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インスタ映えするスポットへ

p.053

4 額入りの富士山
富士山は日本一高い山だけに、都内にも撮影スポットは多
数。なかでもユニークなのが成城の富士見橋で、額に収まっ

撮影＝大見謝星斗

た富士山は一幅の絵画のよう。この額は世田谷区と区民が

文＝清水千佳子

1984 年に「せたがや百景」を選出した折に設置されたもの。

協力＝フランシス・マヤ
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日本では 2017 年の流行語大賞にもなった「インスタ映え」は、

5 昔の東京へタイムスリップ

今や大げさでなく世界規模の大ブーム。東京でとっておきの

レトロな東京を体験したい人は「江戸東京たてもの園」へ。

一枚を撮りたいという人のために、「ここはどこ !?」と驚嘆さ

敷地面積 7ha の園内は 3 つのゾーンからなり、英語ガイド

れるスポットを厳選した。

も常駐。江戸中期から昭和中期までに建てられ、ここへ移築
された農家や商店 30 棟などが見学できる。
1920 年代の建物を再現した東ゾーンより。

1 鏡の迷宮
万華鏡の中に入り込んだような写真は、ファッションビル「東
急プラザ表参道原宿」のエントランス。さまざまな角度で張
り巡らされた鏡が映し出すのは、多くの人や車が行き交う交

上左：天井が高く、光溢れる銭湯「子宝湯」
。
上右：1964 年頃走っていた都電（東京都交通局営業の路面電車）
。
下左：タバコ屋も併設されていた乾物屋「大和屋本店」の店先。
下右：風情ある商店が軒を連ねる下町中通り。

差点。くるくると眺めが変わる様子はまさに万華鏡だ。


ご紹介した場所のインフォメーションは p58 に。

p.055

6 猫好きの聖地
縁起のいい招き猫が大小さまざま並ぶのは、豪徳寺。約 2



p.052

㎝から約 30㎝まで 9 種類の招き猫が購入可能で、奉納所に

2 空飛ぶペンギン

は常に 4000 体以上が並んでいる。願いごとが叶ったら奉納

ビルの間を飛ぶように泳ぐケープペンギンたち。高層ビルの

する人が多いが、ずっと手元に置いておいてもいい。

屋上にある「サンシャイン水族館」で 1 日 2 回開催される「ペ
ンギン・ダイビングタイム」の光景だ。約 40 羽が餌をめが

7 どこまでも続く鳥居

けて高速で泳ぐ姿は壮観。夕暮れどきには幻想的な写真も

朱塗りの鳥居が続く千本鳥居といえば京都の伏見稲荷大社が

狙える。

有名だが、日枝神社の境内にある山王稲荷神社の稲荷参道
も美しく、厳かな空気が漂う。鳥居は全て個人や会社が寄進

3 夕陽と恐竜

したもの。撮影前にまず参拝することをお忘れなく。

夕陽に飛行機、恐竜橋の愛称を持つ東京ゲートブリッジ、橋
脚の間には富士山と風車。天候とタイミングがよければ、そ

8 地下宮殿へ潜入

んな盛りだくさんの一枚も撮影できるのは「若洲海浜公園」
。

映画で見た地下宮殿を思わせる巨大な空間は、江戸時代に

人気の釣りスポットでもある。

は山岳信仰の対象だった「日原鍾乳洞」の内部。刻々と変
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わるカラフルな照明がミステリアスな雰囲気を増幅させる。

しさから、自動車の CM や映画などに度々登場している。

心躍るミニアドベンチャーは 1 周約 40 分。

14 おとぎの国の虹色綿菓子


p.056

9 神の使者、降臨
頭をもたげて空を仰ぐのは、古来、神の使者とされてきた鹿。
「東京ガーデンテラス紀尾井町」を彩るパブリックアートの一
つで、彫刻家・名和晃平の「White Deer」だ。鹿の剥製を

顔がすっぽり隠れるほど大きな「原宿レインボーわたあめ」
は TOTTI CANDY FACTORY 原宿店限定で高さ 45㎝！ 見た
目がかわいいだけでなく、イチゴやレモンなど色ごとに異な
る味も上品で美味。このサイズでもカロリーが 160kcal と実
は低めなのも嬉しい。

3D スキャンして制作した彫刻で高さ 6m の大作。

10 ようこそ、クラゲの国へ

インスタ映えスポットを求めて、
知らなかった東京へ出かけよう。

移り変わる光と音のなか、たゆたうクラゲたち。幻想的で心
癒やされる空間は「マクセル アクアパーク品川」の「ジェリー
フィッシュランブル」
。クラゲは常時 5 種類ほどが展示され、



p.058

1 東急プラザ表参道原宿

春は桜、夏は花火など季節に合わせた演出プログラムもあ

東京都渋谷区神宮前 4-30-3

る。

Tel .03-3497-0418
11 時～ 21 時（6、7 階は 8 時 30 分～ 23 時）

11 異界への入り口
六本木トンネルで通る人を驚かせているのが、アーティスト・
北川純による「ジッパー」
。東京都のストリートペインティン

不定休
omohara.tokyu-plaza.com/en/
2 サンシャイン水族館

グ事業により 2004 年に誕生した 5 作品の一つだ。プレート

東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビ

に書かれた「このジッパーをひっぱらないで下さい。
」が笑

ル屋上

いを誘う。

Tel. 03-3989-3466
10 時～ 18 時（4 ～ 10 月は 20 時まで。最終入館は終了 1 時間前）

12

首長団、東京視察中

植栽越しに街を眺めるのは、正装したナイジェリアの首長た
ち。アーティストのサンデー・ジャック・アクパンの力作で、

無休
高校生以上 2200 円（税込）
www.sunshinecity.co.jp

1994 年に米軍基地跡地に誕生した街「ファーレ立川」のパ

3 若洲海浜公園

ブリックアート 109 作品の一つ。周囲を散策してほかの作品

東京都江東区若洲 3-1-2

も楽しみたい。

Tel. 03-3522-3225
www.tptc.co.jp/park/03_07

13 木製巨大迷路？
直線のみの端正なデザインと木材の温かみが調和した「木

4 成城の富士見橋
東京都世田谷区成城 2 丁目付近

材会館」は、東京木材問屋協同組合が建設しただけあり、

小田急小田原線・成城学園前駅西口より徒歩約 5 分

建物の内外に檜や杉、桜など 10 種類の木材を使用。その美

※住宅街なので、近隣住民に迷惑をかけないようご注意を。
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5 江戸東京たてもの園

Tel. 03-5421-1111（音声ガイダンス・日本語のみ）

東京都小金井市桜町 3-7-1（都立小金井公園内）

10 時～ 22 時（開館時間は時期により早まる場合あり。入館は 21 時まで）

Tel. 042-388-3300

無休

9 時 30 分～ 16 時 30 分（4 ～ 9 月は～ 17 時 30 分。入園は閉園の 30

高校生以上 2200 円（税込）

分前まで）

www.aqua-park.jp

月曜休園（月曜日が祝日または振替休日の場合は、その翌日）
一般 400 円（税込）

11 六本木トンネル

www.tatemonoen.jp

東京都港区六本木 7 丁目付近
東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩約 3 分

6 豪徳寺

Tel. 03-5388-3067（東京都生活文化局文化振興部文化事業課）

東京都世田谷区豪徳寺 2-24-7
Tel. 03-3426-1437

12 ファーレ立川アート No.73

5 時 30 分～ 17 時（3 月 18 日～ 9 月 19 日は～ 18 時）

東京都立川市曙町 2-39-3 立川タカシマヤ パレスホテル口付近

無休

Tel. 042-506-0012（立川市地域文化課）

招き猫の購入は総受付まで。8 時～ 16 時 30 分（3 月 18 日～ 9 月 19 日

www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart

は～ 17 時）
13 木材会館
7 日枝神社

東京都江東区新木場 1-18-8

東京都千代田区永田町 2-10-5

Tel. 03-5534-3111

Tel. 03-3581-2471

www.mokuzai-tonya.jp/mokuzaikaikan（日本語のみ）

6 時～ 17 時（4 月～ 9 月は 5 時～ 18 時）
無休

14 TOTTI CANDY FACTORY 原宿店

www.hiejinja.net/（日本語のみ）

東京都渋谷区神宮前 1-16-5 RYU アパルトマン 2 階
Tel. 03-3403-7007

8 日原鍾乳洞
東京都西多摩郡奥多摩町日原 1052

10 時 30 分～ 20 時
（土曜・日曜・祝日、春、夏、冬休み期間は 9 時 30 分～、11 ～ 1 月の

Tel. 0428-83-8491

平日～ 19 時）

8 時 30 分～ 16 時 30 分（4 月 1 日～ 11 月 30 日は 8 時～ 17 時）

無休

無休（12 月 30 日～ 1 月 3 日除く）

www.totticandy.com（日本語のみ）

高校生以上 700 円（税込）
www.nippara.com/nippara/syounyuudou/syounyuudou.html（日本語
のみ）
9 東京ガーデンテラス紀尾井町
東京都千代田区紀尾井町 1-3
Tel. 03-3288-5500
www.tgt-kioicho.jp
10 マクセル アクアパーク品川
東京都港区高輪 4-10-30（品川プリンスホテル内）
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