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世界一魅力的な都市： 東京が No. 1 な 50 の理由
「未来の街」などという項目などランクすらされないほど、この街の魅力は無限である。

編集者注： 取材協力：Matt Alt、Hiroko Yoda、Melinda Joe、Andrew Szymanski および W. David
Marx（CNNGo 東京編集者）

1. 世界一優れた鉄道システム
地下鉄 13 路線、JR および他の私鉄 100 路線以上が縦横無尽に走る都市東京は、まるで世界記録を覆すために考案
されたかのようだ。 電車と徒歩だけでたどり着けない場所は都内では皆無と言っても過言ではない。 唯一の欠点と
言えば、政府も対処ままならない中年サラリーマンの痴漢行為だけ？

2. 一生訪れることのできない世界で一番美し
い場所
都心の緑溢れる 3.5 平方キロメートルに構えられた皇居の不動産価格
は、一時はカリフォルニア州の全不動産の総価値をしのぐと噂された
こともある。 皇居外側の庭園の一部は一般公開されているものの、
内部の宮殿は我ら凡人の目に触れることはない。 皇居は、皇人だけ
でなく、狸、キジ、狐など、都市化により居場所を失った動物達の聖
域にもなっているらしい。

地図

3. ヨダレなしでは歩けないデパ地下
最近一層おしゃれになった伊勢丹のデパ地下を歩きながら、手の込んだペストリーや色鮮やかな寿司をただ見て回る
だけでもあっという間に時が過ぎる。 まるでダイアモンドを飾るかのようにうやうやしく陳列されている正方形の
メロンや 5 万円のマツタケを見るのも楽しい。 でも、やっぱり一番の魅力は、シングルモルトスコッチやウィス
キーをワイン売り場のバーで飲めてしまうことだろう。

伊勢丹デパ地下: 新宿区新宿 3 丁目 14-1 伊勢丹 B1 電話：03-3352-1111

4. 映画「ブレイブハート」の戦闘シーンを彷
彿とさせる横断歩道
渋谷駅のスクランブル交差点 ほど混雑の凄まじい交差点は世界でも
あまりない。信号が青に変わった途端、人々が一斉に己の目指す方
向に向かって歩き出す。 ある意味では、この渋谷スクランブル交差
点こそ、名所旧跡よりも、東京という都市の本質をより正確に表し
ている。 

渋谷駅ハチ公出口

5. 思わぬところに稲田が！
東京の高層ビルの合間にひっそりと建つ六本木ヒルズ屋上庭園 にある小さな稲田は、けやき坂コンプレックスの一
部だ。 地面からおよそ 45 メートルのところに広がるこの水田では、年間 60 キロの米が生産される。
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部だ。 地面からおよそ 45 メートルのところに広がるこの水田では、年間 60 キロの米が生産される。

6. 若者ファッションのメッカ
Forever 21 や H&M は東京にも進出しているが、原宿にはチェーン
店以外のファッションブティックが山のようにある。多くは正気の
沙汰とは思えないような若者のファッションだ。 近隣の渋谷、表参
道、青山を合わせれば、ここはまさに世界のデザイナーブランドを
全て網羅する世界一のファッションエリアである。 

7. パンク 浴場
普段はあまりパッとしない小さな公衆浴場弁天湯は、毎年数回仮設
ライブハウスに生まれ変わる。「風呂ロック」と呼ばれるこの催し

では、アーティスト達が風呂場で公演する。 もちろん衣服着用なのでご安心を。 チケット代は 3,500 円と少々高
め、さらに風呂場のため音響効果も必要以上に高めだが、（濡れることのない）ウォーターパークだと思えば許せて
しまう 。

弁天湯： 武蔵野市吉祥寺本町 2 丁目 27-13　地図

8. 世界最多のミシュランご指名レストラン
フランスのレストラン格付けガイドブックとして名高い「ミシュランガイド」が東京版（アジアでは東京が初めて）
を発行すると発表した際、多くの人々は単なる商売の策略の一つにすぎないと一蹴した。 しかし、東京のレストラ
ンは、実際ニューヨークとパリのレストランが獲得した星の総数を超える合計 191 個を獲得した。 この数は、東京
には パリの 10 倍（16 万軒）ものレストランがあることを考えれば当然な結果かもしれない。 ミシュランガイド東
京版には最も卓越した料理店と評価されるた三ツ星レストランが何件か紹介されている。繊細な伝統的な日本料理が
持ち味の小十（銀座）、有名人シェフの拠点であるジョエル・ロブション（恵比寿）、ミシュランガイドのおかげで
日本の厳しいシェフ界でも認められたフランス仕込みの若手シェフによるカンテサンス（白金台）など。 東京は世
界一美食の街、という東京人なら誰もが知っている事実がこれで世界的に証明されたと言える。

9. オタクワンダーランド
ヨドバシ Akiba は、電気街として名高い秋葉原の中でも最大級の広
さを誇る店である。この店の出現により、最新の電気製品や家電に
対する日本人の思いもさらに熱くなった。 秋葉原の電器店は、どの
店も瞬く光と巨大なスクリーンが客を待ち受けるデジタルワンダー
ランドだ。しかし、AV 機器、家電製品ならびにゲーム機器に 6 階
分も費やし、さらにレストランやジュースバー、本屋やミュージッ
クストアなどまでがあるヨドバシAkiba は、やはり群を抜いてい
る。

ヨドバシAkiba： 千代田区神田花岡町 1-1 電話：03-5209-1010

10. 大都会から自然溢れる山まで電車で直行
コンクリートジャングルにうんざりしたら、豊かな自然にあふれた西東京の高尾山に出向くのもいい。 新宿から電
車一本で行ける高尾山は、山頂まで続くゆるやかなハイキングコース、秋の美しい紅葉、そして特別な蕎麦文化が有
名だ

高尾山への交通手段： 京王線高尾山口駅 乗車時間約 1 時間

11. 日本人の台所：世界一の魚市場
日本人の魚の消費量を考えれば当然な気もするが、世界最大の魚市場（卸売り市場としても世界最大級）は東京にあ
る。 毎日 2,000 トンの魚が売り買いされる築地市場は、漁業者、競売業者、材料を仕入れに来るレストラン関係者
にとって、まさに天国のような場所である。 新鮮な寿司や美味しい焼き魚ランチを手ごろな値段で楽しむこともで
きる。

12. ちょっと変わった博物館
江戸東京博物館 は、15 世紀から 19 世紀の江戸東京人達の伝統的な
暮らしぶりをリアルに体験する格好の場所だ。 博物館の外観は、ま
るで「バックロジャーズ」（Buck Rogers：宇宙を舞台にした SF
映画）の舞台裏から持ってきた巨大な宇宙船を支柱の上に乗っけた
ような感じである。 これも東京の過去、現在そして未来の姿を一つ
の形に融合しようとした結果と解釈するべきか。

江戸東京博物館： 墨田区横網 1-4-1 電話：03 3626 9974

13. 野生の味を満喫
こじんまりと洒落たビストロ「またぎ」は猪、鹿、熊など「エキゾチック」な肉を美味しく食べさせてくれる店だ。
ところで、店名「またぎ」とは狩猟を行う狩猟者集団のことである。 少々血生臭いネーミングだと思うのは考えす
ぎ？
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またぎ： 目黒区上目黒 1-5-10 電話：03 3792 3395　月曜定休

14. ビンテージおもちゃ勢揃い
アニメマニアの天国、まんだらけコンプレックスは、ヴィンテージものアニメを扱うまんだらけチェーンの本店であ
り、総 8 階の販売スペースを誇る。 7 階と 8 階はまるで日本のおもちゃの歴史を一見できる博物館のようだ。 他の
おもちゃ屋と比べると高価格であり、値切りなども問題外だが、ここまでの品揃えはなかなかない。

まんだらけコンプレックス: 千代田区外神田 3-11-12 電話：03 3252 7007　営業時間　正午-午後 8 時、 地図

15. 知性溢れる（？）公園
個性的な井上圓了博士の綿密なデザインによる園内の施設は全て世界的な有名な哲学者を祀ったものである。 公園
には幽霊に取りつかれたとされる梅の木と「哲学の時空間を表した場所」とされる時空丘などがある。 どうしても
単なる泥地にしか見えないのだが。

哲学堂: 中野区松ヶ丘 1-34-28 電話：03-3951-2515　9 時 ～21 時　毎月第一木曜閉園

16. 還暦を超えたらここで買い物
「おばあちゃんの銀座」または「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれ
てきた巣鴨地蔵通り商店街は、地元の人達と共に年を重ねてきた。
この商店街でなら 1962 年に流行ったスタイルさえ 見つけることが
できる。 忘れていた過去の銀幕スターのスチール写真まで おいてあ
るのには驚きだ。 さらに、昔懐かしい菓子や雑貨などを売っている
店もある。ほとんどのものを安い値段で買える。

JR 巣鴨駅から徒歩

17. 一年分の給料を一杯の酒で飲み干す方法
金箔巻き寿司のバブル時代は過ぎ去ったが、リッツカールトン東京内のバー・メニューの一つ「ダイヤモンドフォー
エバーマティーニ」には過去の浪費精神がまだまだ息づいているようだ。ひんやり冷えたウォッカとフレッシュライ
ムベースのマティーニのグラスの底には 1 カラットのダイヤモンドがキラリと光る。 すでに美味い高級マティーニ
にダイアモンドをプラスしたら、もうまさに怖いものなしだろう。 価格： 180万円

リッツカールトン東京: 港区赤坂 9-7-1　45階 電話：03 3423 8000

18. 世界一奇抜なエステ
かかとを磨くのもスリルに満ちている。 不吉にも「ドクターフィッシュ」という名の、お台場にある大江戸温泉物
語で経験することができるこのスパトリートメントは、足を 30 分間水の中に浸している間に小さな魚が皮膚の古い
角質をついばんできれいにしてくれるというもの。 かかとは滑らかになるとはいうものの、これを一度経験したら
刺身や寿司を見る目が変わるに違いない。

大江戸温泉物語: 江東区青海 2-57 電話：03-5500-1126

19. 最高級のもてなし
気取らないスーパーから高級ブティックまで、東京のカスタマーサービスのレベルは非常に高い。 当然、最上級レ
ストランは最高級のもてなしを客に提供しようと努めるわけだが、アロニア ド タカザワのサービスはさらに一歩上
である。 まず来店前からシェフの妻、高澤明子夫人より数件の電子メールが届く。 そしてディナーでは、夫人が高
澤シェフの手の込んだ料理について一品づつ丁寧に説明してくれる。

アロニア ド タカザワ: 港区赤坂 3-5-2 サンヨー赤坂ビル 2F 電話：03-3505-5052

20. 何度も訪れたくなるサービスエリア
海ほたる のようなサービスエリアは、目が飛び出るほど高い東京の
高速料金や延々と続く渋滞を一瞬忘れさせてくれる。 海ほたるは、
東京湾アクアラインとトンネルの中間に位置し、東京湾のど真ん中
に巨大なコンクリート島として浮かぶ。 多くのレストランや店舗が
あり、ドライバーの疲れを癒してくれるオアシスとなっている。

21. ヌードル三昧
東京ほど多くのラーメン屋やうどん屋、蕎麦屋に溢れている街もそ
うそうない。 おすすめは「麺屋ごとう」だ。小さな店内では香りコ

クとも素晴らしいラーメンを楽しむことができる。当然ながら、店の前には常に長蛇の列ができている。

麺屋ごとう 豊島区西池袋 3-33-7 電話：03-3986-9115

22. 一日中マンガにドップリ
マンガ喫茶では一時間あたり数百円で、個室のリクライニングシー
トでゆっくりくつろぎながらマンガを読み放題で楽しめる。さら
に、インターネットや飲み放題の飲み物サービスも利用できる。 最
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に、インターネットや飲み放題の飲み物サービスも利用できる。 最
近では、マンガ喫茶はマンガマニア以外の客からも注目されてい
る。お金を使わず空き時間を潰したい、ちょっとした仮眠がとれる
場所が欲しいという若者カップルやサラリーマン達にもマンガ喫茶
は人気なのだ。 全国に店舗を構えるマンボー喫茶は、マンガ喫茶の
最大級である。歌舞伎町の本店は、遊びすぎて終電を逃したサラ
リーマンの強い味方となっている。

マンガ喫茶マンボー 新宿本店 新宿区歌舞伎町 1-17-7 電話：03-
5287-4688

23. コウモリも風情
未来都市のイメージを彷彿させる東京だが、吉祥寺の井の頭公園に源を発し隅田川に合流する神田川沿いには、 実
は大量のコウモリが住み着いている。 日の沈む頃になると、コウモリの大群が一斉に夜空に向かって騒がしく飛び
立っていく。特に人に危害を加えるわけでもないということから、東京の風情の一部として住民に受け入れられてい
る。

24. 世界一短いエスカレーター
川崎市は正式には「東京」ではないが、川崎モアーズにある世界一短いエスカレーターをあえてここにランクインし
たい。 この短いエスカレーターの価値を理解できるのはギネスブックだけだろう。ビデオ

川崎モアーズ： 神奈川県川崎市川崎駅前元町 7 電話：044 211 1131

25. 高級ブランドの街：銀座
シャネル、ルイ・ヴィトン、グッチ、コーチ、ハリー・ウィンスト
ン、その他多くの高級ブランド店が入ったモダンなビルが延々と続
く。 銀座は、一般人が想像できないようなファッション、バッグ、
ジュエリーショッピングをするためにある所。自分のお金でショッ
ピングできない人は、せめてできる人を観て楽しもう。 銀座はかつ
て東京の五番街と謳われていたが、最近では五番街をニューヨーク
の銀座と呼ぶ方が相応しい気もする。

26. ほとんど SF 的な交通網
都内の重要地区と近郊都市を結ぶ首都高速道路（首都高）は、地上数十メートルもの高さに位置し、ビルの隙間を潜
り抜けるように走る。こんな斬新なデザインは日本以外では考えられない。 複雑に結ばれた数知れぬ路線、地上に
も地下にもある出入口、そしてニュルブルクリンク（Nürburgring：超難関コースで知られるドイツにあるサーキッ
ト）も顔負けの急カーブ等、首都高は建築設計の観点からも驚異的なだけではなく、交通・物流的にも異次元的だ。

27. モッズファッション最後の砦
ロンドンの Savile Row （Savile Row：高級紳士服の仕立屋の多いロンドンの街路）は最高級のスーツ、香港とバン
コクは激安スーツのオーダーメード店で有名だ。 一方、東京の洋服の並木は、若者向けの細身のスーツ、いわゆる
モッズスーツをオーダーメードする今や世界でも希少な仕立て屋の一つであり、 ロックバンドやパンクロッカーご
用達の店だ。歴史上のどんなスーツも仕立て可能で、1940 年代初頭にメキシコ人や黒人の若者に流行したズート
スーツや 70 年代に流行った大きい折襟なども可。値段 ¥39,900 ～。

洋服の並木： 世田谷区松原 6-4-5 梅丘アイワマンション 105 03-3325-9494

28. マウリッツ・エッシャーの図面を再現し
たようなへんてこアパート
東京ほど斬新な建築デザインにオープンな都市もなかなかない。 展
示 A： 配色は虹色、形も色々、天命反転住宅のアパート。 三鷹の平
凡な郊外に建つこのアパートは、まるで幻覚を見た建築デザイナー
がデザインしたジャングルジムのようなユニークなデザインだ。 建
築家である荒川修作& マドリン・ギンズが日本の古い型にはまった
考えに挑戦するために、でこぼこの床や常識を覆すアイディアで、
アパートを作ったと言う。 週の賃貸料は ¥95,000～。今なら 2 部屋
が長期賃貸可。

三鷹天命反転住宅： 三鷹市大沢 2-2-8、電話： 0422 26 4966

29. 猫愛好家の聖地
この美しい寺は招き猫の生まれた場所と言われている。 もちろん境内には招き猫が展示されており、この建物の後
ろに隠れている招き猫は、世界中のどの招き猫の中よりもご利益があると信じられている。

豪徳寺： 世田谷区豪徳寺 2-24-7

30. ソムリエに任せれば、心配ご無用。
レストランのワイン選びで、ソムリエに全てのチョイスを委ねる人もいるだろう。アクアヴィットは、そんな人に最
適である。 自分でワイン選びたい場合は、ソムリエの辛口の意見も承知のほど。 ソムリエに任せれば、ワイン選び

http://www.manboo.co.jp/shop0420.html
http://www.youtube.com/watch?v=FSLwCImWv-c
http://www.more-s.com/kawasaki/
http://www.namiki-4129.com/
http://www.reversibledestiny.org/REVERSIBLE_DESTINY.html
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00006127.html


Rainbow Bridge

Godzilla statue in Hibiya Park

Golden Gai in Shinjuku

適である。 自分でワイン選びたい場合は、ソムリエの辛口の意見も承知のほど。 ソムリエに任せれば、ワイン選び
で失敗することはない。お試しあれ。

Aquavit （アクアヴィット）： 港区北青山 2-5-8 青山 OM Square 1F、電話： 03-5413-3300

31. 橋が主役、レインボーブリッジ
芝浦とお台場をつなぐレインボーブリッジは、東京では誰もが知っ
ている名所の １ つだ。 お台場のレストランのテラスから眺めたブ
リッジは圧巻だ。青白く光るタワーとカラフルな光が夜空に美しく
煌く。

32. マニアック度満天なアダルトビデオ
ショップ
まるで映画「少林寺三十六房」の世界に入ったかのように、階を上
がるごとにショップ「アリババ」のミニサイズアダルトビルは、そ

の奇異さを増していく。 1 階には、他のアダルトビデオショップと同じように、一般的なハリウッド映画、日本映
画がお愛想程度に揃っている。 階段を上ると、待ってましたと言うばかりに、フェチ別の階が続く。

33. 極小高級レストラン
東京はどのレストランも小さいことで有名だが、タパス モラキュラーバーは格別小さく、席もわずか 7 席のみ。
 きゅうりキャビア、ライム塩のフォーム、チョコレートの軽石など、メニューには派手な創作料理が並び、小さな
店ならではのこだわりが感じられる。 予約が必要で、時間は 18 時、または 20 時半のみ。 遅刻厳禁。

タパス モラキュラーバー: 中央区日本橋室町 2-1-1 マンダリンオリエンタル東京 38 階 電話： 03-3270-8188

34. 世界一インパクトの小さな巨大怪獣像
世界にゴジラを生み出した映画会社の陰、日比谷公園に巨大生物の
銅像がそびえ立っていると思いきや、見てみると 50 センチほどの
大きさだ。 さすがに実物大の 70 メートルは無理だろうが、なぜ 50
センチなのだろうか？ 像の下の台座のお陰で、あえて見下ろさなく
ていい高さにはなっている。

日比谷公園 地図

35. 抱きしめたくなるカフェ
高田の馬場にある猫カフェ、ねころび。仕事の後に来て、跳ね回るトラ猫におもちゃを投げて遊んでストレス解消。
ココアを飲んだり、眠そうな顔のシャム猫を見てくつろいだりできる。 お店を出るときは、仲良くなった猫たちと
の別れに胸がいっぱいになるだろう。

ねころび: 豊島区東池袋 1-28-1 タクトT・O ビル 3 階、03-6228-0646

36. 1 平方メートルにひしめき合うバー
ゴールデン街でのバー巡りは全く違う新しい意味を持つ。 バーから
一歩外に出れば、次のバーに着いてしまう。 あのコストコのたった
半分の面積に、200 以上の飲み屋が軒を連ねているのだ。小さな店
では、わずか 5 席しかない店もある。 これほど密集してはいない
が、他にも小さな飲み屋が凝縮しているのが、新宿駅の近くの思い
出横丁と渋谷のその名ものんべい横丁。

歌舞伎町近くオフィシャルウェブサイト

37. 高級天ぷら大作戦
南青山の裏道で元吉を見つけるのは、時間がかかるだろう。しかし、そんな GPS さえ役に立たない場所で店を探す
のも楽しみの 1 つだ。 特にさくさくの天ぷらが待っていると思えば、店探しも苦ではない。 板前は技術だけでな
く、材料にもとてもうるさい。夏にはジューシーな帆立、やわらかいアスパラガス、冬には栄養たっぷりの京都の赤
にんじんをふんだんに使う。

元吉： 港区南青山 3-2-4、03-3401-0722

38. 世界のファッションブランドの本拠地
 Beams、United Arrows、Ships、 Tomorrowlandなどの日本発のセレクトショップは、今や名を馳せた有名ショップ
となった。これも、世界のインディーズブランドをまとめあげたプロの貢献があってこそだ。 最近は、特に最高品
質の日本製の品揃えに力を入れており、驚くほど手ごろな価格で提供している。 最近は、各社、個々の年齢層、性
別向けの幅広いストアを展開している。例えば、Beams F は、スーツを着るサラリーマン、Beams Boy はプレッ
ピーでファッショナブルな若者向け。

http://www.aquavit-japan.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_%28Tokyo%29
http://www.mandarinoriental.com/tokyo/dining/molecular/
http://www.toho.co.jp/chanter/map/index.html
http://www.nekorobi.jp/
http://www.goldengai.net/
http://www.beams.co.jp/
http://www.united-arrows.co.jp/
http://www.shipsltd.co.jp/
http://www.tomorrowland.jp/home.php


Kabukicho

Yukari Onsen

Matcha cocktail at Bar Rage

39. 世界一安全な風俗街
歌舞伎町は怪しいキャバクラや、飛行機をテーマにしたショータイ
ムキャバレーやピンクサロンがひしめく一方、なぜかギターを持っ
てぶらぶら歩いている学生達もいる。 この美しいとはおせじにも言
えない新宿風俗街も、やはり東京文化の一部なのだ。 ハーゲンダッ
ツのアイスクリームを買ったりして、気軽に歩き回ってみてみるの
も悪くない。

新宿駅東口から徒歩

40. お祭り三昧
一年を通して様々な形式や大きさの祭りがあるが、夏祭りほど皆が
楽しみにする祭りはない。 一番有名な夏祭りは、やはり江戸三大祭
りと呼ばれる神田の神田祭、永田町の山王祭、江東区富岡の深川祭
だ。 こうした集まりが地元の結束を深め、共に祝い、そして更なる
繁栄を願うのだ。 集いの潤滑油と言えば、いつも、そしてもちろん

酒。 大量の酒がお祭りをスムーズに進行させる。

41. 世界一のカスタマーサービス
もちろん日本以外の国にも、丁寧なカスタマーサービスを重点に置く店は沢山ある。 ところが、三越や伊勢丹など
の日本の高級デパートのカスタマーサービスは、さらに 2 歩も 3 歩も先を行く。制服のエレベーター嬢や、あいさ
つ嬢を配備したデパートが日本以外にあるだろうか。 時間と手間をかけたギフト包装は格別だ。だからこそ高いお
金を払っているのかとも思うが。

42. 無限の酒の品揃え
酒のバラエティーに関して言えば、東京は最高だ。銀座の庫裡では、ほとんどのお酒を見つけられそうだ。 メ
ニューはまるで図鑑のようなサイズで、100 以上ものお酒の種類が載っている。 3 杯目まで入ると、ホヤの塩辛に
挑戦してみたくなるかもしれない。 試してみると、案外悪くない。

庫裡（くり）： 中央区銀座 6-4-15 トニービル 2 階、電話 03-3573-8033

43. 風水の温泉
風水の法則に厳しく則って作られたゆかりは、西東京の郊外にあ
り、美しく内装が施された温泉だ。 正しい方向を向いて浸かるよ
う、浴槽には基本方位が表示されている。

深大寺温泉ゆかり：電話 042-499-7777、10 時～22 時、毎月 1 週
目の水曜日は閉店

44. 見てびっくり、スーパーかわいいマス
コットキャラクター

見慣れた風景の中にも、実はすごいものが隠れているものだ。 東京都水道局はオフィシャル PR マスコット、 アー
スくんを芝浦水再生センターの屋根に塗ることに決定。そして、無事にアース君の絵は完成。 路上からは見えない
このアース君を、地上数キロから撮った航空写真ではちゃんと確認ができる。

芝浦水再生センターの屋根： Google Earth ビュー

45. ちゃんこ体験！
相撲取りは、一対一で、150 キロの相手に素早く、激しく取り組む。体力を蓄えて、尻に肉をつけるために、しっか
りと栄養のあるちゃんこ鍋を食べなければならない。 吉葉は元相撲部屋で、土俵のすぐ横にはテーブルがあり、ま
さに横綱の気分で食事ができる。

吉葉： 墨田区横網 2-14-5、03-3623-4480、 現金のみ　

46. カクテルはまさに超新鮮
カクテル大流行の東京では、ミシュランガイドで高い評価を受けた
シェフの芸術性と視点を用いて、バーテンダー達は個々のテーマに
取り組んでいる。 青山のしゃれた Bar Rage では、季節の飲み物用
にミクソロジストが日本中から最高級の新鮮な材料を調達する。 ク
ラシックなカクテルを日本風にアレンジするため、はるか沖縄から
は美味しいパッションフルーツ、宮崎からは甘い金柑を取り寄せ
る。

Bar Rage： 港区南青山 7-13-13 青山 JIN & IT ビル 3 階、03 5467
3977

47. 美しさも出費も豪華な花火大会

http://www.mitsukoshi.co.jp/index.html
http://www.isetan.co.jp/
http://www.shiroyama-gr.co.jp/yukari/
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http://www.mixologist.co.jp/bar_rage/top.php


A to Z cafe illustration (Flickr user 阿恬子)

share  add to favorites  print  email

user comments and reviews (5) view all

Mexicanita 9 February, 2010

Tokyo is the most esoteric city in Japan: tranquility with the footsteps of train
commuters, modenisque skyscrapers and traditional temples and shrines in
the most crowded city, cospomolitan foods and drinks you can indulge in.
Whatever you see there and juxtapose with your own culture is really
fascinating. Among the things I dig in Tokyo, is, personally, the night view
from the highest obsevatory in Tokyo Tower.

add your own

東京では数え切れないほどの有名な花火大会が毎年夏に開催されるが、中でも墨田川沿いの浅草と向島が一番華やか
だ。 平均でも毎年 2 万個以上に花火が打ち上げられ、2009 年だけでも桁外れの 94 万 8 千人が花火を見物するため
に集まった。

48. アンチベジタリアンも満足できる精進料理
お寺ほどベジタリアンフレンドリーな場所はない。 高尾山薬王院では、修行僧達が手の凝った精進料理を参拝者の
ために準備する（要予約）。 多彩なコースと料理は、誰にとっても間違いなく特別なごちそうだ。 一人 ¥2,500 ～
3,500

高尾山薬王院： 東京都八王子市高尾町 2177、電話： 042-661-1118、 地図

49. 洗練されたアートカフェ
青山の裏通りの、何の特徴もないビルの 5 階に隠れている A to Z
Cafe 。保養地にあるアーティストのアトリエをイメージしたカフェ
は、奈良 美智の作品に命を吹き込む。

A to Z cafe：港区南青山 5-8-3 equbo ビル 5 階、電話： 03-5464-
0281、12 時～23 時 30 分

50. 屋形船の魅力
隅田川は東京の下町人に一番親しまれている川で、屋形船のメッカ

でもある。 定期運行では、ボートの乗船、ビールとお好み焼きを心ゆくまで楽しめる飲み放題食べ放題、大人数向
けのパッケージコースがある。

あみ清： 台東区雷門 2-1-16、電話 03-3844-1869、 www.amisei.com

以上のランキングに同意される点\同意されない点を挙げてください。 東京が世界一の都市だと思われる理由
を挙げてください。

または、東京が一番と決められる前に、以下の都市のランキングを見ますか？バンコク、香港、ムンバイ、
上海、 シンガポール

コメントは、下の大きなボックスフィールドにお書き込みください。 または、CNNGO サイトのTwitpollで投
票してください。

Tags: world's greatest city, Tokyo culture, Japanese food, Japanese
culture, 50 reasons
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