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 「あ・ら・かるちゃー
文化施設運営協議会」とは？

「あ・ら・かるちゃー」は
カルチャー施設のA La Carte（ア・ラ・カルト）のこと。
渋谷・恵比寿・原宿エリアに拠点を置く、美術館や劇場、
記念館、自然科学施設などから構成された、
文化施設の協力団体です。

「あ・ら・かるちゃー文化施設運営協議会」は
地域に根差す文化・教育活動を行い、
地域創生の新たな原動力となることを目指しています。

http://topmuseum.jp/ala.html
発行：あ・ら・かるちゃー文化施設運営協議会
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国立オリンピック記念
青少年総合センター

1

1964年オリンピック選手村の跡地を
利用して創設された都市型施設。青
少年や指導者等の研修利用等、様々
な体験活動を実施。

 〒151-0052 渋谷区代々木神園町
 3-1 

 03-3467-7201（代）
 10:00～17:00
 不定期

 小田急線参宮橋駅より徒歩8分

戸栗美術館

2

創設者・戸栗亨が蒐集した伊万里焼
や鍋島焼のほか、中国・朝鮮の東洋
磁器等を収蔵する日本でも数少ない
古陶磁器専門美術館。

 〒150-0046 渋谷区松濤1-11-3
 03-3465-0070
 10:00～17:00
 月曜日
 一般1000円
 渋谷駅より徒歩15分

●パンフレット特典
入館料より200円引き（他割引と併用不可。
2017年3月末日まで有効）
※2017年１月から3月末日まで館内整備のため
休館

NHKスタジオパーク

3

生放送の観覧のほかニュースやお天気
キャスター、アニメのアフレコなどの体験

コーナーも人気の放送テーマパーク。

 〒150-8001 渋谷区神南2-2-1 
 03-3485-8034
 10:00～18:00
 第4月曜日
 大人200円、子供無料（高校生以下・18

 歳未満、65歳以上も無料）
 渋谷駅、原宿駅、東京メトロ代々木公

 園駅より徒歩12分

太田記念美術館

4

葛飾北斎や歌川広重など浮世絵の
名品を収蔵し、毎月企画展示を行う。
講座や映写会などのイベントも開催。

 〒150-0001 渋谷区神宮前1-10-10 
 03-3403-0880
 10:30～17:30
 月曜日、展示替え期間
 一般700円、大高生500円、

 中学生以下無料（特別展は別料金）
 東京メトロ明治神宮前駅より徒歩3分

●パンフレット特典
入館料より100円引き（他割引と併用不可。
2017年3月末日まで有効）

ギャラリーTOM

5

近現代の立体、彫刻作品を触って鑑賞
できる場所として創設されたギャラリー
スペース。触って読む本なども展示。

 〒150-0046 渋谷区松濤2-11-1
 03-3467-8102
 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分

※改修工事のため長期休館中（2016年12月
末日まで）

トーキョーワンダーサイト渋谷

6

現代アートを気軽に楽しむことができる
アートセンター。若手アーティストによ
る展覧会や公募展「トーキョーワンダー
ウォール」、「ワンダーシード」などを実施。

 〒150-0041 渋谷区神南 1-19-8
 渋谷区立勤労福祉会館1F

 03-3463-0603
 11:00～19:00
 月曜日
 無料
 渋谷駅より徒歩8分

地球環境パートナーシッププラザ

7

地球温暖化、生物多様性などの環境問
題について学べる施設では、展示やセミ
ナーイベントなどを随時開催。

 〒150-0001 渋谷区神宮前5-53-70 
 国連大学ビル1F

 03-3407-8107
 10:00～18:00（土曜日は17:00まで）
 日曜日、月曜日、祝日
 無料
 東京メトロ表参道駅より徒歩5分

渋谷区立松濤美術館

8

絵画、彫刻、工芸など幅広いジャンルの
特別展等を開催。特徴的な建物は建築
家・白井晟一の設計によるもの。

 〒150-0046 渋谷区松濤2-14-14

 03-3465-9421
 10:00～18:00 

  （金曜日は20:00まで、2・3月は9:00～17:00）

 京王井の頭線神泉駅より徒歩5分

Bunkamura

9

音楽ホール、劇場、美術館、映画館をは
じめカフェやショップからなる日本初の大
型複合文化施設。

 〒150-8507 渋谷区道玄坂2-24-1
 03-3477-9111
 渋谷駅から徒歩7分

東急シアターオーブ

10

渋谷ヒカリエ内にある地上70mに浮か
ぶ国内最大級のミュージカル劇場。海
外招聘ミュージカルを中心に話題作を多
数上演。

 〒150-8510 渋谷区渋谷2-21-1
 渋谷ヒカリエ11F

 03-3477-9111
 渋谷駅直結

実践女子大学 香雪記念資料館

11

実践女子大学渋谷キャンパス内にある
資料館で、学祖・下田歌子ゆかりの資料
や、収蔵品である女性画家の作品等の
展覧会を開催。

 〒150-8538 渋谷区東1-1-49

 03-6450-6805
 11:00～17:00
 土曜日、日曜日、祝日、大学休業期間 
 無料
 渋谷駅から徒歩10分

セルリアンタワー能楽堂

12

セルリアンタワー地下2階にある能楽
堂。能、狂言を中心に、様々な伝統芸能
を上演。

 〒150-8512 渋谷区桜丘町26-1 B2F
 03-3477-6412
 渋谷駅より徒歩5分

白根記念渋谷区
郷土博物館・文学館

13

渋谷の歴史をテーマにした博物館展示
のほか、渋谷ゆかりの作家を紹介する文
学館展示を常設。イベントも多数開催。

 〒150-0011 渋谷区東4‐9‐1
 03-3486-2791
 11:00～17:00
 月曜日
 一般100円、60歳以上無料
 渋谷駅都バス日赤医療センター行き

  （学03）「國學院大学前」下車徒歩2分

國學院大學博物館

14

國學院大學が有する学術資料や研究成

果を発信する施設。館内には、考古、神
道、校史の展示ゾーンと、様々なテーマ
による研究成果を公開する企画展示室
がある。

 〒150-8440 渋谷区東4-10-28
 國學院大學渋谷キャンパス 
 学術メディアセンターB1F

 03-5466-0359
 10:00～18:00
 夏季休業、冬季休業、

 および大学の定める休業日
 無料
 渋谷駅より徒歩13分

こども科学センター・ハチラボ

15

常設展、企画展のほか、講座や様々な
ワークショップを実施。こどもたちが楽し
みながら科学や数学、ものづくりを体験
できる科学館。

 〒150-0031 渋谷区桜丘町23-21
 渋谷区文化総合センター大和田3階

 03-3464-3485
 10:00～17:00
 月曜日、年末年始
 無料
 渋谷駅徒歩5分

コスモプラネタリウム渋谷

16

プラネタリウム投影機と全天周デジタル
動画投影システムを備え、美しい星空と
臨場感あふれる映像空間を演出。季節
折々の星空解説も実施。

 〒150-0031 渋谷区桜丘町23-21
 渋谷区文化総合センター大和田12階

 03-3464-2131
  （火・金）12:00～20:00

  （土・日・休祝）10:00～20:00
 月曜日、年末年始
 一般600円、小中学生300円
 渋谷駅徒歩5分

渋谷区ふれあい植物センター

17

約300種の熱帯植物等が育つ温室
型植物園。月毎の企画展や自然に関
する講座・実習等を開催。

 〒150-0011 渋谷区東2-25-37
 03-5468-1384
 10:00～18:00
 月曜日
 一般100円、中学生以下・ 

 60歳以上無料
 渋谷駅徒歩10分

山種美術館

18

近代・現代の日本画専門美術館。創
立者・山﨑種二が蒐集した作品を中
心に年間5～6本の展覧会を開催。

 〒150-0012 渋谷区広尾3-12-36 
 03-5777-8600（ハローダイヤル）
 10:00～17:00
 月曜日
 恵比寿駅より徒歩10分

●パンフレット特典
展覧会一般料金より100円引き
（他割引との併用不可、2017年3月末日まで有効） 

ヱビスビール記念館

19

街の名前の由来となった「ヱビスビー
ル」の歴史を紹介する記念館。有料
で各種ヱビスビールが味わえる。

 〒150-8522 渋谷区恵比寿4-20-1
 03-5423-7255

 11:00～19:00
 月曜日
 無料
 恵比寿駅より徒歩8分

東京都立中央図書館

20

国内最大級の蔵書数を誇る公立図書
館。有栖川宮記念公園内に位置し、
閲覧サービスや展示、調査研究のサ
ポートを行う。

 〒106-8575 港区南麻布5-7-13
 03-3442-8451
 10:00～21:00（土・日・祝は17:30まで）
 無料
 東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩8分

東京都写真美術館

21

世界でも数少ない写真と映像の専門
美術館。専門図書室では写真関連の
貴重書が閲覧できる。今秋リニューア
ル・オープン。

 〒153-0062 目黒区三田1-13-3 
  （恵比寿ガーデンプレイス内） 

 03-3280-0099（代）
 恵比寿駅より徒歩7分

※大規模改修工事のため長期休館中（2016
年秋まで）
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