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　北摂の地にそびえ立つ太陽の塔。

自国のテクノロジーとクリエーティ

ブ、変わらぬ伝統を誇示した世界

各国のパビリオン―。大阪・吹

田市の千里丘陵が、日本万国博覧

会（EXPO'70）の会場へと生まれ変

わったのは、1970（昭和45）年のこ

とだった。大阪の北東部に位置す

るこのエリアは、それまで竹林や田

畑が広がる里山にすぎなかった。そ

こに白羽の矢が立ったのは、330万

㎡ものまとまった土地が確保できる

環境にあった上、伊丹空港や新大阪

駅、名神高速道路吹田ＩＣなどから

近く、造成中の千里ニュータウンの

そばでもあり地域開発にうってつけ

だったからである。

　世界の文化の粋が詰まった EXP

O'70 は、日本中に熱狂を巻き起こ

した。国内外から集まった入場者

数 は、 空 前 絶 後 の 6,421 万 8,770

人※。その驚くべき数字は、世界で

も2010年の上海万博まで破られる

ことはなかった。万博閉幕後も、遊

園地のエキスポランドに加えて、万

博記念公園内には国立民族学博物館

や広大な自然文化園、万博記念競技

場などができ、にぎわいを見せた。

　しかし、ピーク時には年間200万

人以上の来場客を集めたエキスポラ

ンドは、2009年に閉園。同時に万博

記念公園などの周辺施設の来場者数

にも影響を及ぼした。

　万博が残したにぎわいと熱気は、

過去の遺物と化すのか―。

　しかしその“万博エリア”が、

今、当時の吸引力とにぎわいを取り

戻しつつある。近年、大阪府や吹田

市が、エキスポランド跡地を中心に

再開発の動きを活発化。新たに誕生

した「EXPOCITY」と「市立吹田サ

ッカースタジアム」に、大勢の人が

詰め掛けているのだ。2016年には合

わせて延べ2,000万人が訪れると目

されている。

「万博エリア」自然・文化・スポーツ・
エンターテインメントがそろう

1970年の熱狂を再び

あの6,400万人超の熱気が

今、復活の兆し

1970年に大阪府吹田市で開催された日本万国博覧会。入場者数は6,400万
人を超え、日本のみならず、世界に強くアピールした“万博エリア”。その後、
吸引力を無くしたかに見えたが、2015年には日本最大級の大型複合施設
が、また2016年には世界標準のサッカー専用スタジアムがオープンするなど、
再び熱い盛り上がりを見せている。

※参考：万博記念公園 HP
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　 そ の 一 つ が、2015年11月 に エ

キスポランド跡地に新設された

「EXPOCITY」だ。巨大ショッピン

グモール「ららぽーと EXPOCITY」

と、８つの大型エンターテインメン

ト施設から成る複合施設で三井不動

産グループがプロデュース、運営・

管理も手掛けている。

　「2011年に大阪府が実施した提案

型コンペに、複合的な商業・エンタ

ーテインメント施設で提案し、当社

の案が選定された。ららぽーとにエ

ンターテインメント施設を組み合わ

せた大型複合施設は、私たちにとっ

ても初めての試み。さまざまな挑戦

をさせていただいています」と話す

のは、三井不動産の鈴木達也主任。

　「 ら ら ぽ ー と EXPOCITY」も、

305店舗にも及ぶテナント数でワン

ストップショッピングができるだけ

でなく、各テナントの協力を得て、

体験型イベントを催すなど多様な魅

力を次々と提供している。

　こうした魅力を打ち出す一方で、

「マイナスの気持ちにならずに帰っ

ていただける施設運営」にも注力し

ている。例えば、近隣の渋滞対策。

万博記念公園周辺は、「EXPOCITY」

ができる前から、公園や競技場での

イベント開催時等には近隣道路で渋

滞が発生しており、EXPOCITY 開

発においては渋滞対策が課題でも

あった。そこで、三井不動産では

EXPOCITY 開業にあたり、誘導体

制の強化はもちろん、橋梁の設置、

敷地外周の道路拡幅や交差点改良な

ららぽーと
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大勢の人でにぎわう1970 年の日本万国博覧会

©大阪府 “安全・ 安心” と充実したメンテナンス力で、
365日稼働する「EXPOCITY」を支えるエレ
ベータ

フジテック製エレベータ43台、エスカレータ38台
EXPOCITY（吹田市千里万博公園２-１）

どを実施し、渋滞回避に努めてき

た。その結果、来場者の多い土日で

も開業前と比較して著しい渋滞は発

生していない。

　場内で快適に過ごせるインフラ

整備も、マイナスの気持ちを防

ぐ重要な要素だ。フジテックも、

EXPOCITY 内の全施設に、エレベ

ータ43台、エスカレータ38台を納

入し、来場客のスムーズな移動をサ

ポートしている。

　「多くのお客様が来館される施設

になりますので、エレベータ、エス

カレータとも安全対策、メンテナン

スがとても重要になります。そんな

中、トラブルなくサポートいただい

ております」と話すのは、三井不動

産の松井健一グループ長だ。

　開業後は順調に来場客を増やして

おり、半径10km 以内の基本商圏の

みならず、広域からも人が訪れてい

るという。

　「万博記念公園一帯は、自然・文

化・スポーツ・エンターテインメン

トと、複数の魅力を持つ稀有なエリ

ア。国内のお客さまはもちろん、日

本の有名な観光地に何度も来ている

海外の観光客が『もっと違う日本文

化を学びたい』といったときに、大

きな魅力を提供できる力を秘めてい

ると思います。今後は万博記念公園

や市立吹田サッカースタジアムとも

しっかりと連携しながら、面として

の魅力を創り出していき、北摂エリ

アの発展とにぎわいに貢献していき

たいと考えています」（松井グルー

プ長）

　そして、もう一つの施設が、2016

年2月にこけら落としの試合が行

われた「市立吹田サッカースタジア

ム」。国際Ａマッチが開催できる基

準を満たしたサッカー専用スタジア

ムだ。

　観客席に足を踏み入れた瞬間に気

付くのは、ピッチと観客席との距離

が圧倒的に近いこと。それもそのは

ず、ゴール裏の観客席からゴールラ

インまではわずか10m ほど。観客

席の最前列からタッチラインまでは

７m、観客席とピッチの高低差も最

低で1.5m しかない。国際Ａマッチ

が行われる規模の競技場としては異

例の近さだ。激しくしのぎを削る選

手たちを間近で見るうちに、観客は

一緒に闘っているような感覚に引き

込まれる。ピッチに近い席だけでな
インフラ対策で

マイナス要素を防ぐ

「『遊ぶ、 学ぶ、 見つける』 楽しさをひとつに！」をテーマに、 日本
最大級の大型複合施設として、 連日にぎわいを見せる「EXPOCI
TY」

三井不動産株式会社
関西支社事業二部 事業グループ
グループ長

松井 健一様

三井不動産株式会社
関西支社事業二部 事業グループ
主任
鈴木 達也様

 サッカーの聖地を目指す

「市立吹田サッカースタジアム」

ららぽーとに８つの大型施設が

併設された「EXPOCITY」

EXPOCITYの8つの施設マップ
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く、２階席、３階席もピッチとの距

離を近づける工夫がされており、ど

の席にいても臨場感が味わえる。

　このスタジアムを本拠地とするガ

ンバ大阪の元社長で、現在は日本プ

ロサッカーリーグの野呂輝久参与

は、「普通、10人中１人ぐらいは文

句を言うと思いますが、ここは100

人中99人が『いいね！』と言ってく

ださいます。評判は良すぎるほどで

す」と話す。

　このスタジアムのもう1つの特徴

は、地方自治体の資金を全く入れる

ことなく、募金によって造られたこ

とだ。その募金活動の先頭に立った

のがＪリーグのガンバ大阪。同クラ

ブは長年、万博記念競技場をホーム

グラウンドとしていたが、収容人数

が少ない上に老朽化が進行。新たな

サッカー専用スタジアムを持つこと

は長年の悲願だった。

　しかし、スタジアムの建設には

200億円もの費用がかかる上、大阪

府や吹田市などの自治体に財政の余

裕はない。

　「それなら、全額募金でなんとか

するぞとなったのです」（野呂参与）

　2010年３月に、当時の関西経済

連合会会長であった下妻博氏やＪリ

ーグ最高顧問の川淵三郎氏らを理事

に迎え、募金団体を発足。しかし、

100億円以上を募金で集めるのは容

易ではなかった。企業を回るだけで

なく、街頭の募金活動にも加わって

いた野呂参与は、「1,000円を集める

ことも難しいと実感した」と振り返

る。予定の２年では集まらず、３年

間も頭を下げ続けた。そんな苦労の

かいもあり、最終的には、721社の

企業から99億5,000万円、3万4,600

人の個人から6億2,200万円を集め

ることに成功。さらには日本スポー

ツ振興センターや国土交通省、環境

省などからの助成金を得て、140億

円を集めることができた。

　通常の建設費よりも予算が少ない

分、さまざまなコストダウンの工夫

がなされた。豪華なエントランスは

なく、スタジアムの壁は、飾り気の

ないコンクリートの打ちっぱなし。

階段も低コストで造ることができる

鉄製だが「その代わり、サッカーを

最高の環境で観戦できることに全力

を注ぎました」と野呂参与は語る。

　安全面でも一切の妥協はしなかっ

た。コンコースや階段の幅を広く

し、誘導体制を整えることで、有事

のときには観戦中の４万人全員が８

分で外に避難できる工夫を施した。

　バリアフリーにも注力しており、

車いす専用席を300席も用意してい

る。フジテックも車いす専用エレベ

ータを含め、合計７台のエレベータ

を納入した。

　「将来的には、このスタジアムを

『アジアのサッカーの聖地』にする

ことが私の夢。皆の募金で造った誇

れるスタジアムがそうなれば、北摂

の地の活性化にもつながると信じて

います」（野呂参与）

　にぎわいを取り戻してきた万博エ

リアだが、さらに新しい動きもみら

れる。まずはシンボルである太陽の

塔。2年後に内覧ができるよう、工

事が進められる予定だ。

　「モノレール万博記念公園駅前周

辺や、公園の外周道路周辺も活性化

の余地があります。こうした場所の

有効活用にも取り組んでいきたいと

考えています」と語るのは大阪府の

岡村正和参事と北村祐介主査。国立

民族学博物館や日本庭園など、観光

資源には事欠かない。

　大阪府日本万国博覧会記念公園

事務所の平田清課長も「これだけ

のポテンシャルを持ったエリアは、

日本を見渡してもそうはありませ

ん。インバウンド客も取り込める

ような地域にしていきたい。また、

EXPOCITY、サッカースタジアム

とも連携して、さらに万博エリアを

盛り上げたいですね」と熱く意気込

みを話してくれた。世界的な観光地

になる可能性を秘める“万博エリ

ア”。当社は、今後もその可能性を

さらに広げるサポートをしていく。

新たな活性化の動き

世界的な観光地へ

万全のサポート体制で
エリアの活性化を支える

山田：ビッグプロジェクトで工事部門には苦労を掛

けましたが、開業から現在に至るまで問題もなく、

お客さまに安心してご利用いただいていると思いま

す。私自身、北摂の出身なので、万博エリアの

活性化に携われたことをとても誇りに思っています。

椿野：新設の北大阪サービスセンターを核に、茨

木や新大阪のサービスセンターとも連携して、万博

エリアのお客さまのメンテナンスを担当しています。

商業施設の昇降機は使用頻度が高く、メンテナン

スの力量が問われます。念入りな点検はもちろん、

お客さまの昇降機のご利用状況を観察し、最適な

環境を整えるよう心掛けています。

フジテック株式会社
近畿統括本部
営業推進部 係長

山田 瑠美

フジテック株式会社
近畿統括本部

西カスタマー技術部
北大阪サービスセンター 主管

椿野 貞一郎

国立民族学博物館

日本庭園

万博記念公園

自然文化園

万博記念公園駅

公園東口

太陽の塔 万博記念競技場

EXPOCITY

市立吹田
サッカースタジアム

中国吹田 IC 中国自動車道 吹田 JCT

吹田 IC

公益社団法人日本プロサッカーリーグ
参与

野呂 輝久様

４万人を収容できるサッカー専用スタジアムでは、 今年６月７日には国
際Ａマッチが開催された フジテック製エレベータ７台

市立吹田サッカースタジアム（吹田市千里万博公園３-３）

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所
営業推進課課長
平田 清様（右）

大阪府府民文化部
府民文化総務課参事（万博記念公園担当）
岡村 正和様（中）

大阪府府民文化部
府民文化総務課企画グループ主査（公園事業総括）
北村 祐介様（左）
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世界最大の総合エネルギー会社のオフィスビル

シェブロン1400スミス
（アメリカ／ヒューストン）

地域と歩む鉄道文化拠点

京都鉄道博物館
（京都府京都市）

住宅と商業施設から構成される複合施設

ザ・ウィングスⅡ
（香港）

ダイキンの技術開発のコア拠点

テクノロジー・イノベーションセンター
（大阪府摂津市）

■ Outline

竣工：2014年 9月　施主：Allied Group Limited　設計：P & T Architects & Engineers Ltd
施工： Chun Fai Construction Co Ltd　昇降機設置台数： エレベータ27台、 エスカレータ6台

■ Outline

竣工：2015年11月　施主：ダイキン工業株式会社　設計：日建設計・NTT ファシリティーズ設計共同企業体
施工：株式会社竹中工務店　昇降機設置台数：エレベータ5台、 エスカレータ4台

■ Outline

竣工：2015年11 月　施主 ： Chevron Corporation
昇降機リニューアル台数： エレベータ32台、 エスカレータ８台

■ Outline

竣工：2016年4月　施主：西日本旅客鉄道株式会社　基本設計・設計監修：ジェイアール西日本コンサルタンツ・東畑建築事務所共同企業体
実施設計・施工： 大成建設株式会社　昇降機設置台数：エレベータ3台、 エスカレータ2 台



　富士通クロスカルチャーセンター

の研修棟は竣工から25年近くが経

過し、エレベータに不具合が生じた

場合の部品調達に時間がかかるなど

の問題を抱えていました。そこで今

回、短工期・低コストで安全性向上

を実現する〈安全向上パッケージ〉

と〈制御盤交換パッケージ〉を採用

していただく形でリニューアル工事

が行われました。

　「工事では、クリアすべきさまざ

まな条件がありました」と語るの

は、同センターを保有・管理する富

士通ホーム＆オフィスサービスの三

瓶稔様。というのも、5階まで教室

がある研修棟はその全てを使用する

ことが多く、工事中でもエレベータ

を止めるわけにはいかなかったこと

が一つ。さらに、語学研修などでは

ヒアリングが重要なので、工事の音

を立てることができないこともあり

ました。加えて、溶剤などの臭いが

出ないよう、注意が必要でした。そ

のため、音や臭いの出る工程は休日

限定。かつ、臭いが出る作業は土曜

日に行い、日曜日は換気に当てるな

ど、細心の注意を払いました。

　「そのお陰で苦情は1件もなく、

利用者の方にご迷惑を掛けずに済み

ました」（三瓶様）

　リニューアル後の印象について、

何より「きれいになった」と同社の

五十嵐太一様は言います。

　「操作盤が液晶となり、操作が一

目で分かるようになりました。ま

た、音声案内も入ることで利便性が

上がったと思います」

　また、扉が開いている時間も延長

できるようになり荷物の搬入が楽に

なったとのことです。

　「安全面でも、『戸開走行保護装

置』や『光電式多光軸センサー』が

設置されたことで、利用者の方の安

全性が高まりました」（三瓶様）

　前者は万一、戸が開いたままかご

が動き出しても、直ちに二つ目のブ

レーキを作動して制止させる機能、

「音」と「臭い」は厳禁

高まった安全性

富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社
ファシリティ事業部
三瓶 稔様

富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社
ファシリティ事業部
五十嵐 太一様

1992年に竣工した富士通クロスカルチャーセンター。研修棟と宿泊棟で構
成されており、主に富士通グループの教育研修・宿泊施設として使用されて
いる。竣工から25年近く経過したこともあり、エレベータの利便性、安全性
向上のために研修棟３台のリニューアルを行った。

利用者の安全性を高め
施設の信頼性を担保
～富士通クロスカルチャーセンター（研修棟）～神奈川県

富士通クロスカルチャーセンター
竣工：1992年6月

リニューアル：エレベータ3台
住所：神奈川県川崎市

中原区下田中1-14-1

機能だけでなく、工事自体の満足度も重要

エレベータのリニューアルは機能面の向上

だけでなく、施設を利用される方にいかに

ご不便・ご迷惑をお掛けせずに進めていく

かが重要です。今回は、ミーティングを何

度も重ね、またお客さまに工期を柔軟にご

対応いただいたことで、非常にスムーズに

行うことができました。次回に控えている

工事でも、細心の注意を払ってご期待に

応えたいと思います。

フジテック株式会社
首都圏統括本部
横浜支店 係長

石田 団司

（左）エレベータ３台全てに二重ブレーキを採
用。「戸開走行保護装置」が働き、かごが開い
たまま走行することを抑制できるようになった

（右）従業員用エレベータもリニューアルしたこ
とで扉の開時間が延長され、 搬入時における
作業効率が高まった

（左）扉を塗装し直した他、 乗場ボタン
を交換してデジタルインジケータとするな
ど、旧来の古さを一新した
（右）かご内室の操作盤は液晶ディスプ
レーとなった他、 音声案内も付加された
ことで、 利用者の利便性が高まった。 ま
た、 天井照明を一新したことで、 かご内
室がより明るく快適になった

後者は出入り口のほぼ全面に赤外線

ビームを照射し、その一部でも遮ら

れれば閉まりかけたドアが開く機能

です。また、〈安心向上パッケージ〉

には地震、火災による停電時に対応

した管制機能がフルパックで入って

おり、施設の信頼性向上にもつなが

りました。さらに、消費電力も低減

したと三瓶様は言います。

　「施設全体の照明を LED 化する

ことで省エネ化を図っていますが、

このリニューアルでエレベータの消

費電力を２割ほど削減できました。

日々の積み重ねで考えると、コスト

面での効果は大きくなります」

　ちなみに、今年10月には宿泊棟

のエレベータ３台のリニューアルも

控えており「研修棟のリニューアル

における担当者間のチームワークが

抜群だったので同じチームで、とお

願いしているところです。今回も利

用者からの苦情ゼロを期待していま

す」（三瓶様）
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北京市内の世界遺産の一つ天壇公園の「天壇」は、 明の時代に皇帝が天を祭る祭壇
として建造された。 その中でも園内最大の高さを誇る祈年殿は、くぎを使わずに柱
のみで建物を支えている

（億ドル）
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国名：中華人民共和国　面積：約 960 万㎢　人口：約 13 億 7,600 万人　首都：北京　
通貨：人民元　経済成長率：6.9％（2015 年、中国国家統計局）　言語：漢語（中国語）中華人民共和国

北京

File No.2

4000年にわたる悠久の歴史
目覚ましい成長を遂げたアジアの巨大都市・北京

中国の対内直接投資額の推移

華昇フジテック
設立：1995年12月
所在地：ZHONGFANG CHENG,
CHUN MING RD, LANG FANG ECON. &
TECH. DEV. ZONE, HEBEI PROV., P.R.C.
065001 CHINA

華昇フジテック
開発部副部長

廣 瀬  稔

　現地では、設置から15〜20年になる昇降機設備の

リニューアルに伴う受注が増加しています。また、新設

案件の受注も多く、新機種の製品もスピーディーに展開

しています。中国では１つの現場に納める製品台数が

非常に多いことが特徴です。出荷台数も当然増えてき

ますが、安全意識も高まりつつありますので、より品質

の高い製品を、市場のニーズに合わせ提供できるように

努力しています。

　ユーラシア大陸の東部に位置し、

ヨーロッパとほぼ等しい面積を持つ

アジアの大国、中華人民共和国（以

下、中国）。記録に残る最古の王朝、

殷
い ん

の時代から現代まで、実に4000

年近い歴史を誇る国だ。

　現在の中国は1949年に成立し、

中国共産党の指導の下で社会主義体

制の国造りが進められてきた。途

中、1966年からの10年間は、文化

大革命による国内の混乱があったも

のの、1970年代末からは経済の改

革・開放路線に踏み切り、経済特区

の設置や外資の導入などの経済改革

を推進し、中国経済は急速な成長を

労働力の縮小と、高齢化による生産

年齢人口の減少やそれに伴う経済活

動の変動、賃金水準の上昇、都市部

と農村部での所得格差の拡大など、

社会環境の変化や成長に伴う課題も

顕在化している。それらを解決する

ための構造改革は、今後も経済成長

を持続させていくために必須といえ

るだろう。

　目覚ましい発展を遂げた中国の中

でも、北京は最も有名な都市の1つ

遂げてきた。沿岸部での成長に貢献

してきた外資企業による直接投資額

は2012年に減少したものの、近年

では非製造業を中心に堅調な伸びを

みせている。

　一方でこれまで中国の経済成長の

要因となっていた諸条件が、次第に

変化しつつあることも見逃せない。

生産活動を支えてきた農村部の余剰

だろう。1949年に首都として定めら

れた北京は、1980年代から急速に都

市開発が進められ、2008年の北京オ

リンピックを機にさらに発展を続け

ている。

　現在、北京は上海に次ぐ第２の

経済都市として成長しており、国

内外から金融、貿易、情報関連の

企業が多く集まる CBD（Central 

Business District の略）エリアは、

高層ビルが立ち並ぶビジネスの中心

地となっている。

　また、近代的な景観と古都の風情

を併せ持つことも北京の大きな魅力

世界第２の経済大国

その歩みと課題

国家と共に発展した

首都北京の多様な姿

だ。現存する宮殿では世界最大とい

われる故宮や、明以降の歴代皇帝が

五穀豊穣を祈った天壇など、歴代王

朝ゆかりの世界遺産が各所に残り、

観光客でにぎわっている。

　他にも中国初の国立総合大学で、

国家重点大学にも指定されている北

京大学や、理工系の最高学府である

清華大学など世界的にも有名な権威

ある大学がそろい、学問の街という

側面も際立っている。

　政治と経済のみならず、教育や文

化の中心地でもある北京は、今後さ

らなる発展を目指している。

中国の首都にして2,000万人以上もの人口を擁する華北地域最大の
都市、 北京。 ビジネス街である CBD エリアは北京発展の象徴だ

2015年の上半期は前年同期比8.0% 増となり、３期連続で増加と
なった。 下半期も順調に推移すれば、 前年を超える投資額になる
ことが見込まれる
参考：独立行政法人日本貿易振興機構『2015年上半期の対中直接投資動向』
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静岡

新静岡

日吉町

東海
道本
線

東海
道新
幹線

静岡支店

駿府城公園

②
④

⑥

⑤

静岡

東静岡

清水

東海
道新
幹線

東海道本線

草薙
県立美術館前駅

駿府城公園
●

③

①

フジテック株式会社
中部支社・静岡支店 

住所：静岡県静岡市葵区
黒金町20-3

TEL：054-255-3701

東京と名古屋のほぼ中間に位置する静岡市。北は南アルプス、南は駿
河湾と豊かな自然に囲まれており、温暖な気候に恵まれた土地です。そ
の中には三保の松原、日本平などの景勝地もあり、「旅ゆけば しずお
か」をイメージとした積極的な観光戦略にも取り組んでいます。今回は、
そんな静岡市に出張したときのお勧めスポットをご紹介します。 

ちょっと寄り道 おとな旅
第
2
回静岡

※価格は全て税込

ととすけ

赤
あ か ん べ え

勘兵衛

おでんや おばちゃん

清水もつカレー

静
し ず

岡
お か

浅
せ ん

間
げ ん

神
じ ん

社
じ ゃ

水上バス

マグロ専門の運送業者の直営店だけあって、おいしいマグロをはじめとした新鮮な海の幸を安く、お腹いっぱい
食べられる。 人気は平日ランチ限定の「黒海鮮丼」。 清水港で水揚げされたマグロをはじめ、 新鮮な地魚、 生
の桜エビ、 生しらすなどがたっぷりのって1,000〜1,200円（その日の仕入れで値段は変更）。 ほとんどの定食に
は、 マグロのかまをオリジナルの製法で揚げ、 甘辛ダレを絡めた名物の「元祖ととすけあげ」が付くのもうれし
い。「利益度外視でやっています！」（代表の百々裕基さん）。
静岡市清水区島崎町149 まぐろ館2階   TEL：054-368-7364  地図内①

創業から30年を迎える昔ながらの居酒屋メニューを楽しめるお店。 地元食材を使った料
理の他、 新鮮なお刺身も味わえる。 店長の小長谷清さんとの気さくな会話を楽しみに、
会社帰りに立ち寄る人も多く、もちろん静岡支店の行きつけの店でもある。 出掛ける時
間がないときは、この一軒だけで静岡の食をいろいろと味わうことができてお勧め。
静岡市葵区昭和町5-1 田原ビル1F   TEL：054-251-0358  地図内④

1. 青魚を主原料とした黒はんぺん、2. 黒いスープ、3. 串に刺してある、4. 青のり・だし粉（魚の削
り節）をかける、5. 駄菓子屋にもある─「静岡おでん」を定義する五箇条だ。 その静岡おでんの
良さを知ってもらおうと、店主の杉浦孝さんはホームページから情報を発信し続けている。 結果、
北海道から沖縄まで津々浦々、果ては海外からも客が訪れる人気店となっている。もちろん、お
でんの味も絶品だ。  静岡市葵区常磐町1-8-7（青葉横丁内）   TEL：054-221-7400  地図内⑥

豚のもつにカレー味を付けたのが始まりの「もつカレー」は、
いまや清水のご当地グルメとして地元に根付いている。 それ
を静岡市に本社を置く、 はごろもフーズが、 清水もつカレー
総研監修の下に缶詰にした。 土産店などで購入できるこの
缶詰は、 柔らかなもつとスパイシーなカレーの織りなすハー
モニーに、思わず舌鼓を打ってしまう一品だ。 1缶432円。
はごろもフーズ株式会社   TEL：0120-123620

神部（かんべ）神社、 浅間（あさま）神社、 大歳
御祖（おおとしみおや）神社の三社を総称したの
が静岡浅間神社。 朝廷はじめ、 国司や武将の崇
敬を集め、 徳川家康も今川義元を烏帽子親とし
て、この神社で元服式を行ったという。 大歳御祖
神社は静岡市の地主神でもある。
静岡市葵区宮ヶ崎町102-1  TEL：054-245-1820
地図内⑤

「ととすけ」のある建物のすぐ脇には
水上バスの乗り場がある。 ここから

「三保の松原」を望む三保まで、15分
ほどで運んでくれる。 運賃は400円。

茶プリン
お茶の専門家が吟味した静岡茶で作った「茶
プリン」は、 同様の緑茶プリンの中でも草分け
的存在だ。 販売元の駿河屋忠兵衛は、 最高級
の玉露、 やぶ北茶を取り扱う茶問屋によって、
静岡発の名産品を発信するために設立された。
特製玉露シロップと甘さを控えた緑茶プリンの
調和が絶妙。 主要な土産店などで4個1,080円
で購入できる。
有限会社駿河屋忠兵衛  TEL：054-250-2868

静岡県立美術館
1986年に17世紀以降の東西の風景画
などを収集のテーマとして開館した。
1994年にはフランスの彫刻家、 オー
ギュスト・ロダンの作品を展示する
ロダン館も開館。 代表作である「考
える人」やダンテの新曲を主題とした

「地獄の門」をはじめ、 常時32体の
作品が並ぶ。 世界でも屈指のロダン
コレクションを誇っている。
静岡市駿河区谷田53-2
TEL：054-263-5755
地図内③

浮月楼
徳川最後の将軍・ 徳川慶喜が
暮らした屋敷跡。 後に静岡の
迎賓館という役割を経て、 現在
は2,000坪の日本庭園を眺めな
がら懐石料理が楽しめる料亭と
なっている。
静岡市葵区紺屋町11-1
TEL：054-252-0131  地図内②

Attend by

FUJITEC

SHIZUOKA

中部支社
静岡支店長

原 田  篤
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幸せの絶頂にあった夫婦が、戦争によって引き裂かれてしまう悲しみと深い愛を描いた
映画「ひまわり」（1970年製作／ビットリオ・デ・シーカ監督）の中で、主人公のジョバン
ナが行方不明になった夫の消息を尋ねるシーンに、広大なひまわり畑が登場する。この
シーンは、当時ソビエト連邦を形成していたウクライナで撮影された。同国は現在、欧州
の中でロシアに次ぐ第2位の国土面積を持ち、その肥沃な大地一面に咲き誇るひまわり
の花と名優ソフィア・ローレンの迫真の演技は、人々に鮮烈な印象を与えた。

ウクライナ／ひまわり畑

「USNET」（アスネット）は、お客様とフジテックがUS（私たち）となって結ばれ、明日のより 
 美しい都市機能を、共に目指していくためのコミュニケーション誌です。

「USNET」とは

映画の風景（表紙）

Ⓒ1970 - Compagnia Cinematografica Champion (It) - Films Concordia (Fr) - Surf Film Srl - All rights reserverd.




