品 川 の 夜 の 魅 力 が 満 載！
夜はやっぱり、

12

16時 ▶24時

9
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●データについて

定休日

住所

営業時間

料金

公式ホームページ

●掲載内容全般について

掲載店舗・施設については、事前に公式HP等で予約方法・空
き状況をご確認ください。

本誌に掲載されている情報は2019年10月～11月の取材時の
ものです。本誌発行後、やむを得ない事情により、掲載内容
が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
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3

タイプ別
モデルコース3
カップル編
15:30

品川の夜をとこ
ロマンチックなひとときを堪能

星の世界を散歩

17:30

ゴルフをエンジョイ JR山手線

で大崎駅
乗り換え
りんかい線
で7分

徒歩
約12分

DATA
P9

16:00

▼

五反田ゴルフ倶楽部

五反田文化センタープラネタリウム

360度投影可能なシステムを備えたプラネタ
リウムで天体観測。土・日曜・祝日のみ投影。

ファミリー編

DATA
P6

五反田駅

▼

大崎広小路駅

最新シミュレーターでゴルフが楽しめる。用
具のレンタルも無料なので初心者でも安心。

家 族 みんなでエンタメ三 昧

操縦体験に夢中

17:30

面白映画にワクワク

徒歩
約12分

徒歩
約10分

品川駅

T・ジョイPRINCE品川

DATA
P7

▼

北品川駅

Skyart JAPAN
フライトシミュレーターで飛行機の操縦体験。
キッズ&ジュニアフライト
（15分）
もあり。

女子会 編
16:30

MAP B-2

ホテル内にあるシネコン。IMAX®デジタルシア
ターによる圧倒的な臨場感はココならでは。
DATA

東京都港区高輪 4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー3F
8:00～21:30 、金・土曜8:00～24:00 ※上映時間により変動あり
無休
https://tjoy.jp/tjoy-prince-shinagawa

ココロとカラダを刺 激 する一夜

心身をリフレッシュ

18:00

ミュージカルを堪能 りんかい線
で大崎駅
乗り換え
JR山手線
で2分

徒歩
約2分

スポル品川大井町

スポーツと脱出アトラクションなどが楽しめ
る。汗を流して心と体をリフレッシュ。
©スポル品川大井町 Photo by GEKKO

4

大井町駅

キャッツ・シアター

DATA
P8

▼

DATA
P6

▼

大井町駅

劇団四季の名作
『キャッツ』を上演する劇場。
心躍るミュージカルでしばし、時を忘れて。
撮影:山之上雅信

モデルコース

とん満喫！

カップル、ファミリー、女子会で
それぞれに品川の夜を満喫できる
3つのモデルコースをご紹介。
多彩な魅力に彩られたナイトライフを。

19:00

天空で美食に舌鼓
徒歩
約10分

21:00

夜景を眺めて乾杯

天王洲アイル駅

鉄板焼
「天王洲」MAP B-3

▼

T.Y.HARBOR

DATA

東京都品川区東品川2-3-15 第一ホテル東京シーフォート28F
11:30～15:00(LO14:30)／17:00～22:00(LO21:00)
無休

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort/restaurants/tennoz/

20:00

DATA
P22

天王洲アイル駅

ベイエリアの夜景が楽しめる鉄板焼
レストラン。絶景と美食を堪能しよう。

釣りに大はしゃぎ

運河に面したブルワリーレストラン。水辺の
夜景を眺めながらクラフトビールを楽しんで。

21:30

夕食とお風呂を満喫

JR京浜東北線で
3分

DATA
P7

▼

おふろの王様 大井町店

品川フィッシングガーデン

初心者でも気軽に釣りを楽しめる都市型釣
り堀。獲物を釣り上げれば気分もアガる。

21:00

DATA
P20

大井町駅

▼

品川駅

人気のスーパー銭湯は食事処も完備。夕飯
を食べたらお風呂で家族水入らずの時間を。

とことん肉三昧

22:30

カウンターで一杯

徒歩
約4分

五反田駅

大阪焼肉・ホルモン
ふたご 五反田本店 MAP B-2

五反田駅

ハイボールバー
サニーサイド1923

MAP B-2

おいしい肉をとことん楽しめる焼肉の人気店。
「名物!!
黒毛和牛のはみ出るカルビ」は超おすすめ。

ハイボールは女子にも人気。専門のバーで
多様なハイボールの世界に酔いしれて。

DATA

DATA

東京都品川区西五反田1-25-1 KANOビル1F
17:00～翌 2:00
（LO翌1:00）、土･日曜・祝日17:00～24:00
（LO23:00）
無休
https://hutago-gotannda.owst.jp/

東京都品川区西五反田1-4-8 秀和五反田駅前レジデンス1F
16:00～24:00(ドリンクLO23:30)、月・土曜16:00～23:30
(ドリンクLO23:00)
5
日曜
https://g041710.gorp.jp/

しながわ ナイト
アクティブ
編

どれも手軽に楽しめる、
夜でも体を動かせる
施設がたくさん！
1

スポル品川大井町

2

MAP C-2

3

オリンピック正式種目を含む8種類のス
ポーツと脱出アトラクション、BBQなど
が楽しめる施設。人工サーフィンやアー
チェリーなど他ではなかなかできない設
備が充実。
DATA

東京都品川区広町 2-1-19
7:00～23:00 、日曜7:00～21:00 ※施設により異なる
不定休
施設により異なる
https://www.sporu.jp/

五反田ゴルフ倶楽部

1 人工サーフィンは未経験者でも安全に練習できる初心者コースもあり
ングはレベルに合わせて楽しめる 3 気軽に楽しめるアーチェリー

2 ボルダリ

©スポル品川大井町 Photo by GEKKO

MAP B-2

最新のゴルフシミュレーターを完備し、仲間と飲食をと
もにしながらゴルフプレイを楽しむことができる。グロー
ブ、クラブのレンタルは無料なので、手ぶらでOK！

DATA

東京都品川区西五反田1-11-8 大成ビル8F
12:00～last
無休
プレイ料金3,300円～
（飲食代別途）
http://gotanda-golfclub.com/

1

2

3

1 シミュレーターは計４台。レベルに合
わせて楽しめる 2 フード、ドリンクも
充実 3 最大 40 名以上収容の広々とし
たスペース

6

ナ イ キ

ナイトエンタメ

ト エンタメ

場内にはランプ、階段、レールなどのセク
ションを備え、本 格 的なスケートが 可能 。
音楽、アートも楽しめるイベントも随時開催

エスビー ド ー ジ ョ ー

Nike SB dojo

MAP B-3

「全てのスケーターのためのスケートパー
ク」を合い言葉に開設された、本格的なス
ケートボード専用パーク。様々なイベントも
ありスケートボーダー同士の交流もできる。
DATA

東京都品川区東品川2-1-3 E倉庫
15:00～22:00 、土・日曜・祝日12:00～22:00
無休
無料
https://nike.jp/dojo/

品川フィッシングガーデン

MAP A-2

1

品川駅から徒歩３分の距離で釣り体験が楽しめる
都市型釣り堀。釣り竿とエサはセット料金で、初心
者や家族連れでも気軽に釣りに親しむことができる。
BBQ場も併設。
DATA

東京都港区高輪 3-13-3
11:00 ～21:00 、土・日曜・祝日9:00 ～21:00
（冬は19:00 最終受付、20:00閉店）
※親子連れは日没以後の利用不可
無休
大人1時間790円
2
（道具レンタル料別途）
http://fishinggarden.com/

1 ライトアップされた中でのんびりと
ス カ イ ア ー ト

ジ

ャ

パ

ン

Skyart JAPAN

MAP B-2

世界に20台しかないフライトシミュレーターで、飛
行機の操縦が体験できる。本物のパイロットにサ
ポートしてもらいながら、世界45,000以上の空港
へと飛び立とう。
1

2 釣り竿とエサのセットは400円

DATA

東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 A-104
10:00～ 18:00
無休
11,000円
（シミュレーター体験コース30 分）
～
※15 分キッズ＆ジュニアフライト
（18 歳未満限定）
6,000円
https://skyart-japan.tokyo/

2

1 本 物 の パイロットが 丁 寧 にサ
ポートするので安心 2 A320キャ
ビンモックアップやショールームも
楽しい

7

しながわ ナイトエンタメ

アート＆
カルチャ
カルチャー
編

リラックスして楽しみながら、
日本の伝統文化や
多彩なアートに触れよう。

1

キャッツ・シアター

MAP C-2

劇団四季の名作ミュージカル『キャッ
ツ』が楽しめる専用劇場。足を踏み入
れた途端にキャッツの世界に迷い込ん
だかのよう。残念ながら2021年夏に閉
館することが決定している。

撮影:山之上雅信

1 世界が感動した
『キャッツ』の世界を堪能
2 屋根に描かれた猫の目が目印

DATA

東京都品川区広町 2-1-18
公演時間に準じる
（昼公演あり）
公演日に準じる
S席12,100円
（税込）
ほか

https://www.shiki.jp/

2

撮影:下坂敦俊

キ

ワ

天王洲アイルKIWA

1

MAP B-3

2018年に二子玉川から移転して天王洲アイルに
オープンした、大人のライブハウス。オシャレな立
地にふさわしい、様々なジャンルの上質な音楽が楽
しめる空間となっている。
DATA

東京都品川区東品川2-1-3
イベントにより異なる
不定休
イベントにより異なる

http://www.oasis-kiwa.com/

1
2

©Disney

1 ダイナミックな
『ライオンキン
グ』の舞台 2 大井町 駅西口よ
り徒 歩５分。鮮やかな色合いの
建物が目印

積水ハウスミュージカル
シアター 四季劇場［夏］MAP C-2

キャッツ・シアターとお隣の、劇団四季の専用劇場。
2021年1月3日まではディズニーミュージカル『ライ
オンキング』を、2月からは『ノートルダムの鐘』を上
演。キャッツ・シアター同様、2021年夏に閉館の予定。
DATA

東京都品川区広町 2-1-18
公演時間に準じる
（昼公演あり）
公演日に準じる
S席11,000円
（税込）
ほか

https://www.shiki.jp/

8

2

1 公演のジャンルは多岐にわ
たる。スケジュールはサイトで
確認を 2 二子玉川時代から
ファンも多いライブハウスだ

ナイトエンタメ

キネカ大森

MAP D-2

日本初のシネコンとしてオープ
ン、３つのスクリーンを備える
複合型映画館。最新の話題作
はもちろん、企画ものの名画座
上映も行っており、意外な作品
に触れられるのも楽しい。
DATA

東京都品川区南大井 6-27-25
西友大森店5F
10:00～終映まで
無休
一般1,800円

https://ttcg.jp/cineka_omori/

最大のキネカ１は134 席。話題作をゆったりとどうぞ

喜多能楽堂

MAP A-1

江戸時代から続く能の名門・喜多流の能楽
堂として、昭和30年に再建された。堂々と
そびえ立つ「鏡板の松」をバックに展開さ
れる、日本の伝統文化・能を堪能しよう。
DATA

東京都品川区上大崎4-6-9
公演により異なる
不定休
公演により異なる

http://kita-noh.com/
客席定員は385 名。能楽の迫力を間近で味わえる

1

2

1 全天デジタルシステムによる映 像には
言葉を失う 2 夜間投影などのイベント
も多数

五反田文化センター
プラネタリウム MAP B-1

360度投影が可能な「全天デジタルシステム」を備
えた大迫力のプラネタリウムは、まさに宇宙のど真
ん中にいる気分にさせてくれる。各種イベントも多
数開催されている。

DATA

東京都品川区西五反田6-5-1
文化センター開館時間 8:30～21:30 、日曜・祝日8:30～17:00
※投影は土・日曜・祝日のみ
第４月曜
大人 200円

https://shinagawa-gotanda-planetarium.com/

9

しながわ ナイトエンタメ

アミュ ズ
アミューズ
メント
編

夜になるといっそう魅力が増す
エンタメスポットへ。

1

©TOKYO MEGA ILLUMI

2

1 長さ約 100m の
「江戸桜トンネル」

2 「虹色に輝く光の大噴 水」。水と

光、サウンドのエンターテイメントが
楽しめる 3 浮世絵が並ぶ「明治サ
プライズ 迷 路」 4 「 TOK YO TIME
TUNNEL」は闇と光がテーマ

©TOKYO MEGA ILLUMI

3

4

©TOKYO MEGA ILLUMI

©TOKYO MEGA ILLUMI

東京メガイルミ
（TOKYO MEGA ILLUMINATION）MAP D-3

「馬」
「人」
「文化」の融合により発展してきた壮
大な大井競馬場を舞台とする、東京の夜のエ
ンターテイメント。光と水が織りなす大噴水
ショー「虹色に輝く光の大噴水」や、東京でオー
ロラ鑑賞ができる「オーロラの森」が見もの。

10

DATA

東京都品川区勝島2-1-2
16:30
（1/24 以降17:30）
～21:30
（最終入場20:30）
※詳細は公式 HPを参照
不定休
（営業は2020 年 3月29日まで） ※詳細は公式 HPを参照
当日券 大人
（18 歳以上）
1,000円、小人
（小･中･高校生）
500円
https://tokyomegaillumi.jp/

ナイトエンタメ

1

2

3

大井競馬場

MAP D-3

「東京シティ競馬」の愛称で親しまれ、平日の夜
に行われる「トゥインクルレース」で知られる競
馬場。ライトアップされた競馬場で走る馬の姿は
必見。競馬場内で楽しめるグルメも人気。

BIG FUN 平和島

DATA

東京都品川区勝島2-1-2
開催日により異なる
開催内容により異なる
入場100円

1 照明に照らされた場内を馬が
駆け抜けるトゥインクルレースは
大迫力！ 2 記念撮影にぴった
りなイルミネーション 3 競 馬
観 戦型レストラン「ダイアモンド
ターン」ではブッフェ料理が楽し
める

https://www.tokyocitykeiba.com/

1

MAP D-2

アミューズメント施設や多彩な飲食店が
集まる楽しさ満載のレジャーランド。天然
温泉の日帰り入浴施設や室内アスレチック
のほか、映画館、ボウリング場、カラオケ、
ディスカウントストアなどもある。
DATA

東京都大田区平和島1-1-1
施設により異なる
無休
施設により異なる
https：//www.big-fun.jp/

2

1 朝5 時まで営業している
「平和島スターボウル」
（水・木曜は24 時まで） 2 「天然温泉
平和島」は24 時間営業
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感動の水辺絶景
〜屋形船&ナイトクルーズ

東京のきらめく夜景を、
船上から優雅に眺める。
品川の屋形船・クルーズ船をご紹介。

1

船清 Funasei

MAP B-3

門構えから日本情緒ある造りで、旅の気分
が盛り上がる。船は畳敷きだが、どの船でも
イスのように足が下ろせるので、外国人でも
安心。和食と東京観光を楽しんで。
DATA

東京都品川区北品川1-16-8 船清ビル
受付10:00～19:00
年末年始、不定休
10,000円
（税別）
～ ※完全予約制、要事前支払

2

1 乗合い屋形船は2人から申込み可。事前に予約と支払いが必要
2 全船が足を下ろし
て座れる座席になっている 3 天ぷらは船内で揚げて熱々を提供。料理人が作る逸品も自慢

https://www.funasei.com/

3
1
1 席は座敷の 他にテーブル
タイプもある 2 人気は鮮
度抜群の刺身 3 東京スカ
イツリーを眺めて「粋」の 演
出とおいしい料理を味わおう

2

三河屋 Mikawaya

MAP B-3

19世紀以来、170年の歴史を持つ老舗のこ
だわりは江戸から伝わる
「粋」の演出。半被
と鉢巻姿のスタッフが江戸言葉でもてなす
演出が外国人客を中心に人気を博している。
DATA

東京都品川区東品川1-1-14
受付 9:00～19:00
不定休
夜のコース11,000円～

https://www.funayado-mikawaya.com/

12

3

屋形船

1
1 鍋のプランは飲み放題付き

2

2 レインボーブリッジくぐりは

屋 形 船 のだいご 味 のひとつ
3 展 望デッキに上がれば 360
度の夜景が広がる

中金

Nakakin

MAP B-3

中金の船はすべて展望デッキ付き。上質の日本酒に
ほてった体は、東京湾の潮風と極上の夜景でクール
ダウンしよう。お座敷遊びを盛り上げる芸者さんの
手配にも対応してくれる。
DATA

東京都品川区東品川1-1-17
受付10:00～19:00
不定休
11,000円～

3

http://www.nakakin.com/

大江戸 Oedo

MAP B-3

提灯の明かりがきらめく伝統的な
屋 形 船だが、内装はモダンで 清
潔。ウォシュレット付きのトイレもあ
り、女性でも安心。２名からの乗合
船は女子会やデートにもぴったりだ。

2

DATA

1

東京都品川区北品川1-16-1
受付10:00～19:00
不定休
ディナー11,000円～

3

1 船内は落ち着く和モダンの内装
2 全席スカイデッキ付き。横揺れ防止装置付きで船酔いしづ
らい 3 アルコールの持ち込みもOK 。お祝いの１本を船上デッキで、なんてことも

平井 Hirai

MAP B-3

https://o-edo.net/

1

2

スカイブルーの船体が目を引く平井
の屋形船。青く輝く船上から眺める
東京の夜景は最高のひとこと。また
船内は大型モニターを完備している
ので、パーティーなどにも最適だ。

3

DATA

東京都品川区北品川1-21-1
受付 9:00～19:00
不定休
11,000円～

https://www.hiraimaru.com/

1 高齢者でも座りやすい椅子タイプの席

2 東京スカイツリーを幻想的に輝く屋形船から見上げる

3 定番は新鮮な舟盛り。松茸など季節の食材を使った御膳も人気だ。

まだある！ 品川の船宿

乗合だけでなく貸切専用の所もあるので事前に確認しよう。
品川幸吉丸

東京都品川区東品川1-1-13

いわた

東京都品川区東大井1-25-3
http://www.iwatamaru.com/

大山丸

東京都品川区東大井2-26
http://www.ohyamamaru.com/

http://www.koukichimaru.com/
むつみ丸

東京都品川区東品川1-1-11
http://6230.jp
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1
2

1 最新鋭のクルーザーは乗り心地抜群
2 ブッ
フェスタイルの華やかな食事に舌鼓 3 レイン
ボーブリッジの真下から望む夜景は見事

ジールクルージング
Zeal Cruise

MAP A-3

貸切クルージングや船上パーティーが
人気のこちらは１人からでも乗船可能。
北はスカイツリーから南は東京ゲートブ
リッジまで、豪華なクルーザーで東京
の夜を満喫しよう。
DATA

東京都港区海岸3-21-35 芝浦岸壁ビル2F
（本社）
※乗降場所はホームページでご確認ください
受付10:00～19:00
不定休
3,000円～

http://www.zeal.ne.jp/

3

1

1 豪華クルーザーから眺める夜景はまるで映画
「ナイトクルー
のワンシーン 2 21時 30 分出航の
ズ」は東 京 湾で一 番 遅い出 航 時 間 3 「ディ
ナークルーズ」の繊細な創作フレンチ 4 ラグ
ジュアリーな空間で非日常を堪能

2

3

ザ・クルーズクラブ東京 The Cruise Club Tokyo

曲線美が美しいクルーザーは、その名
も
「レディクリスタル」。パノラマに広が
る夜景を眺めながら極上のフレンチを
楽しむ贅沢な時間を、ぜひ大切な人と
味わって。
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DATA

東京都品川区東品川2-3-16
シーフォートスクエア1F
受付10:00～19:00
不定休
4,350円～

https://cctokyo.co.jp/

MAP B-3

4

ナイトクルーズ
1

東京ウォータータクシー

Tokyo Water Taxi

MAP B-3

アトラクション気分の新観光スタイルが人気の水上タク
シー。都心のパノラマ夜景はもちろん、運河や川でラ
イトアップされた橋をくぐり抜けるのも楽しい。乗合いの
他、シーンに合わせたプライベートチャーターも人気。
DATA

東京都港区芝浦2-1-11
（東京営業所）
※乗降場所はホームページでご確認ください
受付 9:00～19:00
月曜
（祝日の場合は火曜休）
ライドシェア1区間1人500円～/チャーター1隻20,000円～

https://water-taxi.tokyo/

2

3

1 持ち込み＆飲食自由。トイレ・エアコン付き。クレカ・交通系 IC 決済も
2 Unknownな東京。都会の裏水路巡りを楽しめるのも小型船
船内で
3 写真を撮りたいポイントがあったら気軽にクルーに頼んで
ならでは

る
品川の水辺を彩

ライトアップに注目！
品川周辺の水辺では季節ごとに美しくライト
アップされた風景を見ることができる。天王
洲では冬季に
「天王洲 水辺のライトアップ」
を実施。品川区は
「ヒカリの水辺プロジェクト」
と銘打ち、橋梁をライトアップ。目黒川沿いも
1
冬には美しいイルミネーションに彩られる。

2
1

3
2 天王洲 水辺のライトアップ
（ MAP : B-3）

4 目黒川みんなのイルミネーション
（MAP:B-2）

4

3 橋梁のライトアップ
（ MAP:B-2～3） ※ライトアップ演出は季節等により変わります

http://www.minna-no-illumi.com/
ライトアップ特集➡ https://shinagawa-kanko.or.jp

しながわ観光協会
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ディープエリアで
呑む！
品川には独特のムードを放つ
飲み屋街が点在。
一度ハマッたらリピート必至の
ディープエリアをご紹介。

〜品川で行きたい飲み屋街

！
せんべろの聖地

東小路飲食店街

大井町駅の東口からすぐの狭い通りに飲食店が軒を連ね、
レトロな雰囲気が漂う。

1 「ハムカツ」310円はボリュームたっ
ぷり 2 「マグロ刺し」
はなんと200円。
注文後出てくるのも早い 3 まだ明
るいうちから気軽に飲める

ば ん ぱ い

や

立呑み晩杯屋
大井町店 MAP C-2
2

今や各地に店舗を構える立ち飲みの有
名店で、料理の安さが魅力。一人1,000
円も出せば満足できる。料理は極力
既製品を使わず店舗で調理し、クオリ
ティーを保っているのが人気の秘密だ。
DATA

1

ワイルドミーちゃん

3

MAP C-2

東京都品川区東大井5-3-5
15:00～23:30 、土・日曜・祝日13:00～23:30
無休

肉のまえかわ

MAP C-2

2019年の3月にオープンした、飲み放題がメインの
店。飲み放題は60分1,200円（税別）
からで、1杯か
ら飲めるアラカルトコースもある。料理は、上階の
金井寿司のものを出すこともあるとか。

肉屋が経営する立ち飲み屋で、開店直後からお客さ
んが次々にやって来る。ショーケースに並ぶ肉料理
から好きなものを選び、ビールは冷蔵庫から自分で
取り出すスタイル。

DATA

DATA

東京都品川区東大井5-3-5 B1F

17:00～23:30

日曜・祝日

東京都品川区東大井5-2-9

16:00～21:30
（LO21:15）

1

やメンチカツ
（140円）
などもある
のテーブルで飲む人の姿も

1

2

3 店内がいっぱいになると、表

2

3

2
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日曜

1 「和牛ランプ牛タタキ」
670円、
「ササミ」
260円。チャーシュー
（310円）

1 「天然本まぐろのわさび
かけしょうゆ」
1,000円
（税別）、
「チリコンカンのトルティー
（税別）
ヤディップ」420円
2 明るい雰囲気の店内

飲み屋街

杯！
創作料理で一

五反田ヒルズ

五反田ヒルズの別名を持つリバーライトビル。
川沿いの建物の中には隠れた名店が並ぶ。

立呑み とだか

MAP B-2

1

2

居酒屋というよりバルのような洒落た雰
囲気。お品書きはなく、壁の黒板に書か
れたメニューを見て料理をオーダーする。
どの料理もひねりのきいた独創的な一品
で、いろいろ試したくなる。
DATA

東京都品川区西五反田1-9-3 リバーライトビルB1F
18:00～ＬＯ24:00
日曜

3

1 「甘納豆チーズタワー」700円 2 「ウニ on ザ・ニタマ
ゴ」700 円は濃厚な味 3 屋号に「立ち呑み」とあるが、
椅子が用意されている

きになる嫁
デラックス MAP B-2

1

3

いわゆる“嫁”が作る家庭料理を出す店。
「ひがわりおばんざい」を10種類以上用意
しており、店主の気分や材料でメニュー
は変わる。大皿に盛られて並ぶ料理から
選ぶのも楽しみ。
DATA

東京都品川区西五反田1-9-3 リバーライトビルB1F
18:00～翌 2:00
（延長の場合あり）
日曜
（不定休あり、日曜・祝日は応相談）
http://yome.tokyo/

2

1 「本日の汁 時価」150円～
（税別） 2 大皿料理が目
の前に並ぶカウンター席 3 「ひがわりおばんざい盛り
（税別）
合わせ」500～1,000円
ラ ギ ュ

Bar Lagu

1 「お酒に合うポテトサラダ」600円
（税別） 2 カウンターのほかテーブル
席も 3 ワインと合わせたい
「牛肉の赤ワイン煮込み」1,600円
（税別）

MAP B-2

2017年にオープン。ワインセラーを完備し、30種
類以上のクラフトジンのほか、クラフトビールも揃
えているバーだが、食事メニューも本格的。深夜3
時まで営業している。

3

DATA

東京都品川区西五反田1-9-3 リバーライトビル1F
18:00～翌 3:00
日曜

1

2
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酒と肉の天国！

品川駅港南口

近代的なビルが建ち並ぶ品川駅東口から1〜2分歩き、
迷ってしまいそうな路地を探検しよう。
1 「激辛牛すじ煮込」
680円
（税別） 2 いつもお客でいっぱいの人気店

3 メスの仔牛のホルモンを使った
「特製ホルモン焼」680円
（税別）

たちのみ処 かすが

MAP A-3

新鮮な肉を使った煮込みやホルモンの炒めものなど、
酒が進む料理を取り揃えている。マッコリや、マッ
コリと生ビールを合わせた「純生マッコビー」ととも
に味わいたい。

1

DATA

東京都港区港南2-2-5
11:30～13:30／17:00～24:00
土・日曜・祝日

1

2

3

3

2

居酒屋 路地裏 品川本店 MAP A-3

この界隈では老舗のひとつで、いつ訪れても満席だ
が、2階席もあるのでお客の回転は早い。近所の食
肉市場から仕入れた上質な肉を韓国産唐辛子で煮
込んだ「激辛牛すじ煮込」が人気。
DATA

東京都港区港南2-2-4
11:00～14:00／17:00～24:00
無休
https：//rojiura-sinagawa.gorp.jp/

1 「豚バラにんにく炒め」500円
（税別） 2 ランチタイムは椅子が出る
が、夜は立ち飲み 3 「牛すじ煮込み」500円
（税別）、
「純生マッコビー」
580円
（税別）

居酒屋 みかさ MAP A-3

モツが看板メニューで、よくあるモツ
焼きではなく、部位によって味付けを
変えたモツ炒めを提供している。長年
継ぎ足した醤油ダレで食べる「牛のギ
アラ炒め」などが人気。
DATA

東京都港区港南2-2-4
18:00～ＬＯ22:30
日曜・祝日

2
1
3
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1 甘辛ダレで食べる
「牛のギアラ炒め」
800円
（税別） 2 ゆでただけのシンプ
ルメニュー「ホルモンポン酢」500 円
（税別） 3 1階はカウンター、2 階に
は座敷がある

飲み屋街

り
古民家でゆった

旧東海道品川宿

東海道の最初の宿場町があった品川。
旧東海道沿いには往時の面影が残っている。

れ ん

居残り 連

1

MAP B-3

2

古い鰻屋をリノベーションした建物は、ノ
スタルジックかつモダンな雰囲気。料理は
選び抜いた素材を使った創作イタリアンで、
国産やイスラエル産、カリフォルニア産な
どのワインを揃える。
DATA

東京都品川区北品川1-22-4
11:30～14:00
（ＬＯ13:30）
／17:00～23:00
（ＬＯ22:00）、
土曜17:00～22:00
（ＬＯ21:00）
日曜
http://www.ren-shinagawa.com/

3

1 「お肉の前菜盛り合わせ」2,500 円
（税別）、
「つぶ貝のエスカルゴ風」900
円（税 別） 2 3 落 語に登 場する鰻
屋の建物をリノベーション

1 太麺
「黒石のつゆ焼きそば」750円は具だくさん 2 北品川駅からす
ぐの場所にある古い建物 3 懐かしい雰囲気の店内。席数は20 余り

北品川 がむしゃら

MAP B-3

北品川の風情ある商店街で10年ほど前から営業し
ている、人気の古民家居酒屋。3種類のソースで食
べる名物の串揚げや創作料理など、豊富なメニュー
を用意している。

1

DATA

東京都品川区北品川2-9-27
11:30～13:30／17:00～23:00
（ＬＯ22:30）、
（ＬＯ22:30）
土・日曜・祝日17:00～23:00
不定休

1 オープンキッチンカウンター。2
階はテーブル25席で宴会も可能
2 コスパ 抜群の
「天然生マグロ」
780円

2

じゅう さ ん

3

や

十 三屋

MAP B-3

4

1

2

昭和の時代を思わせるレトロな外観の居酒屋。つゆ
に浸して食べる青森のご当地焼きそば「つゆ焼きそ
ば」が人気だ。味が濃い目のつゆは、お酒を飲んだ
あとの〆にぴったり。
DATA

東京都品川区北品川1-25-9
11:30～13:00／17:00～23:00
日曜・祝日

3

3 素 材にこだわった当店自慢の
130円～ 4 めちゃうま！
「串揚げ」
「 芝 浦 直 送 ホ ル モン の モツ 鍋 」
1,080円～
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通いたくなる
癒しスポット
昔ながらの銭湯からモダンな
スパまで、
“いいお風呂”
で
身も心も解きほぐそう。

銭湯&
個性派スパ

黒湯！

2

1

天神湯

MAP B-3

高級感のあるモダンな空間が極上の癒し
を与えてくれる天然温泉付き銭湯。館内
はバリアフリー設計で、ベビーベッドや
ドレッサー、マッサージチェアなどの設
備も充実。
1

3

DATA

東京都品川区北品川2-23-9
15:00～24:30
（最終受付 24:00）
金曜
大人470円ほか
http://www.tenjinyu.com/

1 タイルが美しいシンプルな大浴場
2 ミネ
ラル分豊富な黒湯は保湿＆保温効果に優れ
ている 3 内湯にはバイブラバスやジェッ
トバスも

3

2

1 新設した高濃度炭酸泉不感湯
2 ヒーリングラウンジには半個室のボックスルー
3 都内初！ 臨場感溢れるプロジェクションマッピングロウリュウ
ムも

おふろの王様 大井町店

MAP C-2

2019年11月にリニューアルしたばかりの地域密着型
スーパー銭湯。駅前という好立地にありながら、開放感
あふれる広々とした露天風呂をはじめ多種多様なお風呂
が楽しめる。
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DATA

東京都品川区大井1-50-5(阪急大井町ガーデン内)
9:30～翌8:30
（最終受付翌7:30）
無休
大人1,380円ほか

https://www.ousama2603.com/shop/ooimachi/

ほぐし家
五反田西口店

MAP B-2

銭湯 スパ

深夜マッサージでリラックス

遊び疲れをプロの手でほぐしてリフレッシュ！

HOGUSHI SALON
ユルリ 大井町店 MAP C-2

健康サロン
CRAFT

&

MAP B-1

開放的な空間は「安心して受けら
れる」と女性にも人気。希望に合
わせて施術してくれる。

2019年3月開業。白を基調とし
た清潔感のある店内でオーダー
メイドの施術が受けられる。

20年以上の実績を持つ確かな技
術力が自慢。痛みを根本から取
り除きたい時におすすめ。

DATA

DATA

DATA

東京都品川区西五反田8-1-16 2F
10:00～翌4:00
無休
30 分2,800円～

東京都品川区南品川6-15-26
11:00～24:00(予約最終受付 23:30)
無休
もみほぐしコース30 分1,600円～
（税別）ほか

https://www.toho-massage.com/
salon/gotanda-west/

戸越銀座温泉

https://www.yururiooimachi.com

東京都品川区荏原4-4-1 プレジールトキワ2F
12:00～深夜 3:00 (最終受付翌 2:00)、
水曜12:00～23:00 (最終受付 22:00)
不定休
整体・カイロプラティック30 分3,000円ほか
http://craftsalon1101.com

浴室は
「月の湯」
「陽の湯」で男女日替わり

MAP B-1

2007年（平成19）
にリニューアルし、伝統とモダンが
融合した造りが自慢の銭湯。お肌がすべすべになると
人気の黒湯（炭酸水素塩冷鉱泉）
をはじめ、様々なお風
呂が楽しめる。
DATA

東京都品川区戸越 2-1-6
15:00～翌1:00 、日曜・祝日8:00～12:00／15:00～翌1:00
金曜
大人470円ほか
http://togoshiginzaonsen.com

中延温泉 松の湯

浴場の壁に描かれた大きな富士山は圧巻

MAP C-1

千鳥破風の瓦屋根に黄色の縁取りが印象的な、昭和の
風情漂う銭湯。宮造りの建物は天井が高く、開放感たっ
ぷり。湯・水はすべて肌触りがいい天然温泉なのも嬉し
いポイント。
DATA

東京都品川区戸越 6-23-15
火～土曜・祝日15:00～翌1:00 、日曜10:00～24:00
月曜
（休日の場合は営業し翌日休）
大人470円ほか

http://www.shinagawa1010.jp/list/matsunoyu_b.html

武蔵小山温泉
清水湯 MAP B-1

3

銭湯の料金で2種類の天然温泉を楽しめ
る。深さ1,500mから湧出する黄金の湯
はヨード成分を多く含み、療養泉にも認
定されている。きめ細かい上質な黒湯は
美肌の湯としても評判だ。
DATA

東京都品川区小山3-9-1
12:00～24:00 、日曜8:00～24:00
月曜
大人470円ほか
http://www.shimizuyu.com

1

2

1 天然鉱石の天寿石を使用した女性専用の岩盤浴
2 高濃度ナノバブルを充填した
黒湯の内風呂 3 2 種類の天然温泉が楽しめる贅沢な露天風呂
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外国人が惹かれる
ナイ
トスポッ
ト

グルメ＆
レクション
ショッピングセ

品川の夜は外国人旅行者にも魅力的。品川区の夜の観光に関するアンケートを行い、
「行きたい！」支持率が上位の4スポットをご紹介。

レストラン

T.Y.HARBOR

行きたい
支持率

MAP B-3

69.6％

運河に面して建つ、倉庫を改築した約350席の大型ブ
ルワリーレストラン。併設しているビール醸造所で造
られるクラフトビールとともに、モダンアメリカン料
理を味わおう。
DATA

東京都品川区東品川2-1-3
11：30～ＬＯ14：00／17：30～ＬＯ22：00 、
土・日曜・祝日11：30～ＬＯ22：00 、River Lounge 11：30～ＬＯ23：30
無休
https://www.tysons.jp/tyharbor/

2

3

1 建物の前の運河には、水上ラウンジ"River

Lounge"が浮かぶ 2 天井が高く
開放的な店内。テラス席もある 3 クラフトビールのほか、クラフトビールのカク
テルも 4 「T.Y.オリジナルミートコンボプレート」6,800円

3
1

2 広々とした店内は家族でも利用しやすい

3 「赤丸

（税別）。香味 油と辛みそをスープに溶かし、
新味 」820 円
味の変化を楽しもう

1

ラーメン

2

一風堂
五反田東口店

行きたい
支持率

MAP B-2

69.5％

ラーメンの本場・博多で1985年に創業したラーメ
ン店。その味は外国人にも好評で、海外進出も
果たしている。1996年に発売した「白丸元味」と
「赤丸新味」は今も変わらぬ人気だ。
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DATA

東京都品川区東五反田1-14-14 北原ビル2F
11：00～翌 2：00 、金曜11：00～翌 3：00 、日曜・祝日11：00～翌1：00
無休
https://www.ippudo.com/

〔 国籍〕

ショッピング

67.4％

MAP C-3

DATA

北米
36％

アジア
19％

行きたい
支持率

食品、ファッション、コスメ、文具、電化製品、日用品などが揃う
ショッピングセンター。地上８階・地下２階建てで、４階以上は駐
車場となっている。海外からの旅行客の利用も多い。

オセアニア 6％

東南アジア
15％

イオンスタイル
品川シーサイド

外国人が惹かれるスポット

2019年夏、品川区内のホテルにて外
国人旅行者に区内のナイトライフや夜
の観光についてのアンケートを実施。
行きたいスポットは居酒屋･レストラン、
次いでショッピング。特に日本的な特徴
のあるスポットに興味がある傾向です。

東京都品川区東品川4-12-5
9：00～23：00 、食品売場 8：00～24：00
（売場により異なる）、
（ 多言語映像通訳サービスあり）
免税受付時間10：00～20：00
無休
https://www.aeon.com/

ヨーロッパ 24％

〔 行きたいナイトスポット〕
テーマパーク
レストラン 7％

その他 20％

居酒屋・
レストラン
34％

オーセン
ティックバー・
ショットバー
8％
ショッピング
美術館・
20％
博物館 11％

1

1

2

3

1 コスメのブランドが集まったコーナー
2 外国人の指名買いもあるという目薬
菓子やカップ麺などは、おみやげにも人気

3 お

1

4

行きたい

居酒屋

釣船茶屋ざうお 支持率
60.9％
目黒店
MAP A-1

場所は目黒駅の目の前で、2つある生
け簀で釣った魚を味わえる店として話
題。新鮮な魚介料理のほか、各種の
日本料理も揃う。キッチンはガラス張
りで、魚をおろす様子が見られる。

2

DATA

東京都品川区上大崎2-27-1
サンフェリスタ目黒 5F
17：00～23：00
（ＬＯ22：00）、
土・日曜・祝日11：30～23：00
（ＬＯ22：00）
不定休

http://www.zauo.com/

3
1 釣った魚は刺身や塩焼きなど好みの方法で

調理! 2 月曜～木曜・1組1台限定、ざうお目
黒店名物の宝船 3 寿司や伊勢海老の活き造
りのほか、定食や博多料理などメニューは豊富
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夜も時間を気にせず
お買い物
品川ナイト
ショッピング

深夜でも利用でき、品揃えも充実のショッピングスポットはこちら！

〜

TSUTAYA 西五反田店

MAP B-2

五反田駅の西口から徒歩5分ほどの通
りの右手にCDやDVDのレンタル・販売
館、左手にはBOOK館がある。ゲーム
やコミックの品揃えも豊富で、エンタ
メ関連ならおまかせ。
DATA

東京都品川区西五反田2-27-4 明治安田生命五反田ビル1F
レンタル・販売館10：00～翌 2：00 、BOOK 館 9：00～24：00
（日曜・祝日は10：00～24：00)

無休

https://tsutaya.tsite.jp/

〜

BOOKOFF PLUS 西五反田店

MAP B-2

本やCD、DVD、デジタル家電、ブラ
ンド品などの買取と販売を行っている
大型店舗。1階ではゲームや本など、2
階では男性用ファッションやDVD、コ
ミックなどを扱っている。
DATA

東京都品川区西五反田2-29-5

24

10:00～23:00 、メンズ服売場10:00～22:00

無休

https://www.bookoff.co.jp/

ナイトショッピング

〜

ツルハドラッグ

DATA
https://www.tsuruha.co.jp/
[大井1丁目店] MAP C-2
東京都品川区大井1-16-2
ブリリア大井町ラヴィアンタワー
9：00～23：00
無休

品川区内にある複数の店舗で23時まで
営業しているドラッグストアのチェー
ン店。薬関係はもちろん、コスメや日
用品、ソフトドリンク、アルコール類
の販売コーナーもある。

[ 旗の台南口店] MAP C-1
東京都品川区旗の台5-5-6
9：30～23：00
無休

時間

肉のハナマサ 大井町店

MAP C-2

大容量でお得な商品が並び、飲食業界
のプロも利用する食品スーパー。精肉
コーナーが充実しており、ドレッシン
グや菓子、酒などのオリジナル商品も
販売している。
DATA

東京都品川区東大井5-2-3 B1F

24 時間営業

無休

http://www.hanamasa.co.jp/

時間
西友大森店

MAP D-2

大森駅から出ると、正面に見えてくるショッピングビル。食料
品や日用品、ファッション、薬などを扱う。3・4階には家電な
どの専門店、5階にはレストランや映画館も。
DATA

東京都品川区南大井 6-27-25

24 時間営業
（一部を除く）

無休

https://www.seiyu.co.jp/
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Night Event in Sh
一年中楽しめる品川のナイトイベント

春

3月下旬～4月上旬

目黒川の桜

品川区を流れる目黒川では毎年、桜の季節にリバー
サイドをライトアップ。約3.8kmにわたって続くソメイ
ヨシノを中心とする桜並木が咲く様子は圧巻。満
開の桜とイルミネーションをゆったり味わおう。

MAP B-2

DATA

秋

東京都目黒区大橋～品川区西五反田
https://shinagawa-kanko.or.jp/

11月下旬～12月上旬

戸越公園 紅葉ライトアップ

MAP C-2

DATA

東京都品川区豊町 2-1-30
（ 戸越公園）
https://shinagawa-kanko.or.jp/
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熊本藩藩主細川家の跡地を利用した、品川区を代
表する公園。紅葉の季節には日本庭園のモミジが
ライトアップされる。同時期にはヒマラヤザクラも見
頃になるので、紅葉とサクラが同時に楽しめる。

ナイトイベント

hinagawa

品川では年間を通じてナイトイベントが充実！ 品川のナイトイベントは
ココでチェック！
きらめきの中、四季の風情が楽しめます。
しながわ観光協会

https://shinagawa-kanko.or.jp/

夏

6月～9月

グランカフェビアガーデン

MAP B-3

DATA

天王洲アイル駅を出てすぐ
「第一ホテル東京シー
フォート」内のレストラン
「グランカフェ」では毎年ビ
アガーデンを開催。天王洲運河を横目に、ラグジュ
アリーな空間で味わうビールは最高だ。

冬

東京都品川区東品川2-3-15
（第一ホテル東京シーフォート）
https://www.hankyu-hotel.com

2月上旬～3月中旬

西恋山イルミネーション
DATA

東京都品川区小山6-2-1
（西小山駅前広場）
https://www.facebook.com/nishikoiyama/

MAP B-1

かつては花街として栄えた西小山で、バレンタイン
デーとホワイトデーの期間に開催されるイルミネー
ション。コンセプトは
「恋の街 西小山」。数万球の
輝きが、訪れた恋人たちを艶やかに祝福する。

27

お役立ちInformation

アクセスから観光サイトまで、品川を満喫するためのお役立ち情報はこちら。

● 品川へのアクセス

鉄道

リムジンバス

▼ 羽田空港から
羽田空港国際線ターミナル駅 ⇒ 品川駅
▶京急線で11分
羽田空港国内線ターミナル駅 ⇒ 品川駅
▶京急線で14分

鉄道

成田空港 ⇒ 品川駅
▶JR成田エクスプレスで
1時間10分

リムジンバス

▼ 成田空港から

羽田空港 ⇔ 品川エリア各ホテル ▶所要時間約30分
https://www.limousinebus.co.jp/areas/detail/hnd/ebisu_shinagawa/for

羽田空港 ⇔ 大崎駅 ▶所要時間約30分（国際線ターミナルは約45分）
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/h-osaki/

成田空港 ⇔ 品川駅港南口・品川エリア各ホテル ▶所要時間約90分
https://www.limousinebus.co.jp/areas/detail/nrt/ebisu_shinagawa

成田空港 ⇔ 大崎駅 ▶最短約75分
https://travel.willer.co.jp/narita-osaki/

▼ 主要ターミナル駅から
東京駅→品川駅 ▶JR東海道線で8分
渋谷駅→品川駅 ▶JR山手線で12分
新宿駅→品川駅 ▶JR山手線で19分
池袋駅→品川駅 ▶JR山手線で28分

好きな場所でレンタル・返却可能！

品川区シェアサイクル

品川区内を含む都内10 区内どこのサイクルポートでも自転
車の貸出、返却ができる。ちょっとした移動や散策に便利。
http://docomo-cycle.jp/shinagawa/

● 観光案内所はこちら

しなかんPLAZA
MAP C-2

品川宿交流館 本宿お休み処
MAP B-3

DATA
DATA

東京都品川区大井1-14-1
03-5743-7642
9:30～17:00
日曜・祝日、年末年始
https://shinagawa-kanko.or.jp/

info＆cafe SQUARE

MAP B-1

東京都品川区北品川2-28-19
03-3472-4772
10:00～16:00
月曜
（祝日の場合は翌火曜休）、夏期、年末年始
http://shinagawa-syuku.net

観光案内所
外国人向け
」
「問屋場（TOIYABA）
MAP B-3

DATA
DATA

東京都品川区荏原4-5-28 スクエア荏原1F
03-3783-7200
10:00～17:00
水曜、年末年始
http://infoandcafesquare.jp/

東京都品川区北品川1-22-16
03-6712-9440
7:00～10:00／16:00～22:00
無休
http://shukuba.jp/toiyaba ※荷物預かりにも対応（1個500円）

品川の最新情報はココでチェック！
アプリ
品川の観光スポット、文化財、ロケ地など、AR（拡張現
実）
機能を使って紹介するまち歩きアプリ。本文と音声ガ
イドは英語・簡体字・繁体字・韓国語に対応。

ウェブサイト

しながわ観光協会

しながわ観光協会が運営する公式サイト。観光ス
ポットやモデルコース、穴場のグルメやイベント
情報など、品川の最新情報をお届け！（英語・簡体
字・繁体字・韓国語に対応）

https://shinagawa-kanko.or.jp/

https://home.shinagawa.kokosil.net/ja/

Free Wi-Fi
SHINAGAWA FREE Wi-Fi
品川区が提供する無料 Wi-Fi。品川区の公共施設、主な
駅や公園で利用可能。接続時のポータルサイトおよび認
証画面は多言語に対応（英語・簡体字・繁体字・韓国語）。

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/
kuseizyoho/kuseizyoho-siryo/kuseizyoho-siryo-free_
wifi/index.html
発行：品川区／一般社団法人しながわ観光協会 2019年12月

shinagawonder Instagram
フォトジェニックな品川の魅力を発信！

https://www.instagram.com/shinagawonder/

しながわ観光協会 YouTube

観光スポットやお祭りなど楽しい動画を公開中。

https://www.youtube.com/channel/
UCMN09zoRT10ss1nnjZ64vjg

