DIRECTIONS TO TIP (Tokyo International Psychotherapy)
TIP （東京インターナショナルサイコセラピー）への行き方
Joy Hills Nanpeidai #401, 6-11 Nanpeidai, Shibuya-ku, Tokyo
東京都渋谷区南平台6-11 ジョイヒルズ南平台401
TEL/FAX 03-6427-8520
8-minutes walk from JR Shibuya station West Exit (choose Exit 8 if you
come out of subway)
渋谷駅西口改札から徒歩8分 (地下鉄８番ハチ公出口)
1. Find JR Shibuya Station West Exit. If you come from the subway, please find
exit 8 (Hachiko exit) to get to JR West Exit. You will see the West Exit Bus
Terminal.
JR渋谷駅西口に出て下さい。地下鉄でお越しの場合は８番出口（ハチ公口）から西口
に出られます。西口バスターミナルがあります。
2. When you come to the West exit bus terminal, you will see Tokyu
Plaza/Fukuras on the other side of the crosswalk. Cross the crosswalk to Tokyu
Plaza/Fukuras.
西口広場バスターミナル前に東急プラザ（フクラス）が横断歩道の向かい側に見えま
す。横断歩道を渡って東急プラザの方に向かってください。

3. Take the escalator up to your left at Tokyo Plaza/Fukuras entrance.
東急プラザ（フクラス）の左手エスカレーターを上がってください。

4. Once you are up the escalator, please walk to your left. You will naturally turn
right toward the pedestrian bridge over Tamagawa street (route 246) .
エスカレーターを上がりきったら、左の方に進んでください。そのまま道なりに右に曲が
ると玉川通り（国道246）を渡る歩道橋につながります。

5. You will find the pedestrian bridge over Tamagawa street (route 246) to
your left. Please cross the bridge.
向かって左側が歩道橋（玉川通り・国道246の上）につながっていますので、そのまま
歩道橋を渡ってください。

6. Once you cross the bridge. You will find the stairs down to your right. Go
down the stairs.
歩道橋を渡ると左側に階段（スロープ）があります。階段を降ります。

7. You keep going straight and you will see Cerulean Tower Hotel to your left.
Keep walking past the hotel.
左側にセルリアンタワーホテルが見えてきます。ホテルを通り過ぎます。

8. Keep walking along the street. You will pass Family Mart to your left hand
side.
道に沿って進むと左側にファミリーマートが見えてきます。ファミリーマートを通り過ぎま
す。

9. Shortly after you pass Family Mart, you will find the statue to your left. Turn
left at the statue.
ファミリーマートを通り過ぎて南平台交差点まできたら左側に銅像が見えます。銅像の
ところを左に曲がってください。

10. Keep walking straight (you will pass Parkhouse Nanpeidai) until you see
Lawson at the second corner. Turn right at the corner.
※Lawson has closed down as of April, 2022.
そのまままっすぐ歩き、右手にパークハウス南平台を通り過ぎます。ローソンが右手前
方に見えてきます。道なりに右に曲がってください。
※ローソンは2022年4月時点で営業されていません。

11. Walk along the street for approx. 20 meters. To your left, you will find the
white building with entrance gate and parking lot. It says “Joy Hills Nanpeidai”.
20メートル程まっすぐ歩くと左手に白いマンションのエントランスと駐車場が出てきま
す。Joy Hills Nanpeidai と書いてあります。

12. Come to the entrance and press 401 then 呼出(call) button at the right
bottom. We will buzz you in. Please take the elevator up to the 4th floor. Please
find room 401 to your right.
入口ドア内のインターフォンで401を押してください。ドアが開きますので、４階までエレ
ベーターで上がってください。右手に401号室があります。

