
❷代官山アドレス
衣食住の施設が揃ったコミュニティ

旧同潤会代官山アパート跡地に平成12
年（2000）に誕生した都市型複合施設。
集合住宅を中心とした36階建の「ザ・タ
ワー」、ファッションビルの「ディセ」、住
宅と路面店舗の「アドレスプロムナード
」、公共施設の「渋谷区代官山スポーツ
プラザ」などから構成されています。敷
地内には公園や多目的広場など、人々
が憩えるスペースも。代官山駅と橋で直
結しているアクセスも便利です。

代官山・恵比寿は、この街に住んでいる人と共にあり、

私たちの身の丈にあった街です。

人の顔が見える関係の中で、日々の暮らしを大切にし、

コミュニケーションが息づいています。

代官山・恵比寿の街を４つのエリアに分けて、

個性豊かな街の魅力をたっぷり伝えます。

代官山・恵比寿には
4つの顔がある
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［このマップの見方］
代官山・恵比寿を4つのエリアに分けて、

注目の通りやスポットを紹介しています。

それぞれのエリアの個性を知り、

街歩きを楽しんでください。

通りやスポットの位置は、

裏面の地図に記載しています。

◯住代官山町17

渋谷区在住・在勤・在学者を対象にした
「渋谷区代官山スポーツプラザ」。温水
プール、各種スポーツができる多目的ルー
ムがあります。
◯住代官山町17-9　◯☎  03-5428-0831

「ディセ」には、ファッション、インテリア、
フードなど、代官山らしいライフスタイ
ルの店舗が集っています。

❺代官山ヒルサイドテラス
ファッショナブルな代官山の
シンボル
住居、店舗、オフィスからなる複合施
設で、昭和43年（1968）から約30年
の歳月をかけて建設されました。白
を基調としたモダンな建築は、代官
山の街づくりの先駆的存在です。多
数のギャラリーやホールがあり、文化
的イベントを随時開催中。
◯住猿楽町・鉢山町　◯☎  03-5489-3705

❶八幡通り
代官山の住民になった気分で歩きたい
旧山手通りと交差する交番前の交差点から並木橋へと続く八幡
通り。通りの両側には大型商業施設や超高層のタワーマンショ
ン、老舗のレストラン、オープンカフェなどが並び、買い物や食
事に訪れる人々でいつも賑わっています。通りから１本路地に
入れば、閑静な住宅街。個性的なショップやこだわりカフェに出
会える楽しみも。

❹ラ・フェンテ代官山
エントランスには
壁面緑化のお出迎え
「ラ・フェンテ」は、スペイン語で泉。
湧き出る泉のような発信源であり、
オアシスでありたいとの願いから命
名されました。ファッションやインテ
リアのショップ、レストランなどが入
る複合施設で、特にベビー＆キッズ
用品が充実。

代官山コンシェルジェ
www.daikanyama-concierge.com/
代官山住人が、「知っているようで知らない代官山の魅力」をご案内す
る「まち歩きガイドツアー」を、ほぼ月に1回のペースで開催しています。

代官山デイリープレス
https://www.facebook.com/DaikanyamaDailyPress
代官山のさまざまな最新情報をfacebookページでご紹介しています。

❽旧山手通り
「優雅な代官山」が通りの両側に展開する

代官山駅の南、駒沢通りと合流する鑓ヶ崎交差点から渋目陸橋まで続く旧山手通
り。通り沿いには、低層建築の代官山ヒルサイドテラスや大使館、広大な敷地の公
園や樹木に囲まれたカフェなどが建ち、緑と街が調和した開放的な景観をつくって
います。四季折々の景色を眺めたり、ギャラリーでアートに親しむなど、優雅な時間
を過ごしたいときに訪れたいエリアです。

代官山アドレスを中心に賑わう八幡通り。周辺の路地裏にも人気店が点在

代官山駅と人道橋で直結した「アドレスプラザ」。
アート作品と一体となったベンチが置かれて
いるので、待ち合わせ場所に便利です。

白い外壁に緑を配したさわやかな建物

ベビー＆キッズ用品もハイセンスな品揃え

◯住猿楽町11-1　◯☎  03-3462-8401

❾HOLLYWOOD
　RANCH MARKET
心地良いアイテムが豊富に揃う
身につけるものだけでなく、生活す
るうえでも居心地（着心地）の良いア
イテムがジャンルを問わず豊富に
揃っています。ネオンクロックをはじ
めとするディスプレイにも注目。

◯住猿楽町28-17　◯☎  03-3463-5668

◯住代官山町17-6　◯☎  03-3461-5586

散策しながらショッピングを楽しめる「アドレスプロムナード」。

旧山手通りのシンボル、ヒルサイドテラスの周囲には、ハイセンスな店が並ぶ

アートギャラリーやサンドイッチ専門店が入るＣ棟
（1972 ～75年建設）

カフェや会員制図書室が入るＦ棟（1991～92年建設） 旧山手通りに面したＦ棟とＧ棟

❸かまわぬ代官山
てぬぐいを通じ「江戸の粋」にふれる
てぬぐい専門店「かまわぬ」の本店。てぬぐいをはじ
め、古き良きものを新感覚で提案しています。「かま
わぬ」とは、鎌と輪の絵に文字の「ぬ」を合わせた判
じ絵で、「特別に何のお構いも出来ませんが気軽にお
立ち寄り下さい」の意味も込めているのだとか。

◯住猿楽町23-1　◯☎  03-3780-0182

敷地内には国内外の
アーチストによるアートオブジェが
点在しています。

❻重要文化財 旧朝倉家住宅 
地形を生かした庭園が美しい
大正８年（1919）、朝倉虎治郎氏により建
設された旧朝倉家住宅は、大正時代の和
風建築の趣を色濃く残す歴史的文化遺産
で、国の重要文化財に指定されています。

◯住猿楽町29-20　◯☎  03-3476-1021

春のツツジ、秋の紅葉が楽しめる回遊式庭園

東京に数少なく残る木造２階建て純和風住宅

カップルでも
子ども連れでも
ファミリーがくつろげる街
代官山には渋谷区の中で最も美しい街並みの旧山手
通りと、八幡通りを中心に個性のある店舗が点在して
います。又この街では「代官山の街を愛する人々」が、
協力して街づくりをしています。赤ちゃんからお年寄り
までの誰もが安心して、買物、食事そしてベビーカーを
押して、あるいは、ペットを連れての散歩ができる
街です。

◯住猿楽町23-2　◯☎  03-3476-3853

◯住猿楽町20-15 　◯☎  03-3461-0070

◯住 恵比寿南3-9-3　◯☎  03-3719-1881

恵比寿でもうすぐ40年になる老舗イタリア料理店
です。レンガ造りの１軒屋のレストランで美味しい
時間をお楽しみ下さい。ホスピタリティの高い
スタッフ一同でおもてなしをさせて頂きます。

◯住 猿楽町11-6　サンローゼ代官山2階
◯☎  03-3770-2168

台湾出身の歌手欧陽菲菲の家族が営む本格的中
華料理のお店です。モノトーンを基調とし落ち着き
のある洗練された店内で本場の広東料理を中心
に香港のシェフが丹精込めた手作り飲茶点心をお
楽しみください。TAKEOUTのお弁当も充実して
います。

　美味飲茶酒楼

◯住 猿楽町28-13　◯☎  03-5457-2407

ル・コルドン・ブルー代官山校に併設されたフレン
チデリ＆カフェ。 メニューは料理学校のシェフ講師
陣が監修する本格フレンチのデリ、パン、ケーキが
イートイン＆テイクアウトでき、ランチやカフェに
生徒達や一般のお客様に広くご利用頂いておりま
す。本場フランスの味でバゲットやクロワッサンは
定番人気商品。

　Cafe椿 　パティスリーレザネフォール

◯住 広尾3-12-36 山種美術館1階（山種美術館内）
◯☎  090-5202-7887

山種美術館1Fロビーにある「Cafe椿」。美術鑑賞
の余韻のなかで、お茶とスイーツ、ランチが楽しめ
ます。また、季節や開催中の展覧会のテーマに合
わせたオリジナルメニューをご用意しています。特
に和菓子は、青山の老舗菓匠「菊家」に特別に
オーダーした「Cafe椿」オリジナル。特注のインテ
リアや、ガラス越しの店内からの眺めもおすすめ
です。 ◯住 恵比寿西1-21-3　◯☎  03-6455-0141

レトロモダンをコンセプトに恵比寿にてパティス
リーレザネフォールをオープン。
店名の由来となった「Les anneés folles」（レザ
ネフォール）とはフランスの1920年代の優雅で活
気に満ち溢れた時代を指します。菓子もそのよう
にクラシックであり、モダンさも兼ね備えたパティ
スリーが勢ぞろい。

本当に美味しいものは、数十年の時を経てさらに人々の胃袋とハートを幸せに
します。代官山、恵比寿で長年愛されているレジェンドのレストラン美味しい
お菓子のお店です。お土産にも喜ばれること間違いなしのお店です。
（老舗のフランス菓子から新進パティシエのお菓子まで…渋谷のお土産も見つかります。）

◯住恵比寿南3-7-2　◯☎  03-3792-0432

フランス語で「農家のこの味」という意味のクッ
キー。オリジナルのお菓子で、クッキーにしては珍
しいしっとりとした食感です。生バナナやアールグ
レーの紅茶葉などの素材をたっぷりと練り込み、
三温糖を使って焼くので、それぞれの素材の味が
生きています。

❼代官山 T-SITE
代官山 蔦屋書店を中核とした緑豊かな森

4,000坪の緑豊かな敷地に、代官山 蔦屋書店をは
じめ、レストラン、カメラ店、電動アシスト自転車専
門店、ペットサービス店、玩具店、クリニックなどが
点在し、清々しい散歩道でつながっています。

◯住代官山町17

11lab.LABAR
本社は鳥取県米子市。焙煎工房本池がプロデュースするカフェ。様々な抽出器具で入
れるスペシャリティーコーヒー。バリスタによって演出の変わるメニュー、ロンネフェルト
社の極上のティー、持ち味を最大限に引き出したこだわりの一杯をお楽しみください。

3坪のコーヒースタンド。スペシャ
ルティコーヒーの専門店。生産者
の丁寧な仕事によって作られた、
全コーヒー生産量のうち10％に
も満たないスペシャルティコー
ヒーを自家焙煎しています。飲み
心地の良いコーヒーに仕上げ、店
頭でコーヒーとして飲めるほか
コーヒー豆も販売しています。

16THE COFFEESHOP

◯住 猿楽町2-3
◯☎  03-6380-5811

◯住 猿楽町29-10 ヒルサイドテラスC-18　◯☎  03-6416-5775

12カフェ・ミケランジェロ
古き良きイタリアのカフェを再現したオープンカフェ。テラコッタの床、アンティーク調
の家具、クラシカルな照明などが心地良く調和し、くつろぎの空間をつくっています。

◯住 猿楽町29-3　◯☎  03-3770-9517

13ギャラリー無垢里
静かな路地に佇む昭和30年代の民家を改修したギャラリー＆カフェ。販売している日
本各地の作家による作品は、ふだんの暮らしで使って楽しめるものばかりです。喫茶で
は自家製のケーキや軽食など、ちょっと小腹を満たしてくれるメニューが楽しめます。

◯住  猿楽町20-4　◯☎  03-5458-6991

1975年に開店して以来、ほっと一息ついていただけるような落ち着いた空
間と美味しさをお届けしております。店内には、色とりどりのパンやケーキが
並び、喫茶スペースでケーキやパンを食べながらお茶をお楽しみいただくこ
ともできます。

18シェ・リュイ　代官山

代官山のざわめきを抜けて、ちょっと立ち寄りたい友人の家。そんな気軽な気
持ちで訪れていただきたいのです。美味しい料理とワイン、そしてデザートを
ご用意して、いつもあなたをお待ちしています。

15春水堂　代官山店

◯住 代官山町20-9 アクシス209代官山1F　◯☎  03-6809-0234

タピオカミルクティーで有名な台湾のカフェ、春水堂（チュンスイタン）の海外1号店
です。厳選した茶葉やタピオカで一杯ずつ手作りするアレンジティーです。愛玉ジャス
ミンレモンティー、鉄観音ラテなど珍しいドリンクが沢山。麺などの台湾フードも充
実しており、アジアンモダンな空間でランチタイムやティータイムをお楽しみいただ
けます。全品テイクアウト可ですので、街歩きのお供にも。

10サラベス
1981年ニューヨークのアッパー
ウェストへの1号店のオープン以
来、常に味に敏感なニューヨー
カーや世界中から来る旅行者、ア
メリカ中のグルメの心をつかんで
離さない存在となっています。多く
の食文化が交差するニューヨーク
で認められたその優しいテイスト
を是非お楽しみください。

◯住 恵比寿西1-35-17
◯☎  03-5428-6358

14クローバーズ
フレンチ出身のオーナーシェフが、パンケーキブームの先駆け的存在として2008年
にオープン。代官山パンケーキの代名詞とも称されるパンケーキ専門店です。 窓の大
きな開放的な店内でごゆっくりご堪能ください。

◯住 代官山町18-8　堀井ビル2Ｆ　◯☎  03-3770-2733

代官山 T-SITEとは、本・映画・音楽といったカルチュア・コンテンツを中心に豊かな生活を提案する「ライフスタイル提
案型商業施設」です。

レストランの隣の洋菓子店は、レイズンウィッチで有名。ガラス扉の奥のショー
ケースには、ショートケーキやシュークリームなどの生菓子やクッキーなどの焼き
菓子が並び、多くのファンに愛され続けています。

◯住代官山町10-13　◯☎  03-3463-3809／03-3463-3660（洋菓子部）

17代官山小川軒

　サヴォア・デ・フェルメ
ピカソル
20 　VERITA21 22

　Le Cordon Bleu 代官山校
La Boutique（ラ・ブティック）カフェ
23 24 25

恵比寿フィナンシェ

ⓒSHIBUYA CITY

WELCOME
TO

DAIKANYAMA

洋菓子部 洋菓子部

レストランレストランレストラン

1905年創業の老舗レストラン。1964年に代官山に移転して以来、代官山の代名
詞となっている、オープンキッチンの本格的なフランス料理店です。コース料理で
はオードブルが何品も出されます。

19レストラン　シェ・リュイ

代官山散策の楽しみのひとつがカフェ巡
り。個性的なカフェや美味しいパンケーキ
屋さん、芳醇な珈琲の名店が沢山あります。

渋谷区観光ガイドマップ 代官山・恵比寿 編

4つのエリアで
代官山・恵比寿を
たっぷり
楽しむ！
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ⓒTomopecco




