bells」では、ベルのモニュメントを配置したイルミネーションが大
階段に登場！ステージに配置された4種類のベルのうち、1つを鳴
らすと連動した音と光の演出がスタートします。2つ以上のベルを

渋谷ストリーム、渋谷ブリッジが誕生し、
“まちびらき”した、渋南エリア。

同時に鳴らせば、さらに音と光が変化。ベルの組み合わせにより、
それぞれ違った演出がハーモニーとなって空間を彩ります。

渋谷駅から南側に広がるこのエリアでは、
冬でも美味しく楽しく街歩きをすることができます。

○ 点灯時間： 17:00～23:00

○ 実施場所： 渋谷ストリーム 大階段

実施中～2019年1月31日（木）

SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2018-2019 CELEBRATION
渋谷川沿い遊歩道と宮益坂街路樹（渋南エリアの他、渋谷散歩

SHOPS & RESTAURANTS IN SHIBUYA STREAM
5

2

3F

SUSHI TOKYO TEN、

3

金のおにぎりと天白の
かつお出汁 かつおとぼんた

6

4

MEAT TAVERN
煮込みや四兵衛

7

TEPPAN KITCHEN

5

スパイス リップ

8

クラフトビールタップ
グリル＆キッチン

大連餃子基地 DALIAN

Bar & Dining
9
「TORRENT」

Wine no Ruisuke
NE

LI

E

NEW
OPEN!

スターバックス コーヒー

宮益坂下

サイクルカフェ＆ダイニング・アクティビティーコート

TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT

4F

金王神社前

トルク スパイス ＆ ハーブ、テーブル ＆ コート

があります。また、境内にある「玉造稲荷社」は金運が上がると

12/13THU
OPEN

6

して有名。通りを挟んで「豊栄稲荷神社」もあり、渋南エリアお
すすめの初詣スポットです。 ○住所： 渋谷区渋谷3-5-12

南渋谷 なみの上

SHIBUNAN COLUMN 2

“ 文 化 ”の つ く り 手 イ ン タ ビ ュ ー

12/07FRI
OPEN
カレーハウス チリチリ

7
明治通り

並木橋

カフェ・カンパニー株式会社
代表取締役社長

東交番前

楠 本 修 二 郎 さん

S H IB U Y A R I VE R

100BANCH

SHIBUYA STREAM

新たに発想し、自ら発信する
面白い人たちが必然的に集まってくる街

SHIBUYA Sta.

4

LAND

SHIBUYA
BRIDGE

「WIRED CAFE」をはじめ、人と人をつなぐコミュニティとしてのカフェを国内外に100軒以
上手がけている「カフェ･カンパニー」。そんな同社は “渋南エリア” に深い縁を持ち、代表の
楠本修二郎さんは「面白い人が集まるからこそ、この街はポテンシャルが高い」と話します。

東三丁目

NO RAILS / NO RULES

3

明治

通り

東一丁目

PIZZA SLICE

SHIBUYA RIVER

2

TOKY

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6805-0670
11:00～16:00（LUNCH 16:00LO）、
16:00～23:00（DINNER 22:30LO）
無休（休館日を除く）

6

和食

渋谷区代官山町13-1
ログロード代官山5号棟
03-6452-5200
8:00～20:00（金･土～23:00）

6

無休

石窯ローストチキン＆ステーキ

Wine no Ruisuke

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6434-1558
11:00～16:00（LUNCH
16:00LO）
、16:00～23:00（FOOD22:00LO、
DRINK22:30LO）

無休（休館日を除く）

カレーハウス

カレーハウス チリチリ

渋谷区東1-27-9
03-3499-4678
11:30～14:30LO
金･土･日･祝定休

2

ピザ

PIZZA SLICE

渋谷区猿楽町1-3
03-5428-5166
11:30～23:00、日10:30～22:30
無休

7

鉄板料理

TEPPAN KITCHEN

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6451-1016
11:00～14:30
（14:00LO）
、17:00～23:00（22:30LO）
土･日･祝11:00～23:00（22:30LO）
無休(休館日を除く)

出汁×お米×お酒

3

金のおにぎりと天白の
かつお出汁 かつおとぼんた

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6805-0218
8:00～23:00（22:30LO）
※14:30～17:00は物販のみ（おにぎりとおでん）

無休(休館日を除く)

8

和食

季節料理 さん昇

渋谷区代官山町8-16
03-6416-5980
18:00～23:00（22:00LO）
不定休

3

カフェ／スナック

NO RAILS / NO RULES

渋谷区東1-29-3 渋谷ブリッジB-5
03-3797-1086
カフェ 8:00～20:00、
スナック20:00～25:00
日･祝定休

洋風おばんざいと煮込み酒場

4

クラフトビールタップ
グリル＆キッチン

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6427-5768
11:00～23:00
（FOOD22:00LO、DRINK22:30LO）

無休（休館日を除く）

5

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6450-6017
11:00～14:30、
17:00～23:00（22:30LO）
無休（休館日を除く）

9

タイ＆アジアンビストロ

スパイス リップ

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6427-1284
11:00～23:00（22:00LO）
無休（休館日を除く）

焚き火イタリアン

4

イタリアン カフェ＆ダイニング

5

LAND

渋谷区渋谷3-27-1 100 BANCH 1F
03-6427-9315
11:00～23:00（FOOD22:00LO、
DRINK22:30LO）
不定休

9

メキシコ大衆酒場

墨国回転鶏酒場

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム1F
03-6419-7519
11:00～15:00、17:00～24:30

LIN

E

（

渋南マーケット

falò 焚き火イタリアン

）

毎月第3土･日曜開催 @金王橋広場

渋南ワーカーたちの暮らしを豊かにする、人気
の「渋南マーケット」は、毎回大賑わい。金王橋
広場（渋谷ストリーム前）で定期開催しています。

1

12 月は
スペシャル
開催!

大切な１日を彩る
クリスマスマーケット
金王橋広場と稲荷橋広場の２カ所に
拡大して行う12月は、クリスマスバー
ジョン。お花やリース、かわいい焼き
菓子など、ワクワクするクリスマスグッ
ズを揃えたお店がズラリと並びます。
クリスマスの準備は、渋南マーケットで！
○ 開催日程：

9

12月14日（金）～16日（日）

今後の開催予定：

（FOOD23:30LO、DRINK24:00LO）

2019年1月19日（土）･20日（日）

無休（休館日を除く）

12:00～20:00（予定）※最終日は19:00まで

バー & ダイニング

Bar & Dining「TORRENT」

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム4F

（
猿楽小学校裏

（渋谷ストリームエクセルホテル東急内）

03-6427-1358
Dining 7:00～10:00、11:30～14:00、
17:00～23:00（FOOD 22:00LO、DRINK 22:30LO）
Bar 17:00～24:00（23:30LO）
無休（休館日を除く）

Illustration: Tomoko Fujii

○ チケット料金:

WEBチケット3,000円／当日チケット3,500円

Contribute Edit: Midori Nakajima(EDITROOM CANNON)

※チケットは３枚綴り

DAIKANYAMA St
a.

Cooperation:Starts Publishing Corporation

）

クリスマスシーズンに開催する「渋南バル」のテーマは、２つの “出逢い”。渋南エリアの飲食
店自慢のフードやドリンクをお得に食べ歩きができる他（グルメとの出逢い）、参加者同士で
交流できるクリスマス限定企画（人との出逢い）をご用意。また、クリスマスの運勢や素敵な
出会いをお手伝いする占いイベント「渋南Fortune‐telling」も開催します。

Photo: Mitsugu Uehara, Yoshimi Kikuchi, Akemi Otsuka

Text: Tomoko Tsuchikura, Yashio Suzuki

渋南バル

12月12日（水）～16日（日）開催／受付17:00～21:00（稲荷橋広場）

Art Direction & Design: Shogo Kosakai, Takuto Mashimo(Siun)

渋谷区渋谷3-21-3
0570-050-428（受付時間10:00～21:00）
https://shibuyastream.jp/
Instagram： shibuyastream_oﬃcilal

TE

LOG ROAD
DAIKANYAMA
GARDEN HOUSE
CRAFTS

falò 焚き火イタリアン

ANO

EVENT INFORMATION

渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山B1
03-6455-0206
18:00～23:30LO、日･祝15:00～21:00LO
木定休

クラフトビール レストラン・ビアバー

8

MEAT TAVERN
煮込みや四兵衛

YAM

「表参道のように最新をキャッチして発信する街と違い、谷間にある“渋谷川沿い” は、常に
新しい世代が入り込んできては新しいことを生み出してきたエリアです。社会の変化に呼応
し、こんなことをやってみようぜ、という人たちが集まってきます。70年代には、ファッション
や音楽を通じて自分を表現したり、メッセージを伝える人がたくさんいましたが、今は社会
のために良いことをしようと考えながら、自分のビジネスにつなげる人たちが大勢いる時代。
個性が異なる人々が集い、1人ひとりの色が混ざり合ったグラデーションを楽しめる場所が
渋谷橋
渋南エリアだと思うのです」
そう話す、楠本さんが代表を務めるカフェ･カンパニー創業の地もまさに「渋南エリア」。この
地にあった東急東横線高架下に、2001年、
「Shibuya Underpass Society」
（SUS）を開店
させたところから始まりました。そして昨年、渋谷川沿いにオープンした「100BANCH」で
は、
「LAND」を営業中（裏面に掲載）。
「100BANCH」とは、カフェ・カンパニー、パナソニッ
ク、ロフトワークの3社で運営する“未来をつくる実験区”。現在は、新しい価値の創造に挑む
〝次の100年をつくる” 100のプロジェクトを広く募集しています。
「この夏に開催した文化祭には、ふんどし姿で起業したヤツから、シイタケを3階まで飛ばし
たら流しそうめんが始まる仕掛けを作ったヤツまで参加していましたが、1年で80近くのプ
ロジェクトが集まりました。それら1つ1つがきちんと未来に目を向けた企画になっているの
です。彼らのことは、本気でリスペクトしていますよね」
メインストリート･明治通りに面すビルにとっては “裏側” に当たる渋谷川沿いのエリアが
“表” になってきた、と言う楠本さん。いわばクリエイターたちの表舞台とも言える「渋南エリ
ア」では、時代の色を反映しながら、未来をつくる新しい文化が育まれています。

り
代官山通

CULUTURE SHOPS & RESTAURANTS INDEX

ベーカリー &カフェ

GARDEN HOUSE CRAFTS

寿司

SUSHI TOKYO TEN、

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6427-5076
11:00～15:00（14:00LO）、
17:00～23:00（21:30LO）／土・日・祝
11:00～15:00（13:30LO）、17:00～23:00
（21:30LO）
無休（休館日を除く）

7

南渋谷 なみの上

渋谷区東2-22-16
03-6427-9115
18:30～23:30（22:30LO）、土･日･祝
無休
17:00～23:00（22:00LO）

1

2

JR

LINE

SEASON SHOPS & RESTAURANTS INDEX

餃子･中華料理

8

YOKO
U TO

季節料理 さん昇

大連餃子基地 DALIAN

金王八幡宮

は、1092年（なんと927年も前！）。武運を司る八幡さまが祀ら
れた “渋谷の氏神様” で、交通安全、子授け、出世などのご利益

豊 栄稲荷神 社

渋谷署前

1

2019年1月1日（火･元旦）～

TOK

YO

MET

STARBUCKS COFFEE

○ 実施場所： 渋谷川沿い遊歩道、宮益坂街路樹

「渋谷」という地 名のルーツがある場所「金王八幡宮」の創建

GIN
RO

2F

○ 点灯時間： 17:00～23:00

渋南で
初詣

ON

LIN

金王八幡宮

ZA

TO
スペシャルティ コーヒーストア

幻想的に光輝く遊歩道を散歩することができます。

渋谷図書館
入り口

OM

NZ

TR

ME

O

4F

KY

1

3F

では街路 樹が「つららライト」に彩られ、約600mにわたって
山種美術館前

O

2F

墨国回転鶏酒場

HA

1F

もぜひ！）で開催中の「SHIBUYA WINTER ILLUMINATION」
は、
「街も、人も、光も、未来に向かって」がテーマ。渋谷川沿い

※当日チケットの受付は稲荷橋広場

○ 詳細＆WEBチケット販売：

「渋南バル」の公式サイトへ
https://machicon.jp/lp/shibunan-bar/

