〈EAT&DRINK: ALLDAY〉
[A1] イエンセン デンマーク大使館御用達本場のデニッシュ

[D6] TINTO COFFEE バリスタが淹れてくれる絶品の珈琲

「ヨル15℃」
に
[A1] 15℃ 365日の姉妹店で7時から朝ごはん。18時から

[D6] BOUCHERIE AmiaBras（ブシュリー・アミアブラ）シャルキュトリー

[A1] Mont Blanc STYLE カウンターで日本茶といただくモンブラン

15℃

[D6] NAPOLIMANIA ナポリ人オーナーが提供する本格イタリアン

[A1] Afterhours ケーキとコーヒー、そして焼き菓子

[D6] ななや 青山店 静岡抹茶を使ったスイーツ。抹茶ジェラートが濃厚！

[A1] 関口亭 煮込み料理が自慢の西洋食堂

[E2] Sans Déconner（ソンデコネ）フランスで修行したシェフが口笛鼻

[A1] NEWPORT グッドミュージックと自然派ワインと野菜料理

[E2] マヌエル渋谷 日本初の本格ポルトガル料理レストラン

[A1] テコナベーグルワークス ふかふか・もちもち・むぎゅむぎゅ

[E2] 松涛Mar 老若男女に愛される安心と安定のイタリアン

[A1] 煮込みとお惣菜スタンド ウエトミ 昼呑みもチョイ呑みも定食も井戸

[E2] WE ARE THE FARM 渋谷 野菜不足なときに駆け込みます
[E2] Galettoria 蔦の絡まる一軒家でガレットを

[A1] LIFE 八幡で愛されるイタリアン

[E2] Sta. 銀の扉を開き階段を上ると細長ーい異空間。昼夜、手料理美味

[B1] Nonno（ノンノ）丁寧な路地裏イタリアン

[E2] 定食サトウ 体に嬉しい定食、
おばんざいと日本酒

[B1] MAISON DE CHARLOTTE そっと佇む洋菓子喫茶。せわしなさを

[E3] シャルマン 本店 サイフォンで淹れる喫茶店
[E3] 魚山亭 渋谷店 チキン南蛮や冷汁はもちろん、彩定食で野菜補給

[B2] CAFFE ANTOLOGIA 居心地のいい三角空間

[E3] 福田屋 ほっとするお蕎麦の名店

[B2] BONDI CAFE YOYOGI BEACH PARK お子様連れもペットも大歓

[E3] 居酒屋 肴とり 渋谷 驚愕のコスパとボリュームのランチ
[E3] クルン・サイアム文化村通り店 安定のタイの食卓

[B2] ミュゼ・ドゥ・ショコラ・テオブロマ 本店 ショコラティエの草分け

[E3] 中華バル 池湖 本格中華を気軽に

[C2] CAMELBACK sandwich&espresso ベンチでひなたぼっこしながら

[E3] Mikkeller Tokyo デンマークを中心とした世界中のクラフトビール

[C2] 418 kamiyama NYスタイルのハンバーガーとクラフトビール

[E3] 麗郷 台湾料理の老舗、ぶらさがる腸詰に垂涎

ごはん味噌汁おかわり自由！刺身も最高
[C2] 魚力 鯖の味噌煮が人気。

[E3] 名曲喫茶ライオン 昭和元年創業、
クラッシック愛好家の殿堂

[C2] セバスチャン キュートなドルチェ氷

[E3] 麺㐂やしま 円山町店 実演手打ち讃岐UDON！天ぷらも豊富

[C2] 和食屋ともり ヘビロテで通ってしまう日替り魚or肉ランチ

[E3] 喜楽 半世紀以上愛される渋谷の中華麺

[C2] 渋谷SWING ひるまず金属扉を開けると心地よいジャズ喫茶

[E3] ムルギー 昭和26年創業。山好きの先代考案の山型カレーが名物

[C3] れすとらん牛舎 ごはんが進むポーク生姜焼き定食

[E4] 渋谷西村 フルーツパーラー 季節ごとのパフェが見逃せない

[C4] オ・タン・ジャディス テラスも気持ちいいガレット専門店

[E4] いんでいら 道玄坂店 えびめしが絶品！でも作るのが大変らしく混

The CORNER Tokyo
SPBS本店

[E4] 珈琲店トップ 道玄坂店 60年以上変わらぬ味を提供

[C5] Binowa Cafe 郷土菓子研究旅の中で出会ったお菓子とお茶

[E4] 兆楽 道玄坂店 渋谷の中心に鎮座する町中華。宇田川交番裏にも

[C5] カフェ・アプレミディ 渋谷カフェブームの元祖

[E4] 珈琲の店 Paris COFFEE 生クリームの薔薇にときめくひととき

[C5] STREAMER COFFEE COMPANY ラテアート世界チャンピオンが
プロデュース

SAML.WALTZ & CINQ

LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）

The SG Club

雑時は早くて旨いカレーを注文するのが常連の心得

[C4] 紅茶の店 ケニヤン 名物アイミティー

[C5] PDX TAPROOM ポートランドのクラフトビールを生で

mericca

[E3] 担担担 道玄坂GB店 バーに間借り、汁なし担々麺専門店

[B2] Fuglen Tokyo 一軒家にヴィンテージ家具、本格珈琲とお酒で寛ぐ

[C4] The SG Club 昼下がりからカクテルを愉しめる新感覚バー

Binowa Cafe

[E3] 鮨◯× 良心的すぎるランチ、来日監督も舌鼓

[B2] ナタ・デ・クリスチアノ ポルトガル料理の名店のスイーツ専門店

迎の開放感

北谷稲荷神社

[E2] Arossa 肉とオーストラリアワインが充実

[A1] PATH 朝食からディナーまで

忘れる丁寧で上等なひととき

ハクジュホール

歌まじりに軽やかにつくる料理の美味しいこと

[A1] 焼き菓子のACOT ナチュラルスイーツは手土産にも！

端会議も

MAISON DE CHARLOTTE

と燻製料理中心の骨太フレンチ

[A1] 365日 美味しいパン&食にまつわるあれこれ

※地図内イラストのマッチは現在はありません
[E4] 酒喰とりしょう 昔ながらの渋い居酒屋、
ランチも人気
[E4] 長崎飯店 渋谷店 長崎ちゃんぽんと皿うどんは太麺で。餃子も美味

[D3] む鉄砲 昼も夜もアップリンクスタッフの溜まり場の沖縄居酒屋

[E4] タロス 長寿の島の食堂、伊サルデーニャ家庭料理店

[D3] Los Barbados アフリカ料理を味わう熱帯音楽酒場

[E4] tokyo salonard cafe: dub 元ストリップ劇場をリノベ、雀荘の下階

[D3] 瑞兆 行列の絶えないかつどん屋

[E5] コンコンブル 駅徒歩3分の隠れ家的フランス食堂

くせになる酸味と辛味の融合
[D3] 副大統領 ポークビンダルー専門店、

[E6] サンドイッチとコーヒー ampere 懐かしくて新しいサンドイッチ

カフェとしてもビストロとしても
[D3] pipal 席間ゆったり、

[F2] クンバ ドゥ ファラフェル 花束みたいなファラフェルサンド

[D3] Bistro 139 フランスを感じる路地裏カフェ

[F2] 神泉いちのや 注文してから蒸して焼く絶品うなぎ

[D3] ØL Tokyo ノルウェーのクラフトビールいっぱい

[F2] CAFÉ BLEU（カフェブリュ）珈琲もワインも、軽食も夕食も

[D3] マリーアイランガニー 雑居ビル5Fに佇むスリランカカレーの名店

[F2] うさぎ 麺好きがうなる汁なし坦坦麺

[D3] VIRON 渋谷店 ヴィロンの朝食で優雅なひととき

[F2] 熊本バル うせがたん 熊本から直送される馬肉が美味

[D3] ケニックカレー バーに間借り、無水キーマと魯肉飯（合いがけも可） [F3] カリー カイラス 昔ながらのカレースタンド
丸木屋商店

8F

ØL Tokyo

[F3] 季節割烹 勝味 大人が安らぐ割烹、驚きのひれ酒！昼は親子丼

[D5] 茶亭 羽當（チャテイハトウ）今日はどのカップで淹れてもらえるかな

[F3] アートマサシヤ 体に優しい純天然だしラーメン

[D5] 天厨菜館 渋谷店 翡翠炒飯（ホウレン草チャーハン）が名物

[F4] ネパリコ ネパール家庭料理ダルスープが絶品

[D5] ウーピーゴールドバーガー ケビンベーコンバーガーもあるよ

[F6] COFFEEHOUSE NISHIYA コックからバリスタに転身した西谷さ

[D6] 青山茶館 昔ながらの喫茶店。
マスターも素敵
[D6] MALAY ASIAN CUISINE マレーシア人が作る故郷の味

[A1] CAFE BARNEY（カフェバルネ）レコードを聞きながらフランスを感

宮下公園
（工事中）

渋谷PARCO
2019年11月22日オープン

じるワインカフェ

ホームズパスタ

B1

紀伊國屋書店

マリーアイランガニー

MARUZEN&ジュンク堂

東急百貨店本店

[A1] TULLAMORE（タラモア）木の温もりを感じるアイリッシュパブ

[E2] LABO 深夜まで本格的な食事が愉しめるビストロ

[A1] SWAN SONG 優しい灯りとマスターに誘われ小さな小さな半地下

[E2] AURELIO（アウレリオ）ワインと手打ちパスタに陽気なポテサラ
[E3] 月世界 よだれ鶏によだれたらり

[A1] 四季ごはん 晴れ間。ひとり定食から会食まで。福井の地酒も豊富

[E3] B.Y.G 1969年設立、日本音楽史に名を残す伝説のロック喫茶

[B2] アヒルストア パンとビオワインが絶品！人気立ち呑みワインバー

[E3] すずめの御宿 芸妓置屋の趣き残るお好み焼き処

[C2] SAjiYA 夫婦で切り盛り、
ビオワインと内臓料理が充実

[E3] Beat Cafe 海外からも音楽好きが集うバー

[C2] Pignon（ピニョン）フランスの伝統と自由な発想を融合した料理

[E4] ミス・サイゴン エレベーターを上がればそこはベトナム

[C3] おいちゃん おでん・焼き鳥・ハイボール

[E4] IZAKAYA VIN（イザカヤ・ヴァン）もう一杯、
いいワインを飲んでか

おひとりは不可
[D3] Bar Bossa ボサノヴァとワイン、
[D3] 虎子食堂 絶品カリブ風カレー＆音楽イベントも
[D4] 佐賀雑穀 センター街に潜む大人の佐賀料理〆はお蕎麦で
B2
A2

A6

A3

A7

麺㐂やしま

ティックなビアパブ
[D5] グランドファーザーズ アナログレコードの楽園であたりめをつまみに
B4

味も頑固さも優しさも現地そのまま

A8
東急百貨店
東横店

1934年開業、2020年
3月末営業終了

B5
B6

MADO（カルチャースペース）
d47 MUSEUM

C3

C1

渋谷フクラス

タイ東北モーラム酒店

C2
渋谷ストリーム

2018年9月に誕生した緩やか
に流れる渋谷川沿いの新名所

酒場きんぼし
新南口

[F3] 酒呑気まるこ 片っ端から食べたい呑みたい最強大衆酒場

〈SHOP〉
[C6] SAML.WALTZ & CINQ（サムエル・ワルツ＆サンク）英国や北欧
の戦前の家具や照明、オリジナルやインポートの生活雑貨など

[A1] mimet 砂利道の先のライフスタイルショップ＋カフェ

[C6] UTRECHT ZINEなどユニークなセレクトのブックストア

[B1] 暮らしの店 黄魚 暮らしに馴染む雑貨がぎゅっとつまったお店

[D3] trèfle セロファンを使わないナチュラルなブーケを贈りたい時は

[B1] OKIDOKI 海外仕入れにこだわる渋谷の古着屋の名店

[D3] Manhattan Records 渋谷を代表するレコードの聖地

[B2] リズム＆ブックス ヘンテコリンな古本とラブリーなキノコと雑貨

[D3] BOY fashion&music FASHION ITEMS & MUSIC CD/RECORDS

[B2] Milli Vintage 大人の女性のためのロマンティックな古着屋

[D6] 中村書店 詩集のラインナップが豊富な古書店

[B2] AWASE ユーロヴィンテージの揃う古着屋

[D6] cochon（コション）こんなところに花屋が！！嬉しい驚き

[B2] 葉花 ハバナと読みます。多肉や観葉植物、
ドライフラワーが豊富

[D6] そらんじ 縄文土器から、西洋骨董、現代の作家ものまで。時代も洋
の東西も軽やかに飛びこえる店主の審美眼

[B2] KIHARA TOKYO 有田焼と波佐見焼の店。富ヶ谷柄の豆皿も

アパレルだけでなく古着、古書も
[E2] Sister セレクトブティック。

[B2] pivoine 瑞々しい花々から雑貨、作家ものの婦人＆子供服まで

[E2] HAY hutte 日々の暮らしを彩るインテリア＋アウトドアのアンティーク

[B2] 花音 手頃なミニブーケからワークショップまで。和の趣も

[E2] Need Supply Co. アメリカ発のセレクトショップ。小物も豊富

[C2] Cow’
n こじんまりした空間に、
こだわりの雑貨＆服飾

[E6] HOOKED VINTAGE 服もハンガーラックも鏡も・・・女らしい装いを

[C2] Archivando 国内外の良質な生活道具をアーカイヴ

楽しむ良質なヴィンテージが自由な精神で共存

[C2] The CORNER Tokyo 大人クールな古着・インポート・オリジナル

[F1] LETTERS 8 日本初の看板文字専門店。不定休

[C2] SPBS本店出版する本屋、古着や雑貨、POPUPも

[F1] R for D 約200平米の元倉庫に誕生した新進デザイナーによる服

[C2] PROVENANCE オーナーのセレクトが光るヴィンテージショップ

こもれび大和田図書館

[F2] 神泉 遠藤利三郎商店 壁一面ぎっしり世界のワインとビストロ料理

[F4] アンカラ 道玄坂店 トルコ料理。ベリーダンスがある日も

[C2] Lady Bugs 遊歩道沿いの外国の雰囲気漂う花屋さん

渋谷文化総合センター大和田

[F2] 開花屋 来日ゲストに大好評の居酒屋

[F3] 酒場きんぼし 秋田野菜のおばんざい盛り合わせにテンションMAX

[B2] Norwegian Icons ノルウェーデザインのインテリアショールーム

開花屋

アルゼンチン料理店
[F2] タイ東北モーラム酒店 タイの田舎の味と辛さをそのまま再現

遅めのランチにも最高
[E2] cuisine et vin aruru 週末は14時から通し営業、

[A1] SO BOOKS 写真集を中心としたアート系古書店

2019年11月1日オープン。渋谷エリア
では最も高い地上約230メートル、地上
47階建ての渋谷の新たなランドマーク
2019年11月よりオープン。2019年
12月5日には新生「東急プラザ渋谷」
もこの中に復活！

以上のラム酒専門バー
[F1] COSTA LATINA本店 異国情緒漂う黄色い3階建ビル一棟まるごと

[D6] スタンド7 気軽に行けるチョイ呑みスタンドバー

[A1] CaNAR i 大人キュートなヴィンテージやインポート、
リメイク古着
渋谷スクランブルスクエア

ら帰りたいときに
[E6] ARIAPITA RUM&PUNCH（アリアピタ ラム＆パンチ）世界200種

[D6] El Castellano（エル・カステリャーノ）スペイン料理店の草分け。 [F3] おでん割烹ひで 芸者さんを呼んでお座敷あそび！

B7

A1
A5

Sta.

[D4] THE ALDGATE（ジ・オールゲイト）ここは英国ですか？オーセン

A12

A4
A0

B3

[E3] TABLE O TROIS 滋賀の食材と滋賀のお酒のダイニング

[A1] クリスチアノ ポルトガル料理の名店

[C5] Libertin（リベルタン）ビオワインと大皿料理を楽しむビストロ

担担担

ルなのに美味すぎるウフマヨ
（卵に自家製マヨネーズ）
とリヨン料理
[E2] うつらうつら 気の利いた肴と季節の日本酒

[C3] 桂翡園 絶品餃子から麺類、火鍋までなんでも美味しい中華
ケニックカレー

[E2] LE BOUCHON OGASAWARA（ル・ブション・オガサワラ）シンプ

[A1] マル・デ・クリスチアノ ポルトガル料理の名店の姉妹店

バーでお酒と音楽を

SHIBUYA

んのイタリアンバール
[F6] 青山壹番館 クラシカルな内装、大人の空間の喫茶店

〈EAT&DRINK: NIGHT ONLY〉

勤労福祉会館前

オルガン坂

[F3] キッチンハセガワ ハンバーグが有名な町の洋食屋

[D4] ミラン・ナタラジ 渋谷店 自然派インド料理。
ランチビュッフェも◎

[D6] 魚料理 吉成 その日に仕入れた新鮮な活〆鮮魚！

明治通り

WHITE CINE QUINTO
PARCO劇場
PARCO MUSEUM TOKYO
GALLERY X

Bistro 139
副大統領

Libertin

[D4] ホームズパスタ渋谷店 パスタ専門店、不動の人気は“絶望”

[C5] mericca 女性向けのデイリーユースのアメリカ古着
[C5] Hi-Fi Record Store アメリカ買い付けの中古レコードショップ
[C5] KESHIKI ヨーロッパ古着やハンドメイド商品を手掛けるヴィン
テージショップ

や小物のオープンアトリエ
[F2] 器○□（うつわまるかく）古きよき時代のものから現代まで食卓を彩
る器たち

