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変わり続ける街

「渋谷一駅散歩」の特設ページはこちら

www.tokyo-cci.or.jp/shibuya/hitoeki/ 
この「渋谷 - 代官山編」以外のお勧めコースもご覧になれます

（PDF でダウンロード可）。ぜひチェックしてください。

東京商工会議所渋谷支部 
〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷 1-12-5　渋谷区立商工会館（7 階） 
TEL：03-3406-8141　FAX：03-3498-6569　営業時間：平日 9:00 ～ 17:00

渋谷駅周辺の喧騒を抜けると、時間の流れがずいぶんと緩や
かになるのを感じます。

渋谷ストリームや渋谷ブリッジをはじめ、代官山 T-SITE、代
官山アドレス・ディセ、ログロード代官山など、真新しい商
業施設の中にいても、まるで、常に心地よい風が吹いている
ようです。

重要文化財の旧朝倉家住宅を訪れると、その理由がわかるか
もしれません。急な斜面になっている庭園の崖下からお屋敷
に向けて、気持ちのいい風が吹き上げてくるのです。実に上
質な、穏やかさの中にある気分を味わえます。こうした発想
が最新の建築にも受け継がれているのでしょうか。

今はオシャレなショップが立ち並ぶ代官山も、ほんの 100 年
前は、まだ山林だったそう。お代官様の屋敷や山林があった
ことが、「代官山」という地名の由来と言われています。

まるで風の通り道のような散歩道を歩きながら、過去から今
に至るまで、さまざまな表情を見せる街の移ろいを感じてみ
てはいかがでしょう。

Old & New

渋谷 - 代官山 編渋谷駅前のスクランブル交差点は世界的にも大勢の方に知られていま
すが、ほかにも渋谷区内の各地域には、多くの路面店や特色のある商
店街、歴史・文化的施設、公園の緑など、魅力あるスポットがあふれ
ています。

「渋谷駅周辺だけではなく、渋谷区内のさまざまな魅力をもっと知って
ほしい」という想いから、渋谷区や近隣の地域を含めた広域渋谷圏を「シ
ブヤ」と呼んでいます。この「渋谷一駅散歩」は、そうした想いを少
しでも伝えるために作成しました。ぜひ、手に持って出かけていただき、

「ぶらぶら歩く」散歩をお楽しみください。

シブヤを歩いて魅力を発見！
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渋谷区渋谷3-21-3 東急・東京メトロ渋谷駅16ｂ出口直結
店舗により異なる

渋谷ストリーム
新しい渋谷の「顔」が誕生

新しい人の流れを生み、街に潤い
をもたらす複合施設。駅と直結し
た建物は旧東横線渋谷駅のホー
ム線路の名残を留め、ホテル、ホ
ール、オフィスの他、カフェやレス
トランなどから成る。

渋谷区猿楽町16-15 代官山駅より徒歩５分 
店舗により異なる

代官山T-SITE
子供連れでもゆったり過ごせる

蔦屋書店を中心に個性的な専門
店が遊歩道で結ばれている。コー
ヒーを飲みながら、ゆったり本を
眺められるのが楽しい。徳川邸屋
敷跡地に建てられたという知ら
れざる一面も。

渋谷区代官山町13-1 代官山駅より徒歩４分
店舗により異なる

ログロード代官山
散策路に沿って並ぶスタイリッシュなコテージ

セレクトショップ「Fred Segal」
をはじめ、クラフトビールが楽し
める「SPRING VALLEY BREWERY 
TOKYO」など、緑あふれる空間に
注目のショップが集結。

渋谷区猿楽町29-20 代官山駅より徒歩５分 
03-3476-1021 店舗により異なる 月

旧朝倉家住宅
100年前にタイムスリップ

元渋谷区議会議長の朝倉虎治郎
氏が大正８年に建てた大邸宅。
角度によって様々な表情を見せて
飽きない。四季折々の魅力にあ
ふれる日本庭園からの風も心地
いい。

渋谷区東1-29-1（A棟）1-29-3（B棟） 渋谷駅・代官山駅
より徒歩10分 店舗により異なる

渋谷ブリッジ
多世代・異文化をつなぐ「ブリッジ」

渋谷ストリームから、約600ｍに
わたって新たに整備された遊歩
道で結ばれる。保育所や多様な
人々が交流する場となるホテル、
オフィスやカフェなども誕生。

渋谷区猿楽町29 代官山駅より徒歩5分

猿楽塚古墳
ヒルサイドテラス内に古代の円墳

ハイセンスな街の一角に２基の築
山が。いずれも６～７世紀の死者
を埋葬した円墳といわれる。その
うち大型のものが昔から「猿 楽
塚」と呼ばれ、町名の起源になっ
ている。

渋谷区代官山町17-6 代官山駅より直結
店舗により異なる

代官山アドレス・ディセ
代官山らしいライフスタイル・ギャラリー

旧同潤会代官山アパートの跡地
に生まれた複合施設のショッピ
ングゾーン。個性的なお店がズラ
リ。冬のイルミネーションの定番
スポット。駅前広場に連なる代官
山公園で一休みも。

渋谷区猿楽町29-18 ヒルサイドテラスA棟 代官山駅より
徒歩５分 03-3476-4869 11:00～19:00 月・火  

アートフロントギャラリー
アジアの最先端アートに出会いたい！

特にアジアのアーティストの作品
に力を入れている現代美術の発
信地。越後妻有アートトリエンナ
ーレや瀬戸内国際芸術祭のプロ
デュースなどでも活動中。

渋谷区猿楽町23-1 官山駅より徒歩３分 03-3780-0182 
11:00～19:00 年末年始

かまわぬ 代官山店
てぬぐい専門店の本店

「かまわぬ」のてぬぐいの多く
は、明治時代から続く伝統的な染
め方で職人が手がけたもの。季
節に合わせたデザインが豊富で、
常時約200柄が揃う。

渋谷区恵比寿西1-34-28 代官山駅すぐ
03-6416-9827 11:30～17:00、18:00～23:30 火  

楚 （々そそ）

モダンな和の空間で創作和食となつかしい和菓子を

一押しは、自分でお茶を点てる体
験ができる「お点前セット」。季
節の和菓子とともに、おいしい抹
茶を好みの濃さで楽しめる。ラン
チ、ディナーのメニューも充実。
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