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東神開発株式会社（社長：倉本真祐／玉川髙島屋ショッピングセンター運営）は、2018年11月30日(金)、

二子玉川の裏路地再生エリア「柳小路」に、「南角（みなみかど）」をオープンいたします。 

 
「柳小路 南角」はこの度、昔からあるような暖かく親しみのある雰囲気と、洗練されたモダンな雰囲気

が融合した、3階建ての新築建物に生まれ変わります。 
高床の建物をイメージさせるような木造の柱・梁が印象的な 1・2 階と、ガラスばりの店内から伺えるに

ぎやかな様子は、柳小路の風情を感じさせる建物となります。設計を手掛けた三井嶺氏（三井嶺建築設

計事務所）は「建築は主役ではなく脇役、あくまでお店が主役です。脇役だが無味無臭ではなく、まるで

“出汁のようなもの”（味付けのもと）で、味付けはお店それぞれの個性。」とコメント。 
二子玉川で生活する人々（暮らす人・働く人）から支持されるような、訪れた人にとっても魅力的で何度

も足を運びたくなるような“街場感”をコンセプトに、これまで二子玉川にありそうでなかった店、居心地が

良く自分の街でリピートしたくなる店・行きつけとなる店、お馴染み感のある人気店といった 6 店舗（飲食）
がオープンを予定しています。クリエイティブディレクターの澤田充氏（株式会社ケイオス）は、「料理、雰

囲気、誰と訪れるか、自分のコンディション、もちろん匂い含めた五感すべてで、味が決まると思っている

ので、リアルに味わいリピートいただけるような、長く愛されるお店に入っていただきました。」とコメント。 
 昼夜問わず、柳小路の街角に賑わいをもたらす南角の誕生をご期待ください。 
 
 

 

2018 年 10 月 30 日(火) 
東神開発株式会社 

 

PRESS RELEASE 
報道関係者各位 

自分だけの行きつけにしたい、こだわりグルメ 
二子玉川の裏路地グルメ【柳小路 南角】オープン 

2018 年 11月 30 日(金) 誕生 

※本パースはイメージパースであり、変更となる場合があります。 
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◆柳小路 南角 概要 

◆柳小路 南角 店舗概要 

 

【施 設 名 称】 柳小路 南角（やなぎこうじ みなみかど） 

【オ ー プ ン 日 時】 2018年 11月 30日(金) 

【土 地 面 積】 360.67㎡ （109.10坪） 

【延 床 面 積】 756.47㎡ （228.83坪） 

【賃 貸 面 積】 631.43㎡ （191.01坪） 

【構 造 ・ 階 数】 RC造 一部 木造、鉄骨造・地上 3階 

【店 舗 数】 飲食 6店舗+オフィス 

【所 在 地】 東京都世田谷区玉川 3-13-7 

【設 計】 三井嶺建築設計事務所 

【施 工】 株式会社渡辺富工務店 

【事 業 主 体】 東神開発株式会社 

※店舗数は 2019年 2月オープン予定の店舗も含む 

◆内覧会について 

11月 29日(木)に内覧会を予定しております。 

詳細は別途ご案内いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

◆柳小路とは 

玉川髙島屋ショッピングセンターの西側を裏路地再生エリアとして 2004年に開業し、千本格子や石畳、板塀など、 

京都の町家をイメージさせる風情ある佇まいの裏路地として多くのお客様に親しまれています。 

 

 

 

 

 

 

1階 

階数 店名
オープン日
（予定）

面積（㎡） 面積（坪） 業種

PARIYA 11月30日 102.72 31.07 デリカテッセン

按田餃子 11月30日 67.18 20.32 水餃子

Ristorante i-lunga 2019年2月 59.06 17.87 イタリアン レストラン

二子玉川 まんぷく 11月30日 89.26 27.00 焼肉

ふたこビール醸造所 11月30日 65.28 19.75 ブリューパブ

さかなや　   (かねなり) 11月30日 62.39 18.87 魚居酒屋・寿司

3階 ー ー 185.55 56.13 オフィス

1階

2階
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・PARIYA （パリヤ） 

営業時間：11時 30分～22時まで（ラストオーダー：21時）(仮) 

定休日：不定休 

1996 年創業以来、行列の絶えないデイリーなデリカテッ

セン PARIYA。「生活に溶け込んだデリカテッセンであり

たい」というコンセプトのもと、東京青山の本店はリピータ

ーで連日賑わいを見せています。白米・玄米と、旬の素

材を活かしたデリからお好みのメイン、サラダ、サイドを

組み合わせることができます。その日の気分に合わせた

自分スタイルのお弁当をお楽しみください。 

 

・按田餃子 （アンダギョウザ）  

営業時間：11時 30分～23時まで（ラストオーダー：22時） 

定休日：火曜日 

2012年、代々木上原にオープンし、ミシュランガイドにも

掲載されている水餃子を中心とした飲食店。 

具は国産の鶏と豚をベースに、自家製のハトムギ粉が

皮に練りこまれている水餃子や、キクラゲ、海藻等を使

ったお料理などもご用意しています。 誰かと来ても、一

人でも、お気軽にお立ち寄りください。 

 

・Ristorante i-lunga（リストランテ イ・ルンガ） ※2019年 2月オープン予定 

 

9 年間のイタリア滞在中、日本人として初めてミシュランガイド

イタリア版で星を獲得し、帰国後、西麻布「ラ・グラディスカ」を

オープン。その後、奈良にて「イ・ルンガ」をオープン。シェフ自

ら日本全国に赴き、信頼できる生産者と交流を結ぶ。日本の

食材、世界の食材を取り寄せ、確かな目利きと知識、技術で

「リストランテ」を表現する。イタリアの郷土料理をベースにし

た、オリジナリティー溢れるコース料理と、ワインを合わせた

食のエンターテイメント。 

 

  



 

 4 / 5 
 

2階 

・二子玉川 まんぷく（フタコタマガワ マンプク） 

営業時間：平日 17時～23時 45分まで（ラストオーダー：23時） 

土日祝 12時～15時 30分まで（ラストオーダー：15時）/土日祝 17時～23時 45分まで（ラストオーダー：23時） 

定休日：無（ただし年末年始を除く） 

1948 年に勝どき橋で産声を上げ、「ネギタン塩の元祖」と言わ

れている老舗焼肉店。厳選された黒毛和牛と、ひと手間掛けた

前菜、生食を使用したメニューも豊富。 

おすすめメニューはなんといっても「ネギタン塩」。 

選び抜かれた上質のタンに毎日手間をかけ細かく刻んだネギを

のせ、オリジナルのスパイス胡椒で仕上げます。代々受け継が

れた味を、二子玉川裏路地グルメの逸品として、ぜひ、お楽しみ

ください。 

 

・ふたこビール醸造所（フタコビール ジョウゾウショ） ※限定メニュー：珈琲ビール 

営業時間：11時 30分～23時 30分まで（ラストオーダー：23時） 

定休日：無（ただし年末年始等を除く） 

二子玉川のローカルビール【ふたこビール】。世田谷ホッ

プなど地産にこだわり店舗内で醸造したできたての新鮮

なビールを、ビールにあうフードとともにお楽しみください。

河原でもお楽しみいただけるように、テイクアウトセットも

ご用意しています。柳小路南角店限定で、世田谷で焙煎し

た wood berry coffeeの豆を使用し一緒に仕込む、世田谷

ものづくりとコラボした“珈琲ビール”をご提供いたします。 

 

・さかなや （サカナヤ カネナリ） ※初出店 

営業時間：平日 17時～24時まで（仮）/土日祝 16時～24時まで（仮） 

定休日：無（ただし年末年始、お盆を除く） 

世田谷「さかなや魚真」から独立。魚を知り尽くしたスタッフが、素

材の良さを最大限に活かした調理法でご提供いたします。その日

に仕入れた鮮度抜群の旬な魚を盛り合わせた刺身はもちろん、一

匹丸ごとご提供する焼き魚、煮魚（のどぐろやキンキ）も自信の一

品。ここでしか味わう事ができない日替わりメニューもご用意しています。 

※店舗漢字表記はロゴにてご確認ください 
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◆柳小路 南角 コンセプト「裏路地の街場感」を表現した空間 

 

 

 

 

設計者、三井嶺氏（三井嶺建築設計事務所）コメント 

もともとの街並みを変えないようにという事を意識しました。建

物の正面に階段をつけているので、2Fも裏路地のような、上が

っていきやすい雰囲気になるよう設計しました。 

建築は主役ではなく脇役、あくまでお店が主役です。建物は気

にならないけど、無味無臭ではない、まさに「出汁」（味付けの

もと）で、味付けはお店それぞれの個性。お店がはいると、建

物の個性が薄れて、6 店舗が組み合わさったような、裏路地の雰囲気が出て、お店が浮き上がってくるよう

なイメージです。 

また建物には、木材の他にも様々な素材を使用しています。1F の通路や、2F の手すりなど様々な部分に

アクセントとしてレンガも活用していますが、新品のレンガではなくアップサイクルしました。レンガ職人に積

み方もこだわって表現していただきました。他にも様々な仕掛けやこだわりがありますので、内装も楽しん

でいただければ嬉しいですね。 

【三井嶺プロフィール】東京大学大学院修士課程（日本建築史専攻）卒業。坂茂建築設計を経て 2015年三井嶺建築設計事務所設立。 

「U-35 / Under 35 Architects exhibition 2017」最優秀賞受賞。 

 

クリエイティブディレクター、澤田充氏（株式会社ケイオス）コメント 

今回は建築が個性的だし、生活する中で「街にあったらいいな」を実現しようと。例えば、お店の中で食べて

帰ろうか、買って帰ろうか、お昼に行こうかなど、街の皆さんが何度も行きたくなるようなお店、落ち着くお店

だよねって思っていただけるような距離感のお店に集まっていただきたいと考えていました。 

今は新店の情報も簡単に集められるようになり、まるでスタンプラリーのような感覚で、あそこ行った、ここ

行ったとなってしまいがちですが、本来は、お料理、お店の雰囲気、誰と訪れるか、その時の自分のコンデ

ィションや、お店の匂い、五感すべてで、お料理の美味しさ、楽しさが決まると思っていますし、そのような食

事の楽しみ方が文化だと思っています。だから文化としてのお料理を提供していただける店舗にきてほし

い。そうでないと街の人に使っていただけません。一度行ったからもういいではなく、何度も通ってもらえる

ような街の文化となるようなお店に集まっていただきました。 

新しく生まれ変わる「柳小路 南角」にはノイズ（雑音）がたくさんあります。本来ノイズは極力消すべきとさ

れていましたが、今回はあえてノイズを消さずに残しました。ノイズが全くなかったら居心地が悪いと感じ、

逆に緊張し、ストレスになってしまいますから、心地の良いノイズの中で美味しい食事と、時間をお楽しみく

ださい。 

【澤田充プロフィール】街づくりや街ブランディングを業務とする株式会社ケイオス 代表取締役。株式会社リクルートを経て、1993年

に独立。生活者の視点を常に大切にした、「くらす」人のための場としての街づくりを実践している。主な実績として「淀屋橋 WEST」

「グランフロント UMEKITA FLOOR」「新丸ビル」「KITTE」「TOKIA」「なんばCITYリニューアル」等。 


