渋谷

専門とし、伝統的な郷土料理などを提供。また、

渋谷

スペインワインも充実。日本に滞在するスペイン

いない。豆は8 種 類以 上、抽出方法は4 種 類か
にしているため、店には砂 糖もミルクも置いて
自家焙煎している。コーヒー本来の甘みを大切
ペシャルティコーヒーから、さらに厳選した豆を

さを知ってもらいたい」と、最上級グレードのス

渋谷

串
クシテイ

康を意識する方も『罪悪感なく味わえる』ピザで
具材、発酵豆腐チーズなどがずらりと並ぶ。
「健
リーの生地、和の食材やスーパーフード使用の
る。ピザ生地、メイン具 材、チーズ、トッピング

星野真美さん）
エリア散 策のお供にもどうぞ」
（ブーランジェの
られますので、店頭の飲食スペースはもちろん、
わりの種を練り込んでいる。
「ワンハンドで食べ
「ジンギスカン焼きそばパン」には全粒粉にひま
パンはフィリングに最 適の生地を選び、例えば
パンや菓子パンを提供する。店内で焼き上げる

ブを使用したフォトジェニックなピザが楽しめ

専門店。マネージャーの萩 原大智さんが「感度

4年連 続でビブグルマンに選ばれた実 力店。ス

↑ カスタム･ピッツァ 1,728円～。
和ハーブやスーパーフードなど色鮮
やかでヘルシー
な素材を選ぶこ
と が で きる。ラ
ンチタイムはド
リンク付き

す。ヴィーガンのお客様もお見えになります」
（料
を選んで、自由にカスタマイズする。グルテンフ

の高い人が多いこの街で、もっとその素晴らし

ペイン料理の中でもパエリアといった米料理を

理長の千葉正彦さん）。

↑「極上あんぱん」
はつぶあんとこし
あんの2個セットで648円。
ラム肉を
使 用したモダン
な味の
「ジンギス
カン焼きそばパ
ン」
は346円

の新コンセプトショップ。カラフルな野菜やハー

原宿の人気ハンバーガーショップ「THE GREAT

正統派フレンチをタパスサイズで様々に楽しめる

恵比寿に本店がある串揚げの専門店。黒毛和牛

直送される食材をメインに使った料理を味わえ

BURGER」が渋谷ストリーム1Fに登場。広場前の

ビストロ&バー。自慢のワインは、グラスだけで

やフォアグラ、季節の食材など素材の持ち味を

トレートのお茶のほか、ラテ、スムージー、煎茶

る店。
「石垣牛」をはじめとする、東 京では手に

抜群のロケーションの中、天然酵母のバンズと極

12種。50mlのハーフサイズも用意し、ひと皿ごと

生かした上品な串揚げを堪能できる。職人の技

に炭酸を加えた「炭酸 冷茶」などを提 供してい

入りにくい食材を満喫することができる。
「いつ

粗びき肉のパティなど、素材にこだわったハンバー

にペアリングもできる。ライブ感たっぷりのフル

を目の前で楽しめるカウンター席もいいが、しっ

4. 萩原大智さん（マネージャー）

3. 木村ゆりさん（シェフ）

バッファローや鹿のはく製などが飾られた、アメリ
カの空気を感じさせる店内も居心地がいい。

越しにシェフと会話を楽しむ人も。
「
『クロワゼ』と

はフランス語で『交わる』という意味です。スタッ
フ全員がお客様との交流を大切にしています。そ
の日のおすすめや合わせるワインなど、ぜひ気軽
に声をかけてください」
（シェフ･中川玲央さん）
。

リー
スト

CITYSHOP PIZZA

ピザ

5. 山下和昭さん（店長）
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ベイキング シュウ

リー
スト

BaKING SHU

こだわり惣菜パンとカフェ

6. 千葉正彦さん（料理長）

ファ席があるので、大人数でも利用できるのも
嬉しいポイント。
「大 人がゆったりくつろげる空
間が好評です。会食や歓送迎会などにぜひご利
用ください」
（店長･山下千尋さん）
9. 山下千尋さん（店長）

1. 木村宗太さん（スタッフ）

渋谷

渋谷

に炭酸を加えた「炭酸 冷茶」などを提 供してい

↑ 稀少な肉をリーズナブルに味わ
え る、石 垣 牛 ス テ ー キ (2 名 分 )
3,200 円。添 え
られ た、石 垣 島
の 塩 が、さらに
旨みを引き出し
てくれる

内のオープンキッチンを囲むカウンターで、皆が
い」
（シェフ･木村ゆりさん）。小ぢんまりとした店

とりさまも大 歓 迎なので、ぜひいらしてくださ

も明るくアットホームな雰囲気です。女性のおひ
入りにくい食材を満喫することができる。
「いつ

渋谷

BaKING SHU

る日本茶スタンドカフェ。茶葉はもちろん道 具

わいわいとお酒や食事を楽しむ姿に南の島のイ
シティショップ･ピッツァ

8

こだわり惣菜パンとカフェ

にもこだわり、カウンターには美しいフォルムの

リー
スト

茶筒や急 須が並ぶ。また、ラテをオーダーする

メージが重なる。

CITYSHOP PIZZA

とその場で茶せんでお茶をたてる姿を見ること

リー
スト

ベイキング シュウ
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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,
スパイス アンド ハーブ,
TABLE & COURT トルク
テーブル アンド コート

ドを楽しんでください」
（店長･山下 和 昭さん）
。
空気と一体化した空間で、リアルなアメリカンフー
か、外壁を利用したカウンタ―席も。
「渋谷の街の
粗びき肉のパティなど、素材にこだわったハンバー

に声をかけてください」
（シェフ･中川玲央さん）
。

↑ ベーコンチーズバーガー 1,512
円。自家製レモネード669円は、シ
チリア産レモン
果汁を使 用して
いる。サンドイッ
チやサラダなど
のメニューも

の日のおすすめや合わせるワインなど、ぜひ気軽
フ全員がお客様との交流を大切にしています。そ
はフランス語で『交わる』という意味です。スタッ
越しにシェフと会話を楽しむ人も。
「
『クロワゼ』と
オープンキッチンもこの店の特徴で、カウンター
にペアリングもできる。ライブ感たっぷりのフル

抜群のロケーションの中、天然酵母のバンズと極

直送される食材をメインに使った料理を味わえ

提案しています」とスタッフの木村宗太さん。ス

バッファローや鹿のはく製などが飾られた、アメリ
ガーが楽しめる。広いテラスにはテーブル席のほ

る店。
「石垣牛」をはじめとする、東 京では手に

トレートのお茶のほか、ラテ、スムージー、煎茶

カの空気を感じさせる店内も居心地がいい。

↑ タパス4 種の 盛り合わ せ1,620
円。クミン風味のキャロットラぺ、イ
ンゲン豆とクル
ミのサラダなど、
それぞれに独自
のアレンジを効
かせている

BURGER」が渋谷ストリーム1Fに登場。広場前の

懐かしくも新しいパンの数々

オフィスワーカーの新たな憩いの場

『ミシュランガイド東京』において、2016年から

8年前にオープンしたスペシャルティコーヒーの

南青山のサラダ&デリカテッセン「CITYSHOP」

フランスパンの名店「メゾンカイザー」代表の木

珍しい自転車の展示や新モデルの自転車発表も

4年連 続でビブグルマンに選ばれた実 力店。ス

専門店。マネージャーの萩 原大智さんが「感度

の新コンセプトショップ。カラフルな野菜やハー

村周一郎氏がプロデュース。
「昭和のパン店」を

行っているサイクルカフェ。スパイスとハーブを

ペイン料理の中でもパエリアといった米料理を

の高い人が多いこの街で、もっとその素晴らし

ブを使用したフォトジェニックなピザが楽しめ

テーマに、フランスパンの技術を生かした総菜

ふんだんに使った料理を揃え、体の外からも内

専門とし、伝統的な郷土料理などを提供。また、

さを知ってもらいたい」と、最上級グレードのス

る。ピザ生地、メイン具 材、チーズ、トッピング

パンや菓子パンを提供する。店内で焼き上げる

からもリフレッシュできる。
「自転車を通じて、オ

ダイニング

理長の千葉正彦さん）。

わりの種を練り込んでいる。
「ワンハンドで食べ

られますので、店頭の飲食スペースはもちろん、
エリア散 策のお供にもどうぞ」
（ブーランジェの
星野真美さん）

今日はどの店に行こう？
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ザ グレートバーガー スタンド

リ
スト ー

THE GREAT BURGER STAND

アメリカンレストラン

渋谷ブリッジで休憩

7

ファ席があるので、大人数でも利用できるのも
ら奥まった位置にあり、掘りごたつ式の席やソ

リー
スト

bar à vin CROISÉE

フレンチバール

渋谷川にも鳥が飛んでる

↑ 串 揚げ1本 300 円。その日や 季
節のおすすめの串を「おまかせスタ
イル」でゆっくり
堪能するのがこ
の店の醍 醐 味。
ワイン、シャンパ
ンも充実

とり食事を楽しめる座敷 席もおすすめ。入口か
やフォアグラ、季節の食材など素材の持ち味を
恵比寿に本店がある串揚げの専門店。黒毛和牛

大人のための食空間で繊細な串揚げを

バール ア ヴァン クロワゼ
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5

春の渋谷川も気持ちいい

9

クシテイ

リー
スト

串
日本料理･串揚げ

渋谷ストリームに到着！

渋谷ストリームからスタート！

日本茶

す。ヴィーガンのお客様もお見えになります」
（料

「ジンギスカン焼きそばパン」には全粒粉にひま

フィスワーカーがリフレッシュできる場を提供し

↑「極上あんぱん」
はつぶあんとこし
あんの2個セットで648円。
ラム肉を
使 用したモダン
な味の
「ジンギス
カン焼きそばパ
ン」
は346円

ていきたいです」(店長･永目謙 太郎さん)。自転

↑ 丸鶏のスパイスロースト～party
party焼き～3,780円。
ミックススパイ
スなどで 味つけ
した国産鶏を切
り分けて食べる
豪快で食べ応え
のあるメニュー

渋南エリアガイド

官山町
代

康を意識する方も『罪悪感なく味わえる』ピザで

↑ カスタム･ピッツァ 1,728円～。
和ハーブやスーパーフードなど色鮮
やかでヘルシー
な素材を選ぶこ
と が で きる。ラ
ンチタイムはド
リンク付き

恵比寿

離島24°ISHIGAKI ISLAND
リトウ24ド イシガキ
MARKET アイランド マーケット

COFFEE」もおすすめ。

3

ら選べる。フレンチプレスで淹れた「TODAY’ S

具材、発酵豆腐チーズなどがずらりと並ぶ。
「健

八屋 代官山店

いない。豆は8 種 類以 上、抽出方法は4 種 類か

リーの生地、和の食材やスーパーフード使用の

ハチヤ ダイカンヤマテン

小粋なフレンチタパスをワインとともに

にしているため、店には砂 糖もミルクも置いて

↑ コーヒー（アイス･ホット）380円
～。豆の種 類のほかに抽出方法も
選べる。スタッフ
に味の好みを伝
え、ぴったりの1
杯 を 選 んでも
らっても良い

パンはフィリングに最 適の生地を選び、例えば

1

テラスで楽しめるアメリカンフード

自家焙煎している。コーヒー本来の甘みを大切

石垣島の食の魅力が詰まった食堂

正統派フレンチをタパスサイズで様々に楽しめる

入れば、まるでスペインを旅している気分に。

↑ 魚介のパエリア3,700円～ (2名
分から)。丁寧にスープをとって炊い
たパエリアは、具
もダイナミック
でボリューミー。
米は山形産はえ
ぬきを使用

を選んで、自由にカスタマイズする。グルテンフ

日本茶の文化をもっと身近に

原宿の人気ハンバーガーショップ「THE GREAT

嬉しいポイント。
「大 人がゆったりくつろげる空

もスペイン文化を発信し続けていきたいですね」
（店長･幸地ディエゴ エドアルドさん）。店に一歩

ペシャルティコーヒーから、さらに厳選した豆を

渋谷

みならず、雰囲気も大事にしています。これから

渋谷

渋谷

出身の人たちからも愛されている。
「本場の味の

閑静な住宅街にある「離島24°」は、石垣島から

間が好評です。会食や歓送迎会などにぜひご利
生かした上品な串揚げを堪能できる。職人の技

ビストロ&バー。自慢のワインは、グラスだけで

ヘルシーでカラフルなカスタム･ピッツァ

「今の時代に合った日本茶の新しい楽しみ方を

用ください」
（店長･山下千尋さん）
を目の前で楽しめるカウンター席もいいが、しっ

12種。50mlのハーフサイズも用意し、ひと皿ごと

極上コーヒーを気軽に味わう

街 の“ 文 化 ”を 発 信 する 店

サイクルカフェ & ダイニング・アクティビティーコート

9. 山下千尋さん（店長）

スペインの魅力を満喫できる

↑ ほうじ茶ラテS 450 円 は、優し
い味わいでほうじ茶の風味もしっ
かり。煎茶ラテS
450円はさっぱ
りし た 甘 さ。ラ
テには和三盆を
使用している

ザ コーヒーショップ

6

ピザ

10. 永目謙太郎さん (左・店長)
長郷章子さん (右・ホールリーダー )

もできる。あんみつやかりんとうなどのオリジナ

リー
スト

TORQUE SPICE & HERB,
トルク スパイス アンド ハーブ,
TABLE & COURT テー
ブル アンド コート
10. 永目謙太郎さん (左・店長)
長郷章子さん (右・ホールリーダー )

7. 中川玲央さん（シェフ）
サル イ アモール

THE COFFEESHOP

リー
スト

8. 星野真美さん（ブーランジェ）
保坂朱美さん（ショップスタッフ）

6. 千葉正彦さん（料理長）

4F
ム

4

コーヒースタンド

5. 山下和昭さん（店長）

2F
ム

サル イ アモール

4. 萩原大智さん（マネージャー）

3. 木村ゆりさん（シェフ）

猿楽町

スペイン料理

スペインワインも充実。日本に滞在するスペイン

↑ 串 揚げ1本 300 円。その日や 季
節のおすすめの串を「おまかせスタ
イル」でゆっくり
堪能するのがこ
の店の醍 醐 味。
ワイン、シャンパ
ンも充実

ルの和菓子も揃え、お土産にも人気だ。
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8. 星野真美さん（ブーランジェ）
保坂朱美さん（ショップスタッフ）

2. 幸地ディエゴ エドアルドさん（店長）

2F
ム

2

ら奥まった位置にあり、掘りごたつ式の席やソ

7. 中川玲央さん（シェフ）

1. 木村宗太さん（スタッフ）

官山町
代

とり食事を楽しめる座敷 席もおすすめ。入口か

↑ タパス4 種の 盛り合わ せ1,620
円。クミン風味のキャロットラぺ、イ
ンゲン豆とクル
ミのサラダなど、
それぞれに独自
のアレンジを効
かせている

2. 幸地ディエゴ エドアルドさん（店長）

コーヒースタンド

シティショップ･ピッツァ

2F
ム

猿楽町

ドを楽しんでください」
（店長･山下 和 昭さん）
。

↑ ベーコンチーズバーガー 1,512
円。自家製レモネード669円は、シ
チリア産レモン
果汁を使 用して
いる。サンドイッ
チやサラダなど
のメニューも

スペイン料理

6

2F
ム

オープンキッチンもこの店の特徴で、カウンター

官山町
代

ザ コーヒーショップ

メージが重なる。

THE COFFEESHOP

わいわいとお酒や食事を楽しむ姿に南の島のイ

空気と一体化した空間で、リアルなアメリカンフー

4

内のオープンキッチンを囲むカウンターで、皆が

か、外壁を利用したカウンタ―席も。
「渋谷の街の

サル イ アモール

オフィスワーカーの新たな憩いの場

もできる。あんみつやかりんとうなどのオリジナ

↑ 稀少な肉をリーズナブルに味わ
え る、石 垣 牛 ス テ ー キ (2 名 分 )
3,200 円。添 え
られ た、石 垣 島
の 塩 が、さらに
旨みを引き出し
てくれる

サル イ アモール

ていきたいです」(店長･永目謙 太郎さん)。自転

珍しい自転車の展示や新モデルの自転車発表も

懐かしくも新しいパンの数々

い」
（シェフ･木村ゆりさん）。小ぢんまりとした店

ガーが楽しめる。広いテラスにはテーブル席のほ

2

ヘルシーでカラフルなカスタム･ピッツァ

車ごと乗れるエレベーターを備え、シャワー室

行っているサイクルカフェ。スパイスとハーブを

フランスパンの名店「メゾンカイザー」代表の木

とりさまも大 歓 迎なので、ぜひいらしてくださ

極上コーヒーを気軽に味わう

や更衣室などの設備も完備している。併設のア

茶筒や急 須が並ぶ。また、ラテをオーダーする

↑ ほうじ茶ラテS 450 円 は、優し
い味わいでほうじ茶の風味もしっ
かり。煎茶ラテS
450円はさっぱ
りし た 甘 さ。ラ
テには和三盆を
使用している

渋谷

にもこだわり、カウンターには美しいフォルムの

も明るくアットホームな雰囲気です。女性のおひ

スペインの魅力を満喫できる

南青山のサラダ&デリカテッセン「CITYSHOP」

↑ 丸鶏のスパイスロースト～party
party焼き～3,780円。
ミックススパイ
スなどで 味つけ
した国産鶏を切
り分けて食べる
豪快で食べ応え
のあるメニュー

ふんだんに使った料理を揃え、体の外からも内

村周一郎氏がプロデュース。
「昭和のパン店」を

閑静な住宅街にある「離島24°」は、石垣島から

提案しています」とスタッフの木村宗太さん。ス

8年前にオープンしたスペシャルティコーヒーの

クティビティーコートでは、ヨガやフットサルな
からもリフレッシュできる。
「自転車を通じて、オ

「今の時代に合った日本茶の新しい楽しみ方を

『ミシュランガイド東京』において、2016年から

ど自転車以外のイベントも開催。
フィスワーカーがリフレッシュできる場を提供し

テーマに、フランスパンの技術を生かした総菜

大人のための食空間で繊細な串揚げを

る日本茶スタンドカフェ。茶葉はもちろん道 具

※各店の詳細情報は裏面に記載
価格は税込み表記

9

バール ア ヴァン クロワゼ

日本料理･串揚げ

小粋なフレンチタパスをワインとともに

渋谷

渋谷

4F
ム

出身の人たちからも愛されている。
「本場の味の

bar à vin CROISÉE

リー
スト

テラスで楽しめるアメリカンフード

とその場で茶せんでお茶をたてる姿を見ること

3F
ム

みならず、雰囲気も大事にしています。これから

7

ザ グレートバーガー スタンド

フレンチバール

石垣島の食の魅力が詰まった食堂

ルの和菓子も揃え、お土産にも人気だ。

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？

もスペイン文化を発信し続けていきたいですね」

↑ コーヒー（アイス･ホット）380円
～。豆の種 類のほかに抽出方法も
選べる。スタッフ
に味の好みを伝
え、ぴったりの1
杯 を 選 んでも
らっても良い

ら選べる。フレンチプレスで淹れた「TODAY’ S

THE GREAT BURGER STAND

リー
スト

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？

COFFEE」もおすすめ。

5

↑ 魚介のパエリア3,700円～ (2名
分から)。丁寧にスープをとって炊い
たパエリアは、具
もダイナミック
でボリューミー。
米は山形産はえ
ぬきを使用

日本茶の文化をもっと身近に

街 の“ 文 化 ”を 発 信 する 店

離島24°ISHIGAKI ISLAND
リトウ24ド イシガキ
MARKET アイランド マーケット

アメリカンレストラン

入れば、まるでスペインを旅している気分に。

3

ハチヤ ダイカンヤマテン

リ
スト ー

渋谷ストリームに到着！

3F
ム

1

ダイニング

2F
ム

八屋 代官山店

官山町
代

渋谷川にも鳥が飛んでる

（店長･幸地ディエゴ エドアルドさん）。店に一歩

日本茶

F
ム1

恵比寿

渋谷ブリッジで休憩

※各店の詳細情報は裏面に記載
価格は税込み表記

渋南エリアガイド

今日はどの店に行こう？

車ごと乗れるエレベーターを備え、シャワー室

や更衣室などの設備も完備している。併設のア
クティビティーコートでは、ヨガやフットサルな
ど自転車以外のイベントも開催。

明日はどの店に行こう？

渋谷ブリッジでも何か食べよう

渋南エリアガイド
街 の“ 季 節 ”を 楽しめる 店

1

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“春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

渋谷ストリーム2F･3F

2

渋谷ストリーム2F

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1F

6

渋谷3丁目

7

東1丁目

8

渋谷ブリッジB棟

9

代官山町

10

代官山町

11

代官山町

スペシャルティ コーヒーストア

ロブスターロール専門店

カフェ

スーパーマーケット

レモネード専門店

カフェ

冷麺

カレー･居酒屋

カフェ

クラフトビア＆オールデイダイニング

テイクアウト サラダ

スターバックス コーヒー

LUKE’
S LOBSTER

DEAN & DELUCA CAFE

Precce Shibuya
DELIMARKET

LEMONADE by Lemonica

YAFFA ORGANIC CAFÉ

冷麺ダイニング つるしこ

TRIANGLE CURRY

ink. by CANVAS TOKYO

SPRING VALLEY
BREWERY TOKYO

Dr's TABLE

ルークスロブスター

ディーン&デルーカ カフェ

プレッセ シブヤ デリマーケット

レモネード バイ レモニカ

ヤッファ オーガニック カフェ

レイメンダイニング ツルシコ

トライアングル カレー

インク バイ キャンバス トーキョー

スプリング バレー ブルワリー トーキョー

ドクターズ テーブル

約束された味とくつろぎを
春限定メニューと共に味わう

アメリカ東海岸生まれの味を
渋南スタイルで

広いテラス席で味わいたい
和洋のシーズナルドリンク

イートインもできる
カスタムメイドのデリ

新鮮な果汁の恵みたっぶり
種類豊富なレモネード

疲れた心身を癒してくれる
オーガニックメニュー

ありそうでなかった専門店
冷麺のおいしさを再発見

カレー専門店と居酒屋
昼も夜も足を運びたくなる

思わずココロが躍り出す
とびきりキュートなラテ

自分好みの一杯と出合える
オリジナルクラフトビール

体の内側から美しく
医師監修のこだわりサラダ

なじみあるロゴに誘われて店内に

NY･マンハッタン発のロブスター

世界中のおいしいものをセレクト

「1日のあらゆる時間帯にあった食

金沢生まれのレモネード専門店。

野菜をメインに肉類、調味 料、ド

「もっと盛岡冷麺の魅力を伝えた

昼はカレー専門店、夜はカレーも

店の人気メニューはカラフルでお

豊潤で個性的なものやユニークな

フルオーガニック素材を使った、テ

足を踏み入れると、木の質感と光

ロールの専門店。春に旬を迎える

する「DE A N & DELUCA」のカ

シーンを提 供」をコンセプトに、

新 鮮なレモンを丸ごと使用し、非

リンクに至るまでオーガニックに

い」と盛岡冷麺の製麺所が始めた

食べられる居酒屋と2つの顔を持

しゃれな「インクラテ」
。全6色、す

素材を使ったものなど、店内醸造

イクアウト中心のサラダ店。野菜

の演出が印象的な空間が広がる。

上 質 なロブス ターを、レ モンバ

フェ。広々とした店内は、淹れたて

パンや総菜など、こだわりのアイ

加熱で抽出したオリジナルレシピ

こ だ わ るカフェレストラン。メ

専門店。洋風や温かいスープの温

つ店。カレーは小麦粉を使わず仕

べて天然素材で着色されている。

のクラフトビールが味わえるブルワ

は産地、肉類は飼育環境にまでこ

「Stream＝流 れ」をイメージした

ターとシーズニングスパイスのみ

のコーヒーとフードを楽しむ人で

テムを揃える。特に、ごはん・麺、

のレモネードを提供。オリジナルの

ニューも野菜中心のものが多く、

麺など、冷麺独特のコシと喉ごし

上げられ、昼と夜で味が一変する。

低温調理で仕上げた柔らかなポー

リー＆ダイニング。定 番 は全6種

だわっている。メニューは全て現

店舗は他のどのスターバックスと

で味つけ。風味豊かなロールが楽

早朝から賑わう。野菜たっぷりの

メインとサブのおかずを選べるデ

他にソーダやフローズン、ホットが

旬のおいしさを思う存分に楽しめ

を活かしながら作られた、新感覚

昼のスパイスだけで仕上げたもの

ク を 使 った「プルドポ ー クバ ー

類。中でもラズベリー果汁を加えて

役医師が監修。サラダは「糖質制

も異なるが、スペシャルなコーヒー

しめる。注目なのが渋谷ストリー

デリボウル、季節に合わせたシー

リボックスが人 気。ドレッシング

楽しめ、ぶどうソーダなどのフレー

る。ソムリエでもある店長が選ん

メニューは一食の 価 値あり。麺、

に対し、夜は出汁入りの和風味。居

ガー」もおすすめ。また、まるでキャ

醸 造した「JAZZBERRY」は 甘 す

限」
「美 肌」
「ストレスケア」などの

とホスピタリティはゆるぎない。春

ム 店 限 定 の 柚 子 胡 椒 味(1,080

ズナルドリンクも評判で、3月15日

やトッピ ング を 選 べ るサ ラダ、

バーもある。より爽やかに味わい

だビオワインや世界各国のオーガ

スープなど全て化学調味 料 不使

酒屋では和を中心としたおつまみ

ンバスのように白い店内はファッ

ぎずほどよい酸味で、ビールが苦

テーマに沿って作られた全7種類。

におすすめの「クラフテッド コー

円)。和風スパイシーな味つけと散

からは豆乳ジャスミンティーとロー

サーバーで提 供するクラフトビー

たい時は、
＋100円で生レモンの追

ニックビールも人気。ランチタイム

用。野菜をたっぷりとれるメニュー

メニューが充実。自然派ワインも多

ションや食など多彩なイベントに対

手な人にも好評だ。また、それぞ

サラダだけでなく、ブロスやスー

ヒー ジェリー フラペチーノ®」もく

らした柚子ピールがロブスターの

ズヒップレモネードが 登場。街を

ルも評判で、いずれもイートインが

加が可能だ。渋谷ストリーム店限

は春の日差しを浴びながら、オー

が多く、ヴィーガン･ベジタリアン

数揃えている。また、ガラス張りの

応するレンタルスペースの機能があ

れの料理にベストマッチなビール

プ、日 曜 限 定 の グル テンフリー

つろぎのアクセントにぴったり。

新たな魅力を引き出す。

見渡すテラス席で楽しみたい。

可能。営業は7:00～23:00まで。

定で17時～アルコールも提供。

プンテラスでゆったり過ごせる。

対応したものも用意されている。

店内は開放感がある。

り、情報発信の場にもなっている。

を選ぶ「ペアリング」も楽しめる。

ラーメンなども人気。

クラフテッド コーヒー ジェリー
フラペチーノ® 637円 ムース フォーム
キャラメル マキアート 496円
コーヒージェリーは抽出したてのエスプレッソ、
コーヒークリームでさらに風味豊かに。キャラメ
ルマキアートは新たにムースフォームが登場。

ロブスターロール (US) 1,706円
ロブスターがはみ出さんばかり。レギュラー
（1,058円）の1.5倍のフィリングをはさんだ
人気メニュー

豆乳ジャスミンティー S 518円
ローズヒップレモネード S 4 86円
うぐいす餡と黒みつを合わせた豆乳ジャスミ
ンティー。レモネードはローズヒップの甘酸っ
ぱさとイチゴがポイント。3月15日から販売

Precce DELI BOX 1,058円

ソーダレモネード 320円
ハイチーズレモネード 4 8 0円

春に旬を迎える食材も使用、彩り豊かなデリボッ
クス。ベース(ごはんと麺)4種類、メイン･サイド
各6種から選べる。販売は11:00～20:00まで

ハイチーズレモネードは、クリームチーズ、フ
ローズンレモネード、ピンクグレープフルー
ツレモネードの3層構造

菜花のエッグベネディクト風
1, 296円
菜花にポーチドエッグとカルボナーラソース
を添えた一皿。とろりとした黄身とソースが、
ほろ苦い菜花とよく合う

ベジタブルトマト冷麺 1,18 0円
優しい味わいの豆乳スープに、バジルの香
りが 効いている。ヴィーガン･ベジタリアン
対応メニュー

カツカレーとビーフカレーの2種盛+
ししとうトッピング 1,400円（昼）
スパイスだけで仕上げたカレーは爽やかな辛
さが後をひく。モツ煮はカレー風味でビールと
相性抜群。おひたしは、ほっとする定番の味

プルドポークバーガー（120g）950円
インクラテ（パープルミスト）580円
バーガーの肉の量は60～180gまでの5段階
から選べ、それ以上は30g毎に＋150円。イ
ンクラテは紫芋で色付け

アトランティックサーモンの
オレンジマリネ 1,280円
Daydream（デイドリーム）780円
脂の乗ったサーモンとオレンジが 絶 妙に
マッチ。
「Daydream」はゆずや山椒を使っ
たビール

モロヘイヤのネバネバサラダ
1,350円
モロヘイヤ、オクラなど粘りのある野菜がメ
イン。腸内環境を整えたい人や花粉症対策
にもおすすめ。春野菜トッピングもできる

SHIBUNAN COLUMN 1

渋南エリアマップ

SHIBUNAN AREA MAP

“渋南エリア” の春をめぐろう
昨年、
「渋谷ストリーム」の目の前から始まる渋谷川の遊歩道「渋谷リバーストリー
ト」に、早咲きの“河津 桜”が 植樹されました。春の訪れを真っ先に伝えてくれ
る、渋南エリアの名物としてこれから大きく育っていく予定です。そんな河津桜が

広尾三丁目

開花する日を待ちわびている最中の渋南エリアですが、今、春散歩をしても楽し
いもの。例えば、この下でご紹介する桜スポットをはじめ、渋谷川の先に佇む「渋
谷ブリッジ」
、季節の花々に彩られた「ログロード代官山」など、春らしい時間を

昨秋、渋谷ストリーム、渋谷ブリッジが誕生し、

満喫することができます。レモネードをはじめ、春のドリンクを「渋谷ストリーム」

“まちびらき”した「渋南エリア」に初めての春が到来。

で手に入れ、カップ片手に街へ出るのがおすすめ。

渋谷川沿いの木々の緑も彩りが増し、
エリア散歩が最も楽しい季節です。いざ、街へ！

桜スポット

（
SPOT

A

）

桜丘町 さくら通り

渋谷を 代 表する桜スポット。約200m
にわたり、緩やかな坂 道の両脇に桜並
木が 並 ぶ。毎 年3月末頃には桜まつり
が開催され、屋台が出たり、ライブが催

山種美術館前

1

スターバックス コーヒー

NE
LI

OM

LEMONADE by Lemonica

NZ

5

2F

6

CITYSHOP PIZZA

7

bar à vin CROISÉE

B

HA

THE GREAT
BURGER STAND

金王八幡宮

4

E

LIN

豊 栄稲荷神 社

BaKING SHU

1

スターバックス コーヒー

GIN

ZA

8

「長州緋桜」という珍しい品種

3F

DEAN & DELUCA CAFE
Precce Shibuya
DELIMARKET

YO

LUKE’
S LOBSTER

MET

RO

○住所： 渋谷区渋谷3-5-12

SPOT

3

は、渋谷区の指定天然記念物「金王桜」
がある。一重と八重の桜が混ざって咲く

TOK

2

金王八幡宮

1092年 創 建の歴 史ある神 社。境 内に

ME

O

KY
TO

2F

B

金王神社前

O

5

TR

1F

SPOT

ON

SHOPS & RESTAURANTS IN SHIBUYA STREAM

されている

渋谷図書館
入口

宮益坂下
9

串

4F

TORQUE SPICE & HERB,
TABLE & COURT

10

C

渋谷リバーストリート

「渋谷ストリーム」の目の前から伸びる渋

冷麺ダイニング

7

渋谷署前

明治通り

並木橋

谷川沿いの遊歩道。通り沿いには河津
桜が植樹され、近い将来、渋谷の新たな

つるしこ

花見スポットになる予定

東交番前

S H IB U Y A R I VE R

SHIBUYA STREAM

SHIBUNAN COLUMN 2

“文化” のつくり手インタビュー

100BANCH

SHIBUYA Sta.
C

SHIBUYA
BRIDGE

渋谷リバーストリート
6

YAFFA ORGANIC CAFÉ

8

株式会社ツインズプランニング
代表取締役社長

TRIANGLE CURRY

佐 藤 勝 さん
東三丁目

通り

コミュニティラジオだからできること
渋谷の人々の声を楽しく伝える

桜丘町 さくら通り

A

明治

渋谷橋

東一丁目

SHIBUYA RIVER

渋谷で35年以上、不動産の仲介業を営みながら、
「渋谷みつばちプロジェク
ト」や「渋谷駅桜丘口地区再開発組合」など街づくり活動に携わってきた佐

TOKY

藤勝さん。そして、渋南エリアにあるコミュニティ FM「渋谷のラジオ」では、

YOKO
U TO

THE COFFEESHOP

立ち上げメンバーのひとり。現在、“KATSU佐藤”の名で番組に出演し、新た

4

JR

YAM

ANO

TE

な渋谷文化を発信しています。
LIN

LINE

E

2016年4月から放送開始した「渋谷のラジオ」は、渋谷区の商店会連合会と連携してい
るFMラジオ局です。渋谷区およびその近辺なら周波数87.6MHzで、その他の地域であ
れば公式アプリを使って聴くことができます。
「現 在、私は毎週 木曜8 ～19時の番組の総合司会を務めています。テーマは『渋谷の

SEASON SHOPS & RESTAURANTS INDEX

1

スペシャルティ

コーヒーストア

スターバックス コーヒー

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F･3F
03-6434-1384
7:00～22:30
無休(休館日を除く)

7

冷麺

冷麺ダイニング

つるしこ

CULUTURE SHOPS & RESTAURANTS INDEX

1

日本茶

八屋 代官山店

渋谷区恵比寿西1-16-9
03-6368-4423
9:00～19:00 (18:45 LO)
無休（冬季休暇あり）

6

ピザ

CITYSHOP PIZZA

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6419-3700
11:00～22:00 (21:30 LO)
無休(休館日を除く)

ロブスターロール専門店

LUKE’ S LOBSTER

3

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6419-9700
11:00～20:00
無休(休館日を除く)

8

カレー･居酒屋

TRIANGLE CURRY

渋谷区東1-29-3 渋谷ブリッジB棟1F
03-6803-8900
11:30～14:30LO、17:00～22:30LO
日・不定休

2

スペイン料理

サル イ アモール

渋谷区代官山町12-19 B1
03-5428-6488
17:30～24:00(23:00 LO)
／土･日･祝11:50～15:00 (14:00 LO)、
無休
17:30～23:00 (22:00 LO)

7

フレンチバール

bar à vin CROISÉE

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6434-1300
11:00～23:00 (22:00 LO)
無休(休館日を除く)

カフェ

DEAN & DELUCA CAFE

スーパーマーケット

4

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6427-3601
7:00～22:00
無休(休館日を除く)

カフェ

9

ink. by CANVAS TOKYO

渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山1F
03-6432-5701
11:00～19:00(18:30 LO)、
土･日･祝10:00～19:00 (18:30 LO)
不定休

離島24°ISHIGAKI
ISLAND MARKET

渋谷区代官山町7-5 Le Cube 代官山std.2F
03-6452-5820
17:00～23:00 (22:30 LO)
日定休

8

こだわり惣菜パンとカフェ

BaKING SHU

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F
03-6450-6017
8:00～20:00
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
03-6419-3109
7:00～23:00
無休(休館日を除く)

SPRING VALLEY
BREWERY TOKYO

10

11

渋谷区代官山町13-1 ログロード代官山内
03-6416-4960
8:00～24:00(22:30 LO)、
日8:00～22:00(21:00 LO) ※テラス席は22:00まで
無休

4

LEMONADE by Lemonica

6

人々』。コミュニティメディアとして、人と人、人と地域を楽しくつなぐことを目指し、放送

カフェ

をお届けしています。渋谷区に暮らす人々の声や、大手メディアでは伝わりにくい“渋谷

YAFFA ORGANIC CAFÉ

渋谷区渋谷3-27-5 東急ステイ
渋谷南口別館1F
03-6427-9988
11:30～15:30 (15:00 LO)、
18:00～22:30 (21:30 LO)
日・不定休

の姿”を紹介する場にもなっていますね。例えば、ハロウィンの日のゴミ拾い活動。手ぶら
でもゴミ拾いができるよう、トングなどの道具を揃えたことで、多くの人が遊んだ後に清

離島24°ISHIGAKI
ISLAND MARKET

八屋 代官山店

串

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F
03-6427-6694
11:00～14:30(14:00 LO)、
17:00～23:00 (22:30 LO)
無休(休館日を除く)

9

10

THE GREAT
BURGER STAND

2

SPRING VALLEY
BREWERY TOKYO

す。それと、渋谷ストリームから続く緑道には、開放的な空間が広がっていますよね。そ
こで小規模な市民参加型のイベントができたら、面白いのではないでしょうか。色々な可
能性を持った人が集まってきて、自分たちの活動を発表していくようなイメージです。そ
ではの新しい文化が育っていってほしいなと考えています」

EVENT INFORMATION

サル イ アモール
11

Dr’s TABLE

（

TORQUE SPICE & HERB,
TABLE & COURT

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム4F
03-6451-1374
9:00～23:00 (FOOD22:00LO、DRINK22:30LO)
無休(休館日を除く)

渋南マーケット

）

毎月第3土･日曜開催 @金王橋広場

猿楽小学校裏

渋谷川沿いにある、金王橋広場で、定期的に開催さ
れている「渋南マーケット」。“渋谷で働く人や周辺で
暮らす方々の感度を刺激し、暮らしが豊かになるこ
と”をコンセプトに、雑貨やアクセサリー、洋服などを
扱う様々なお店が出店します。今回のテーマは「春の
お出かけ」。ピクニックや散歩など、お出かけに嬉し
いグッズを中心に集めたマーケットが楽しめます。

Contribute Edit: Midori Nakajima(EDITROOM CANNON)

Cooperation:Starts Publishing Corporation

DAIKANYAMA St
a.

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

が多いイメージのあった “渋南エリア”には、今後、大いに期待していると言います。

んな人と人の活動がつながったり、エリアのお店と連携したりしながら、渋南エリアなら

Photo: Mitsugu Uehara, Yoshimi Kikuchi, Akemi Otsuka

Text: Tomoko Tsuchikura, Yashio Suzuki

ラジオや街づくり活動を通じて渋谷の街を見てきた佐藤さん。もともと学校やオフィス

ました。逆に、今まで渋南エリアに来なかった人や家族連れも訪れるようになると思いま

ink. by CANVAS TOKYO

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

1

「渋谷ストリームや渋谷ブリッジができてから、恵比寿や代官山に向かう人の流れができ

サイクルカフェ &ダイニング・アクティビティーコート

10

立場の違いを越えて、人々をつなげる役割ができたらいいですよね」

Dr’s TABLE

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム1F
03-6450-5332
11:00～23:00 (22:30 LO)
無休(休館日を除く)

日本料理・串揚げ

きたいと思っています。
『渋谷のラジオ』全体に言えることですが、市民や行政といった

LOG ROAD
DAIKANYAMA

テイクアウト サラダ

渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山1F
03-6452-5683
11:30～19:00
土定休

5

THE COFFEESHOP

掃活動に参加してくれました。こうした渋谷で起こった良いニュースをより多く伝えてい

3

アメリカンレストラン

コーヒースタンド

渋谷区猿楽町2-3
03-6380-5811
12:00～19:00
無休

9

レモネード専門店

渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム1F
03-6427-3588
8:00～21:00
無休(休館日を除く)

クラフトビア＆オールデイダイニング

ダイニング

3

Precce Shibuya
DELIMARKET

り
代官山通

渋谷区東1-27-6 Y.Mbil1F
090-7321-7527
11:00～16:00(15:45 LO)、
17:00～22:00 (21:45 LO) ／
第1月曜日
日･祝11:30～15:00 (14:45 LO)

2

○ 次回開催日：

○ 場所：

3月16（土）～17日（日）12:00～18:00

金王橋広場（渋谷ストリーム前）

