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　摂津・播磨の両国にまたがる神戸

は、古くから京都と瀬戸内海方面を

結ぶ海上交通の要衝として機能して

きた。平安末期になると、武家政権

を打ち立てた平清盛が、「大
おおわだのとまり

輪田泊」

と呼ばれていた船着き場を改修。整

備された港は、宋や明との貿易拠点

として多くの船舶が行き交った。そ

の後、江戸時代の長い鎖国を経て、

港が世界に開かれたのは1868年。

神戸港は開港以来、日本屈指の規模

の国際港として発展した。

　かつての中央区海岸通り一帯は何

もない野原だったが、開港と同時に

神戸に駐留する外国人のための「神

戸外国人居留地」が築かれ、整然と

した西洋風の街並みが出現した。や

がて外国人は港を一望できる山手の

北野地区に住居を構えるようにな

り、「神戸北野異人館街」と呼ばれる

住宅街を形成。一方、日本との通商

条約が未締結だった清国の華僑は、

居留地の西側に南京町（中華街）を

つくった。これら居留地や異人館

街、南京町には今も往時の面影が感

じられ、エキゾチックでレトロな神

戸独特の雰囲気を醸成している。

　開港当時、神戸一帯の人口は3万

人に満たなかったが、市制が敷か

れた1889年には13万人に急増し、

1939年には100万人を突破。市街地

が焦土と化した終戦時には38万人

に激減したものの、1956年には再び

100万人を超えた。

　高度経済成長期に入ると、市街地

北側の山地から削った土砂でポート

アイランドをはじめとする人工島を

造成。1981年には地方博ブームの

先駆けとなる「神戸ポートアイラン

ド博覧会」を開催して成功させるな

ど、その都市経営手法は全国の市町

村の手本として賞賛された。

　そんな神戸市を1995年1月に襲

ったのが、淡路島沖の明石海峡を震

源とした阪神・淡路大震災である。

大震災の苦難を乗り越えた

日本有数の港湾都市

海と山に挟まれた魅力ある神戸市の景色

新旧の魅力が交錯する

「港都」神戸の
  都市ビジョン
2017年に開港150年を迎えた神戸。六甲山の美しい山並みと瀬戸内海に挟まれた神戸市は、
開港当時のレトロな面影をとどめながら、都市機能を備えた人工島を全国に先駆けて開発するなど、
先進的なまちづくりにも取り組んできた。阪神・淡路大震災からの復興を遂げた今、この都市は
将来に向けていかなるビジョンを描いているのだろうか。
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甚大な被害は近畿を中心とする広域

に及び、震源に近い神戸の市街地は

壊滅的な打撃を受けた。家屋倒壊

や火災で4,500 人を超える死者を出

し、ライフラインや交通ネットワー

クは寸断。港湾施設もほとんどが使

用不能となる中、神戸市は迅速に復

興計画を策定し、全力で復興事業を

推進してきた。

暮らしの質を高める 

都市づくりを模索

　震災から20年以上が経過した現

在、神戸市では新たな都市づくり

の指針として、「若者に選ばれるま

ち、誰もが活躍するまち」をコンセ

プトに「神戸2020ビジョン」を掲げ

ている。

　「神戸市の人口は2012年に減少傾

向に転じました。若者に住んでもら

うために都市ブランドに磨きをか

け、その結果として全ての市民の

暮らしの質を高めることが、『神戸

2020ビジョン』の目的です」と話す

のは、神戸市住宅都市局計画部計画

課調査係の泉伸介係長。

　そこには、起業支援や人材の育成

と定着を図る施策による神戸経済の

活性化、インフラ整備などにより、

市の総合力を高める具体的な施策が

盛り込まれている。

　「『神戸2020ビジョン』が若者を

意識しているのは、人口減少社会を

克服して都市を持続的に成長させる

ためです。神戸市は学生の人口が多

い一方で、卒業後に市外へ転居する

傾向が強いですが、社会人となって

からも神戸にとどまってもらいたい

と考えています。そのためには雇用

を創出して、都市の活力を高めなけ

ればなりません」（泉係長）

　神戸市では、ポートアイランドに

先端医療技術の研究開発機関を集積

する「神戸医療産業都市」という計

画を推進しており、国内最大規模の

医療産業拠点へと成長させてきた実

績がある。

　また、「神戸2020ビジョン」では、

国内外の成長型起業家（スタートア

ップ）を集める「神戸スタートアッ

プオフィス」を計画。神戸経済の活

性化を目指している。新事業の支援

では、専門家のメンターサポートや

成果発表の機会をもうけ、人材育成

の役割も担っている。

　これらを重要な施策として位置づ

ける神戸市では、今後さらに「産・

学・金・官」が協力し、新たな起

業・創業が連鎖的に創出されること

が期待されている。

神戸市全体に活力を与える 

三宮周辺の「再整備構想」

　神戸市には、ウォーターフロント

地区に近い三宮周辺地域の「再整備

基本構想」もある。

　「今、神戸は新たなステージを歩

み始めています。神戸の玄関口であ

る三宮の再整備は、その波及効果の

高さから神戸全体のまちや経済を活

性化するうえで不可欠であり、民間

活力の導入を図りながら、魅力的で

風格のある都市空間を実現していき

たい」と、神戸市住宅都市局都心再

整備本部都心三宮再整備課都心企画

係の菅原真也係長は話す。

　長引いた不景気の下では、民間事

業者によるビルの建て替えなどの再

開発もあまり進まなかった。しか

し、経済情勢の好転に加え、震災で

悪化した市の財政が安定してきたこ

とで、最近は三宮の再整備に対する

機運が高まっているという。

　「再整備基本構想」では、「人が主

役」との考えに基づき、複数の道路

が交差している三宮の駅前を広大な

歩行者中心の空間とする「三宮クロ

ススクエア」や、現在６カ所に分散

している中・長距離バスの乗降場を

集約して西日本最大級のバスターミ

ナルとする計画などがうたわれて

いる。バスターミナルの1期工事は

2020年の着工が計画され、「再整備

基本構想」全体はおおむね30年後

の実現を目指している。

　老朽化が進む中で、大震災の被害

を受けた神戸市役所の2号館建て替

えも検討され、そこにはイベントが

行われるホールなどを備えた「賑わ

い機能」を持たせる計画だ。

　「市役所を多くの人が集まる場に

することで、三宮駅周辺とウォータ

ーフロントエリアをつなぐ結節点に

することができます。新しいバスタ

ーミナルを整備するビルや市役所の

建て替えも、民間のアイデアや活力

を最大限に活用しスピーディーかつ

安定的に事業を進めていきたい。そ

して、わくわくするような非日常や、

良い意味での刺激を生み出す取り組

みを進めていきたい」（菅原係長）

　この「再整備基本構想」には、市

民会議などを通じて出された市民の

意見が反映されている。市が主催し

たワークショップには約300人もの

参加者が集まったといい、三宮再整

備に対する市民の関心の高さがうか

がえる。

　「神戸の大きな魅力は六甲山の山

並みと海に挟まれた景観です。その

良さを生かしながらまちに回遊性を

持たせることで、市民がより暮らし

やすく、観光客の誘致にもつながる

都市づくりを進められると思いま

す」と、泉係長・菅原係長は語り、

より良い都市づくりには行政と市

民、民間事業者が一体となることが

重要だと強調する。

西日本最大級のバスターミナルを建設し、 現在６カ所に分散しているバス乗降場を集約する計画

神戸駅

元町駅元町駅 三宮駅三宮駅 灘駅灘駅

新神戸駅新神戸駅

旧居留地・大丸前駅旧居留地・大丸前駅

みなと元町駅みなと元町駅
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三宮・花時計前駅三宮・花時計前駅
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駅

地下鉄西神・山手線

東海道本線

六甲山系

ウォーターフロント都心
ウォーターフロント交通軸

新たな海上交通

商業・アミューズ
メントゾーン

新たな創造産業
複合ゾーン

中央継起拠点
（波止場町1番地）

東継起拠点
（旧神戸生糸検査所周辺）

西継起拠点
（駅前広場・デュオドーム）

新たな都心生活提案ゾーン

ポートアイランド

神戸空港
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神戸市の多様な都市機能を持ったウォーターフロント
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うとしており、10年後の街並みは一

変しているでしょう」と話すのは、

神戸市中央区を拠点とする建隆マ

ネジメントの頴
え

川
がわ

欽
のり

和
かず

代表取締役。

1950年代にこの地で設立された貿

易会社を礎とする同社は、1980年

代以降不動産事業を本格化させ、現

在はグループ会社全体で貿易・不動

産・飲食・ホテル・社会貢献事業な

どに幅広く展開している。

　かつての旧居留地一帯は地味なオ

フィス街だったが、取得したビルに

最先端のアパレルショップなど、目

新しい商業施設をテナントとして入

れ、今日につながるお洒落なエリア

に変貌させるきっかけをつくった。

2018年３月には中央区磯上通に最

新のオフィスビルを竣工、アメリカ

の製薬会社が1棟全て借り上げるな

ど、企業誘致にも貢献している。

　「神戸の活性化には、時代時代で

変化していくまちに、新しい要素を

フィットさせていくことが必要で

す」と頴川代表取締役。中心街であ

る三宮に都市機能を集中させるのは

行政の役割だが、まちとしての魅力

を高めるにはハードが整った上でソ

フトを整備しなければならない。そ

の部分にこそ、「大阪や京都にはな

い神戸ならではの特徴に着目するべ

き」と頴川代表取締役は指摘する。

　「その一例が食文化で、神戸は明

石の海産物や淡路島の農産物の良さ

を国内外に発信することができま

す。当社グループはホテル事業やレ

ストラン事業を通じてそのことを実

践していますが、このような仕掛

けをする企業がたくさん現れれば、

神戸はもっと元気になるでしょう」

（頴川代表取締役）

　旧居留地のような古い景観を守る

ための規制もある程度は必要だが、

旧来の価値観を打破する「創造的破

壊」も都市にはなければならないと

頴川代表取締役は語る。

　行政と民間の協働によって、こ

れからの三宮、ひいては神戸市がど

のように発展していくのか。「神戸

2020ビジョン」や三宮周辺地区「再

整備基本構想」の行方が注目される。

官民の力を結集、 

まちの新たな魅力を創出

　それでは、民間の事業者は神戸の

未来像をどのように捉えているのだ

ろうか。

　「三宮は再開発ラッシュが起きよ

フジテック製エレベータが入る建隆マネジメント
本社ビルと頴川欽和代表取締役。 アパレルやカ
フェなどさまざまな事業を手がけており、 近年
は神戸の食文化の普及にも力を入れる

新設・リニューアルの両面から
神戸の発展を支える

　神戸支店では阪神地区の一部を除

く兵庫県全域をカバーしています。近

年は神戸市から受注する公共施設へ

の昇降機の導入案件が増加しており、

新港第4突堤にある神戸ポートターミ

ナルへのエレベータ増設もお任せいた

だきました。

　工期はわずか3カ月。このような短

納期を可能にしているのは、製造から

販売・メンテナンスまでを一貫して行

う当社ならではの連携体制です。今

後は神戸市の都市再開発に伴い、

民間のオフィスビルなどで新築需要が

見込まれます。総力を結集してお客

様に、「フジテックに任せれば安心」と

信頼していただける商品をお届けして

いきます。

田中 勲

フジテック株式会社
近畿統括本部  神戸支店

新設営業グループ
課長代理

　昇降機のリニューアル案件の受容

は堅調です。神戸ポートターミナル

では、エレベータの増設と同時に4

台のエスカレータのリニューアルをお

任せいただきました。リニューアルの

ニーズは民間のオフィスビルやマン

ションなどでも多く、美意識の高い神

戸市のお客様は、かご内の美装も望

まれるケースが少なくありません。

　また、阪神・淡路大震災で被災を

経験されているお客様は、地震・停

電時の安全対策に強い関心をお持ち

です。今後も技術部門と協力しなが

ら、多様なご要望に柔軟にお応えし

ていきます。

フジテック株式会社
近畿統括本部  神戸支店

サービス営業グループ
課長代理
梅田 聡

中央区にある製薬会社が入るオフィスビルには、
フジテック製エレベータが稼働しスムーズなフロ
アの移動を担う
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638m

昇降行程が世界最長のエレベータを新規受注

群馬県の新たな医療拠点

前橋赤十字病院
（群馬県前橋市）
■Outline

開院：2018年6月　施主：日本赤十字社　設計・監理：株式会社山下設計
施工：清水建設株式会社・小林工業株式会社・池下工業株式会社特別建設工事共同企業体　昇降機設置台数：エレベータ19台

世界のお客様を伝統美でお迎えする

ダイワロイヤルホテルグランデ京都
（京都府京都市）
■Outline

開業：2018年6月　施主：ケイエル・リース＆エステート株式会社　設計・監理・施工：大和ハウス工業株式会社　昇降機設置台数：エレベータ6台

　中国におけるフジテック・グループの中核会社「華昇フジテック」

が、2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック開催地に決定し

ている「張
ちょう

家
か

口
こう

」での新雪国プロジェクトにおいてエレベータを受注

しました。このエレベータは昇降行程が世界最長の638m、昇降

路は、「張家口」の標高2,159mの山中をくりぬき建設されます。

あわせてエレベータに行き着く横穴の掘削工事も進められています。

エレベータに乗り到着した山頂には、高級ホテルの建設が計画さ

れ、エレベータが完成すれば昇降行程が世界最長となります。

■エレベータの概要

速　　さ：上昇時 720 ｍ／min
　　　　　下降時 600m／min
昇降行程：	638m
台　　数：３台
機　　種：シャトルエレベータ

長い昇降行程を快適に乗降でき
るように、フジテック最新の制震
技術を採用しています。また、昇
降時の気圧の変化による、耳詰
まりの症状を緩和する技術も導入
されており、快適な乗り心地を実
現します。

新雪国プロジェクト向けエレベータ
（中国／河北省張家口）

北京冬季オリンピック・パラリンピック開催地

河北省張家口市が
2022年北京冬季オリ
ンピック・パラリンピッ
クの競技会場です。
ここから首都の北京
までは、およそ200㎞
離れており、現在、
高速鉄道の整備が進
行しています。

山の中にある駅と新幹線を結ぶニュートラム

張家口

北 京



　大阪メトロ御堂筋線・新金岡駅

から徒歩3分の好立地にある「フレ

スポしんかな」。フレスポは“フレ

ンドリースポット”の略称で、暮

らしに便利なショッピングセンタ

ーをコンセプトに全国展開する複

合商業施設のブランドです。同施

設は、2012年3月末に閉館した「し

んかな CITY」をリニューアルする

形で2013年9月にオープン。リニ

ューアル前から、三井住友信託銀

行が土地信託の受託者として運用

してきました。

　「約30年前に、お客様からお預か

りした土地を、商業施設として有効

活用してきました。当初は1階で生

鮮食品を販売できないなどの規制が

ありましたが、法改正で緩和。リニ

ューアル時には１階にテナントとし

てスーパーを入れるなど、地元のお

客様のニーズを吸収しながら、地域

に支持していただける商業施設とし

て運営してきました」と話すのは、

三井住友信託銀行不動産信託部の中

澤耕二次長。そんな同店は今年2月

までに、エスカレータ10台をフル

リニューアルしました。

　「本来、基幹設備の更新は、もう

少し先のはずでした。ですが、部品

が生産終了になるとのことで、更新

しなければ一番重要な安全面を担保

できないと考え、2016年に検討を始

めたのです」（中澤次長）

　とはいえ、2017 年度は信託期間

の最後の年。通常は、こうした多額

地元ニーズに応える施設

三井住友信託銀行
不動産信託部 担当次長
中澤 耕二様

フレスポしんかな
住所：大阪府堺市北区新金岡町5-1-1

竣工：1992年
リニューアル：エスカレータ10台

事前の計画を綿密に

フルリニューアルということで、既設の他

社エスカレータと仕様を変えないように、

当社の技術部門等、各関連部署に応

援を求めて対応させていただきました。ま

た、稼働中の施設のため、お客様をは

じめ建設会社、設計会社等にご協力い

ただき、事前に綿密な計画を立てた結

果、計画通りの工期で納品できました。

皆様に感謝です。

フジテック株式会社
近畿統括本部 西モダニ営業部
課長代理

衣畑 佑介

のコストがかかる工事は最終年には

行われないものですが、それでも中

澤次長は工事に踏み切りました。そ

の理由について、「顧客である委託

者からの要望に当行が真摯に応えた

結果です」と中澤次長は語ります。

関係を密にした工事体制

　リニューアルにあたって更新コス

トや、将来的なメンテナンスなども

踏まえ検討が進むなかで、中澤次長

が最も重視したのは安全面でした。

その中でフジテックをお選びいただ

いた理由は何だったのでしょうか。

　「安全を担保する“技術力”に長

けていると感じたことが一つ。そし

て、大規模な工事となるだけに、信

頼できるチームで仕事がしたかっ

た。その点、営業担当の方の人柄も

含め、信頼関係が構築できると確信

できたのが、大きな理由です」（中

澤次長）

　エスカレータの入れ替えは床・建

物の天井部分まで含めた工事が必要

で、関わる建設会社との調整が重要

となります。そのうえ、稼働中のリ

ニューアル前の施設で建物内部の状

況までフジテックだけで細かくチェ

ックするのは困難でした。そこで工

事前から2週間に1度、関わる建設

会社、設計会社等と全体連絡会議を

実施、懸念される点を共通課題とし

て、一つひとつ綿密な下打ち合わせ

を重ねました。

　工事は2017年6月からスタート。

施設の運営を考慮し、段階的にエリ

アごとの工事を行いました。施設は

稼働中のため、搬入出や音が出る作

業は夜間に行い、それ以外の作業は

営業中に仮囲い内で実施。工事は当

初の予定通り、今年２月に完了しま

した。

　「当行はお客様のベストパートナ

ーとして、信頼される信託銀行づく

りをモットーとしています。そのた

めには、お客様本位の業務運営こそ

が重要です。フジテックさんも同じ

意識を持っていると感じました。だ

からこそ、信頼できるパートナーと

して、工事を予定通りの工期で終え

ることができたと思います」（中澤

次長）

　それぞれがお客様の要望に可能な

限り真摯に向き合う──今回のリニ

ューアル工事はその努力の結晶とも

言えるものでした。

「フレスポしんかな」は大阪府堺市で地域に愛されてきた商業施設です。
利用者の安全と委託者の要望に応えるため、2018年2月にエスカレータ
10台のフルリニューアルを行いました。

リニューアル後のエスカレータ フロアプレート、 ステップ、 ハンドレールなどはもちろん、 機械部分もすべて最新
のものに入れ替えた

安全と信頼に応える
エスカレータのフルリニューアル
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アメリカとの国境沿いにあるナイアガラの滝。 カナダ側から見ると弓なり状に見える

国・地域名：カナダ　面積：998万4,670㎢　人口：約3,659万人（2017年）　首都：オタワ
通貨：カナダ・ドル　経済成長率：1.43％（2016年）　公用語：英語、フランス語カナダ

File No.9

多民族国家が切り拓く時代の最先端

　毎年20万人以上もの移民を受け

入れているカナダ。多文化主義政策

を掲げるカナダには、アジアからの

移民も多く、現在では200を超える

実にさまざまな民族が集まり、生活

している。

　カナダには先住民族がいたが、大

航海時代の到来でヨーロッパから人

が流入し、1497年にはイギリス、1534

年にはフランスがそれぞれ領有権を

主張。北米大陸における英仏の植民

地支配が始まった。やがて、1756年

にヨーロッパを舞台に７年戦争が勃

発し、植民地間の抗争も激しくなっ

ていく。その結果、1763年に締結し

　カナダは石油埋蔵量が世界第３位

という有数の資源大国だ。しかし、

2014年頃には原油価格暴落による

経済ショックが広がった。2017年以

降は原油価格が安定、経済成長が加

速し、輸出産業などの分野で成長が

見込まれている。主な貿易相手国は

アメリカで、エネルギー製品や自動

車などを中心に輸出している。

　そんなカナダの経済を支えるの

は、国内最大の都市であるトロン

たパリ条約で、フランスは北米大陸

から撤退することになる。

　一方、イギリスは1867年に連邦

制自治領への移行を定めた「英領北

アメリカ法」を制定。こうして、1931

年に独立国家としてカナダが誕生し

た。現在では多くの民族が共生し平

和に暮らす、モザイク社会の好事例

として世界から注目されている。

ト。文化都市としても知られ、ナイ

アガラの滝やオンタリオ美術館とい

った観光地へのアクセスも良く、演

劇や映画の劇場が数多く立地する。

　カナダのビジネス・金融の中心地

であるトロントには、国内外の金融

サービス業の本社や、最先端テクノ

ロジー企業の研究開発部門をはじ

め、さまざまな分野の企業が集積し

ている。

　特に最近では AI・深層心理の分

野で世界トップの IT 企業や人材が

集まっているという。その背景に

あるのは開放的な移民政策と、最

先端の研究を産官学が一体となっ

て支援する体制だ。トロント大学

が新設した AI 研究施設に企業が

500万ドルを拠出、独自の研究拠

点をトロントに開設したことは大

きな話題となった。これにより AI

研究が強化され、世界が注目する

ディープラーニング分野で飛躍的

な成果を出すことに期待が高まっ

ている。医療や金融、製造業など、

あらゆる分野で AI の活用が望まれ

るなか、AI 立国を目指すカナダが

今後、新たな時代を切り拓くこと

になるかもしれない。

カナダの経済を支え、 AI の技術を進化させていくトロントの街並み

カナダでは出生率は低いものの、 移民を年間 20 万人以
上受け入れることで人口が増加している

参考：U.S. News & World Report 

先進8カ国の人口の年間平均増加率（2000〜2010）

豊富な資源を持ち

AI立国を目指す

19世紀に誕生した

新しい形の多民族国家

フジテック・カナダ（トロント支店）

　お客様の信頼を得るためにも、私たちは質の高い仕事を目指して

います。トロント支店はニーズに沿った堅実な建設プロジェクトを行

う、顧客満足度が高い支店です。今後も、建設やメンテナンスを通

じてお客様の事業が成長・発展するためのサポートを行っていきます。

　カナダを訪れる機会があれば、北米で4番目に大きい都市トロント

にも足を延ばしてみてください。文化的な多様性を取り入れた街とし

て、さまざまな刺激を受けることができるでしょう。the Toronto Branch Manager 

Brad Tebo

フジテック・カナダ（トロント支店）
設立：1993年
所在地 ：15 East Wilmot Street
Richmond Hill, Ontario
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古くから港を中心に発展してきた神戸。奈良・平安時代には、瀬戸内海
屈指の港・大

お お わ だ の と ま り

輪田泊が存在し、宋・明との貿易拠点として栄えました。ま
た外国人居留地などを通じて、異国情緒溢れる文化が育まれるなど国
際港湾都市として、独自の文化を醸成しています。今回は、そんな神戸
市を中心にお薦めスポットを紹介します。

ちょっと寄り道 おとな旅
※ 価格は全て税込み

神戸牛焼肉
八坐和 本店
神戸牛を１頭買いしているため貴重な部位を堪能す
ることができる他、 焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き
をぜいたくに味わうことができることで有名。 夜にな
ると希少部位が盛り込まれたコースを頼むビジネス
パーソンも多く、「八坐和 キャロルコース（5,800円
～）」は飲み放題とあわせて楽しみたい。
兵庫県神戸市中央区三宮町2-3-1
TEL：078-392-0038  
地図内③

メリケンパーク
1868年に明治政府が開設した「メリケン波止場」があった場所に、1987年に作られた公
園。ランドマークの神戸ポートタワー以外にも、世界的建築家のオブジェや外国から寄贈
された銅像が多数配置されており観光客が多く訪れる。
兵庫県神戸市中央区波止場町2-2　TEL：078-327-8981  地図内①

元町映画館
映画芸術の存続と継承、 地域の活性化を目指すミニシアターと
して設立。 映画ファンが自分の手でつくり上げる映画館として
注目を集めた。 新旧含めた古今東西の名作が放映されており、
収益性に乏しく上映が困難なドキュメンタリー映画や新興諸国、
新進作家の作品の公開に努めるなど、 映画に対する愛情を深く
感じることができる劇場。
兵庫県神戸市中央区元町通4-1-12  TEL：078-366-2636
通常鑑賞料金：大人（1,700円）／学生（1,000円）
地図内⑤

ナガサワ文具センター本店
創業136周年を迎え、ステーショナリー専門店として近畿一帯に広
く知られる老舗。 時代に応じた品揃えで細かなニーズに応えてき
た。 お薦めは地元小学生が使う「神戸ノート（172円）」。 神戸市
の写真を使用したレトロな表紙で、市内のメーカーが戦後より製造
を始めた。 神戸市の郷土愛溢れるノートとして人気が高い。
兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18 ジュンク堂書店三宮店3F
TEL：078-321-4500  地図内⑥

FISH IN THE FOREST
〜TOOTH TOOTH×そら植物園〜
料理への“こだわり”と、アートやモード ､ 音楽といった“遊
び心”豊かな店舗が話題のカフェ。 神戸近郊の食材を使い、
壮大な植物に囲まれながら食事を楽しむことができるため、
世代を問わず愛される空間となっている。「FISH IN THE 
シーフードバターカレー（1,404円）」など、 見た目にもこだ
わった料理やケーキはどれも絶品。
兵庫県神戸市中央区波止場2-8
TEL：078-334-1820  地図内④

近畿統括本部
神戸支店長

藤木義順

神戸ポート
タワー

ホテル
オークラ
神戸

元町
中央郵便局
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歴史博物館花隈
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⑤

④
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フジテック（株）
神戸支店

神戸市役所

東遊園地神戸市立
博物館

大丸神戸店
●

●

●

神戸牛焼肉
八坐和 本店

ナガサワ文具
センター

フジテック（株）
神戸支店

元町

三宮

阪急
電鉄
神戸
高速
線

東海
道本
線
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ラ
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③

⑥

フジテック株式会社
近畿統括本部 神戸支店

住所：兵庫県神戸市
中央区海岸通6

TEL：078-391-4795　

第
9
回神戸

亀井堂総本店
1873年に現在の元町通りのある場所
に創業。 その後、 東京博覧会で出
品した「瓦せんべい」が大人気とな
り、 神戸名物として知られるように
なる。「瓦せんべい（96枚入り4,644
円）」などの食べやすい商品がお土
産として人気だ。
兵庫県神戸市中央区元町通6-3-17　
TEL：078-351-0001（代表）
地図内②
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「USNET」とは

ガストン・ルルーの怪奇小説を、作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバーがミュージカル舞
台として発表。その舞台をベースにしたジョエル・シュマッカー監督の「オペラ座の怪
人」（2004年公開）は、ミュージカル仕立ての構成でストーリーを盛り上げる。プリマドン
ナに抜擢された新人バレエダンサーのクリスティーヌや、オペラ座に隠れ住む怪人はも
ちろん、多くの役者を歌唱力で選抜し、ほとんどのシーンで吹替をせずに歌いあげた。
彼らの歌声によって、悲しくも美しい愛の物語を心で感じることができる。

パリ／オペラ座の怪人

映画の風景

フランス

パリ
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