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　大阪は、住
すみのえのつ

吉津や難
な に わ づ

波津など、上

代に開かれた港湾を中心に発展した

都市である。遣隋使や遣唐使を送り

出した両港は、大陸からさまざまな

文化を取り入れる窓口としても機能

し、7世紀には現在の大阪市中央区

に難波宮が置かれるなど重要な位置

にあった。都はその後、京都や奈良

などへ移されたが、大阪は長い時代

を通じて常に発展を続けてきた。

　1615年、豊臣氏が滅んだ「大坂夏

の陣」で町が一時荒廃するも、江戸

幕府は物流の拠点として河川や運河

を整備。これが米取引をはじめとす

る商業の発達を促し、やがて「天下

の台所」と呼ばれるようになった。

　市制が敷かれたのは1889年で、

第２次世界大戦時には空襲で甚大な

被害を受ける。だが、市民の努力に

よる迅速な復興で再び活気を取り戻

していった。

　1970年にはアジア初の万国博覧

会が開かれた。それから55年後と

なる2025年の万博開催地として大

阪は再び立候補している。

　これが実現すれば、2020年の東京

オリンピック・パラリンピックに続

く日本を活気づける大きなイベント

となるだろう。

　そのような大阪の中心地の一つ

が、JR 大阪駅周辺に広がる梅田エリ

アだ。1874年の鉄道開通による梅田

停車場 （JR 大阪駅の前身） の設置と

ともに発展し、1906年に阪神電気鉄

道、1910年に阪急電鉄の梅田駅が置

かれてからは、鉄道網が集中する一

大ターミナルとなった。

　かつての梅田は、「JR 大阪駅周辺

エリア」、阪神梅田駅南側の「JR 大

阪駅南エリア（ダイヤモンド地区）」、

阪急梅田駅周辺の「阪急梅田駅・茶

屋町エリア」がにぎわいの中心であ

った。近年では「うめきたエリア」

や「西梅田エリア」の開発が進み、

新たな活気を生み出している。

鉄道網が集中する

ターミナルエリアとして発展

大規模開発で大きな変貌を遂げつつある梅田エリア

住む人や訪れる人に快適な都市環境の提供を目指す

 進化を続ける
 「大阪・梅田」

JRや私鉄、地下鉄路線が集中し、1日に約250万人
もの乗降客数を誇る梅田エリア。近年では、ビルの
建て替えや、貨物ヤード跡地における大規模開発が
進んでいる。大阪の中心部として機能する梅田が、こ
れからどのように変貌しようとしているのかを探る。
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梅田の新たなランドマーク

大阪梅田ツインタワーズ

　既存のエリアでも多くの再開発事

業が進められており、とりわけ大き

な注目が集まるのが、梅田の中心部

に建設中の大阪梅田ツインタワーズ

だ。これは阪神百貨店の阪神梅田本

店が入る大阪神ビルディングと、オ

フィスビルの新阪急ビルの一体的な

建て替えによって誕生する高層ビル

で、2018年4月にⅠ期工事が竣工。

ビル名称を大阪梅田ツインタワー

ズ・サウスとし、6月に阪神百貨店が

部分開業した。全体の竣工予定を迎

える2022年春には、阪急百貨店が

入居する梅田阪急ビルを大阪梅田ツ

インタワーズ・ノースと改称する。

　「前身の両ビルは、長年にわたっ

て多くの人に親しまれてきました。

建て替え後も、梅田のランドマーク

となることを願っています」と話す

のは、大阪梅田ツインタワーズの開

発業務を担当する、阪急阪神不動産

の森永純取締役。部分開業した阪神

百貨店は盛況で、若い世代のお客様

を取り込むことにも成功している。

　大阪梅田ツインタワーズ・サウス

は新阪急ビルが担っていたオフィス

機能も受け継ぎ、地上11階から38

階が西日本最大規模の貸室面積を誇

るオフィスフロアとなる。共用部に

はパーソナルワークスペースやラウ

ンジ、フィットネスジムなどを備

え、快適に働きながら生産性も高め

られる次世代のオフィス環境を実現

する計画だ。

　「もともと大阪駅の南側は、“玄

関口”として機能してきました。

近年の『うめきた』地区の開発によ

って北側が活況を呈していますが、

阪神梅田駅、大阪駅に隣接する好立

地を生かし、大阪梅田ツインタワー

ズを、改めて多くの人が訪れる梅田

の中心軸にしたいですね」

　そう語る森永取締役は、梅田のさ

らなる成長には各エリアが互いに刺

激し合うことが不可欠だという。ま

た、エリアの建物を再整備するだけ

ではなく、歩行環境の向上や、難波

などに比べて少ない外国人観光客の

呼び込みを図ることなどで、梅田全

体がさらに活気にあふれるはずだと

指摘する。

うめきた地区の大規模開発	

先駆けとなった新梅田シティ

　現在、大阪駅の北側には広大な貨

物ヤード跡地があり、その北西側に

隣接して、梅田スカイビルとウェス

ティンホテル大阪を中心に構成され

る新梅田シティがある。

　｢ この計画地の一部を当社が取得

したのは1981年ですが、その時は

明確な開発方針はなかったと思われ

ます ｣ と語るのは、新梅田シティ

の開発を手掛けた積水ハウス開発事

業部の那
な が せ

俄性一志部長。

　「大阪の新名所になるように、周

辺地域へのインパクトになる開発を

行い、大阪駅の北側に多くの人を呼

び込みたい」との思いを託し、積水

ハウスを含む4社の共同事業で1993

年に竣工させたのが、新梅田シティ

である。

　その中心である梅田スカイビル

は地下2階、地上40階建て、高さ

JR大阪駅

阪急 梅田駅
うめきたエリア

西梅田エリア

北新地エリア

JR大阪駅周辺エリア

JR 大阪駅南エリア
（ダイヤモンド地区）

東通・
お初天神エリア

阪急梅田駅・茶屋町エリア

新梅田シティ
梅田スカイビル

大阪梅田
ツインタワーズ・サウス

大阪梅田
ツインタワーズ・サウス

梅田阪急ビル
（大阪梅田ツインタワーズ・ノース）
梅田阪急ビル

（大阪梅田ツインタワーズ・ノース）

グランフロント大阪グランフロント大阪
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下
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阪神 梅田駅

地
下
鉄 

西
梅
田
駅

JR 北新地駅
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大阪梅田ツインタワーズ・サウス（完成予想図） 最上部に空中庭園展望台が設置された梅田スカイビル。 フジテック製の展望用エレベータが稼働している

大阪梅田ツインタワーズ・サウスに入るフジテック製のエスカレータ

173m を誇る。また、東棟と西棟の

最上部が連結した円形の空中庭園展

望台を設置し、大阪の中心街を一望

できるつくりとなっている。海外か

らの観光客も多く、入場者は年間約

150万人（2017年度）。今や大阪を代

表する観光スポットの一つだ。

　この新梅田シティの開発事業が貨

物ヤード跡地を有効活用する「うめ

きた」開発計画を後押しし、2013年

にはその一期区域として、複合商業

施設や高層マンションなどからなる

森永 純様

阪急阪神不動産株式会社
取締役 開発事業本部 副本部長
開発推進部長

那俄性 一志様

積水ハウス株式会社
開発事業部 設計担当
部長

梅田エリアマップ
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グランフロント大阪がオープンし

た。現在は「うめきた二期区域」の

開発が進められようとしており、グ

ランフロント大阪の開発事業者の一

社でもある積水ハウスと先の阪急阪

神不動産は、二期においても参画が

決まっている。

　「二期区域が開発されると、うめ

きた地区全体が一体化し、駅からの

連続性が生まれることになります」

（那俄性部長）

　新梅田シティの計画段階から開発

に参画し、大阪駅北側の景観が大き

く変化する様子を数十年にわたって

見守ってきた那俄性部長には、二期

区域の開発に対して特別な思いがあ

る。2024年には、約16ha の二期区

域がまち開きする予定。新梅田シテ

ィがうめきた地区発展の礎となった

ように、二期区域の開発が周辺地域

のさらなる活性化に寄与することを

切に願っているという。

回遊性の確保や緑化で	

都市の価値を高める

　このような梅田の再開発に、行政

はどんな期待を寄せているのだろう

か。大阪市都市計画局企画振興部

うめきた企画担当の荒木敏課長は、

「梅田のまちづくりは歴史的に各鉄

道事業者が個別に進めてきたため、

一体感に欠ける側面がありました。

そこで10年ほど前から民間事業者

や有識者が“広域梅田”という観

点からグランドデザインを検討し、

関係者が協力して都市の価値向上を

考えてきました」と話す。

　大阪市も議論に参加し、歩行環境

の改善で梅田全体の回遊性を高める

方針を決定した。それに基づき、大

阪梅田ツインタワーズ・サウスⅠ期

工事の竣工と同時に、大阪駅とビル

を結ぶデッキが開通。

　「業務・商業施設が集中する大阪

駅の南側に、大阪梅田ツインタワー

ズが加わることで、駅南側にさらな

るにぎわいが生まれることに期待し

ています」（荒木課長）

　一方、駅北側のうめきた二期区域

については、15社のコンソーシアム

による具体的な開発プランがまとま

ったところだ。北街区と南街区にオ

フィス、ホテル、商業施設、MICE

施設※、イノベーション施設、分譲

住宅などの建設が計画され、これま

でにないまったく新しい都市が出現

することになる。

　「約4.5ha もの面積の公園が設け

られるのも、二期区域開発の特徴で

す。巨大ターミナルのすぐ近くにこ

れだけ大規模な公園が設置されるの

は、国内で例を見ないのではないで

しょうか」と話すのは、大阪市都市

計画局企画振興部うめきた整備担当

の臼田利之係長。

　大阪駅前という一等地の収益性を

犠牲にしてでも都市公園にすること

を決めたのは、“人が憩える豊かな

緑があってこそ都市の価値が高ま

る”との考えによるものだ。新梅

田シティの敷地内には、森や里山を

再現した豊かな緑地が設けられてい

るが、この市営公園によって“緑

のネットワーク”が生まれ、梅田

エリアに潤いがもたらされることに

なる。

西梅田地区の再編や新駅

開設で利便性がさらに向上

　近年、オフィスビルや商業施設、

ホテルなどが建ち並ぶようになった

西梅田地区には、大阪中央郵便局や

周辺のビルを一体的に建て替える計

画があり、さらなる発展が見込まれ

ている。また、うめきた二期区域の

地下には、JR 北梅田駅（仮称）も建

設中だ（2023年開業予定）。この新

駅が誕生すれば関西国際空港にアク

セスする JR の特急列車を利用でき

るようになり、現在難波などに集中

している外国人観光客を梅田に誘致

する効果も生まれそうだ。

　エコノミスト誌発表の「世界で最

も住みやすい都市ランキング2018」

で、大阪はウィーン、メルボルンに

次ぐ世界3位にランクインした。公

共交通機関の利便性などが評価され

た結果だが、その中心部である梅田

が、住む人にとっても訪れる人にと

ってもますます快適性を増すことは、

大阪という都市全体の魅力を高める

ことに大きく貢献することになる。

－営業推進部の主な役割を教えて

ください。

平岡 : 大型案件を含めた新規開発物

件に対し、事業主様や設計事務所

様などにアプローチし、昇降機に対

するご要望を当社の開発・設計部門

にスピーディーに伝えることです。ま

た増加傾向にある、昇降機リニュー

アル事業においても、事業主様の営

業のサポートを行っています。

―フジテックの強みはどんな点にあ

ると考えますか。

山田 : 開発・設計・販売・製造・据

付・メンテナンス・リニューアルと、一

貫体制で行い、お客様のニーズに迅

速に対応できる点です。営業部門と

技術部門のコミュニケーションが密なの

も当社の強みだと思います。

平岡 : 営業部門と技術部門で連携し

た例が「大阪梅田ツインタワーズ・

サウス」様のⅠ期工事に納入した、7

台のエスカレータです。多くの人がご

利用になる公共性の高い昇降機なの

で、不測の事態に備え、手すり下の

ガラスパネルを短時間で交換できる

新製品を開発しました。そうした開発

力もお客様から高くご評価いただいて

います。現在はⅡ期工事へ向けた社

内でのプロジェクトも進行中です。

―今後の梅田あるいは大阪の発展

にどのように貢献していきたいですか。

平岡 : オフィスや商業施設に加え、近

年はホテルも急増しています。“安全・

安心” な昇降機の納入と、高品質な

メンテナンスを提供することで、快適

な都市づくりに貢献したいですね。

山田 : 都市再編に伴い、梅田地区に

も高層マンションを含めた多くの建築

物件が企画されております。そうした

案件にも、全社が一丸となって取り組

み、フジテックの評価を高める一翼を

担いたいと思っています。

多様な昇降機へのニーズに応えながら
梅田の再開発に貢献します

JR 大阪駅に隣接する広大な貨物ヤード跡地（写真中央）に新たな都市が出現しようとしている

フジテック株式会社
近畿統括本部
営業推進部 課長代理

平岡 裕美子
（写真左）

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
（写真右）

フジテック・インタビュー

荒木 敏様

大阪市都市計画局
企画振興部 
うめきた企画担当課長
（兼）経済戦略局
企画総務部
調整担当課長

臼田 利之様

大阪市都市計画局
企画振興部
うめきた整備担当 
大阪府 住宅まちづくり部
空間創造室（併任）
担当係長

※会議、研修旅行、国際会議、展示会の総称
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東京・大手町エリア最大級の高層ツインビル

大手町プレイス （東京都千代田区）
■ Outline

ウエストタワー　施主 ： NTT 都市開発株式会社　設計 ： 株式会社日本設計　施工：株式会社竹中工務店
イーストタワー　施主 ： 独立行政法人都市再生機構　設計 ： 株式会社大林組　施工：株式会社大林組　
竣工：2018年8月　昇降機設置台数：エレベータ32台、 エスカレータ31台
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ラ・プラタ川のほとりに建つラグジュアリーな空間

アルヴィア・アイコン・ホテル ＆ レジデンス
（アルゼンチン／ブエノスアイレス）

■ Outline

竣工 ： 2017 年 6 月　施主：Alvear Hotels Chain　設計・監理： PFZ Architects　施工：Pellegrinet
昇降機設置台数：エレベータ15 台、 エスカレータ2 台

金融の中心地・汝
よ

矣
い

島
ど

至近のオフィスタワー

ヤングシティ （韓国／ソウル）
■ Outline

開業 ： 2017 年 12 月　施主 ：Standard Chartered　設計・監理： KIAHN architecture, HANKI Architects
昇降機設置台数：エレベータ26台、 エスカレータ8台



株式会社エム・エス・ビルサポート
技術部 部長
古田 大量様

築地616ビル
住所：東京都中央区築地6-16-1

竣工：1994年
リニューアル：エレベータ2台

停止期間を最短に工夫

「築地616ビル」に設置された2台の

エレベータを同時に停止する工事は、

平日の夜間に行うことで、テナント様

へのご不便を最小限に抑えました。

管理会社様がエレベータのリニューア

ルに関する理解をお持ちだったため、

計画どおり１台を約２週間で完了する

ことができました。ご協力に感謝いた

します。

フジテック株式会社
首都圏統括本部　東モダニ営業部
課長代理

玉川 寛之

かご内の照明を LED に変更。
天井、操作盤、側壁のパネル、
床なども一新。高級感を残し
つつも、明るさを意識した

　東京メトロ日比谷線・築地駅から

徒歩6分、都営大江戸線・勝どき駅

から徒歩8分にある「築地616ビル」。

銀座や新橋が徒歩圏となる立地に恵

まれたこのビルは、地下1階、地上

9階建てのオフィステナントビルと

して1994年に竣工しました。

　この物件の管理はエム・エス・ビ

ルサポートが行っています。同社の

株主は、総合デベロッパーである三

井不動産とオフィス賃貸仲介の最大

手・三幸エステート。三井不動産が

積み上げてきた不動産運営ノウハウ

に加えて、三幸エステートが持つテ

ナントリーシング力（テナントを空

き店舗などに誘致すること）を引き

継ぎ、発展した会社です。

　同社のビジネスの柱の一つは、プ

ロパティマネジメント事業。ビルオ

ーナーに寄り添い、負荷がかからな

いようにビルを運営するのはもちろ

んのこと、不動産価値を高めるため

に適切な手を打っていく──そうし

て培ってきた信頼の高さは、同社が

管理する物件が300棟にも及ぶこと

からもわかります。

　「築地616ビル」もその一つであ

り、昨年、エレベータのリニューア

ルを実施。2台のエレベータの機能が

充実し、装いも新たになりました。

既存不適格の解消のために

　「地震を含めた災害に対する備え

は、最も気を使うべきところです。

このビルは1994年に竣工し、その

後の法改正により、エレベータが既

存不適格となっていることが懸念事

項でした」と語るのは、同社技術部

の古田大
だい

量
りょう

部長。当時の最新設備を

採用していても、2009年と2014年

の法改正により耐震基準が変わって

います。違法ではないものの、ビル

利用者の“安全・安心”、ビルの資

産価値の面からも気になっていたと

言います。

　そこで既存不適格の解消を目的に

リニューアルを行うことを検討。昨

年、「制御盤交換パッケージ」と、か

ご交換を実施しました。加えて、戸

開走行保護装置や P 波センサー付

地震時管制運転装置、耐震補強に対

応した「安全向上パッケージ」を導

入し、既存不適格が解消しました。

　工事にあたり、リニューアル後の

性能向上は当たり前のこと、エレベ

ータを停止させる期間をなるべく短

縮するように要望したという古田部

長。「希望どおりに進んだ上、工事

期間中は報告もきちんとしていただ

き、施工管理に関する満足度は高か

ったです。エレベータの更新は夜間

に行うことが多いため、日中に報告

がいただけないこともありますから

ね」（古田部長）

　また、リニューアルしたかご内も

利用者から好評。竣工当時は、照明

を抑えて高級感を演出するのがトレ

ンドでしたが、現在は“安全・安

心”の面からも明るい意匠が好ま

れるようになっています。

　そこで色合いをシックにまとめる

ことで高級感を保ち、照明を LED

に変更しました。操作盤やパネル、

床も刷新して明るいかご内を演出し

ています。

　今回のリニューアルに満足したと

伺った中、古田部長から一つご指摘

がありました。それは、かごに設置

されているプラズマクラスターイオ

ン発生装置「イオンフル」について

でした。「エレベータ内の空気をき

れいにしてくれる『イオンフル』は

いいですね。しかも、標準装備され

ています。ですが、もっとアピール

したほうがいいと思いますね。装置

の性質上、目立たないので利用者も

よくわからず、もったいなく感じま

す」（古田部長）

　古田部長のご意見を参考に、今後

も、より一層の製品・サービスの充

実を図ってまいります。

東京都中央区築地と勝どきの間に立地する「築地616ビル」。このオフィスビルでは、
利用者の安全を守り、ビルの価値を高めるため、2017年11月にエレベータ2台のリニ
ューアルが行われました。

お客様の安全とビルの価値向上を
両立するエレベータのリニューアル
～築地616ビル～東京都

好立地なオフィスビル

10 USNET  No.53 USNET  No.53 11



マレーシアの国花は赤いハイビスカス。 赤い色は「勇気」の象徴であり、
５つの花びらがそれぞれ「神への信仰・国王および国家への忠誠・憲法の
遵守・法による統治・良識ある行動と特性」という国是を表している

国・地域名：マレーシア　面積：33万290㎢　人口：3,205万人（2017年）　首都：クアラルンプール
通貨：リンギ　経済成長率：5.9％（2017年）　公用語：マレー語マレーシア

File No.10

政権交代後の経済動向に
注目が集まるマレーシア

　東南アジアの中央に位置するマレ

ーシア。先住民族を含むマレー系、

中国系、インド系などさまざまな民

族が、互いの宗教や伝統を尊重し融

合させて独特の文化を生み出してい

る。イスラム教を国教に持つが、仏

教、キリスト教、ヒンズー教など信

仰は自由で、食文化や祭りも実に多

彩である。

　15世紀初頭に母体となるマラッ

カ王国が建国され、東西貿易の要衝

として栄えたが、16世紀以降、地

理的優位性に注目したポルトガルや

オランダ、イギリスから支配を受け

た。第２次世界大戦後、1963年にマ

動物の楽園としても有名。またユネ

スコ世界遺産に指定された景勝地も

多い。暮らしやすさについても評価

は高く、特に日本人からは観光や長

期滞在にとどまらず、移住したい

国として12年連続1位に選ばれるな

ど、高い人気を誇っている※。

　マレーシアは1957年にイギリス

から独立以降、天然ゴムや天然ガ

ス、パーム油など豊かな天然資源と

農業を足掛かりに経済を発展させて

きた。70年代には「新経済政策」が

レーシア連邦が成立。1965年のシン

ガポール独立を経て、現在の姿が形

成された。

　首都クアラルンプールでは、イギ

リス統治時代の建築物や「ペトロナ

スツインタワー」に代表される近代

建築の数々に豊かな自然が見事に調

和し、観光客を楽しませている。国

土の7割が熱帯雨林に覆われ、希少

発表され、国主導で主要産業を農業

から工業へ移行。80年代にかけて電

気・電子製品の輸出が急激に拡大し

た。その勢いも2000年代に入ると

中国の台頭やアジア周辺各国との競

争により鈍化したが、近年は電子部

品や半導体の輸出が伸長、経済を安

定的に牽引している。

　2018年に入り大きな話題となっ

たのが、マレーシア総選挙である。

過去2度の就任で22年間の首相経

験を持つマハティール氏が92歳に

して野党から返り咲き、史上初の政

権交代としても注目を集めた。今

年9月から導入された GST（消費

税）に代わる SST（売上税およびサ

ービス税）がどのように影響してく

るか、新政権の手腕が問われるとこ

ろ。これまでマレーシア経済を牽引

してきた個人消費にさらなる拡大を

もたらすか、国家財政の回復に期待

が集まる。

　マハティール氏が1991年に発表

した経済社会開発構想「ビジョン

2020」は、マレーシアが経済、政

治、社会、文化、精神などのあらゆ

る側面で先進国入りするための礎と

なってきた。2020年を目前に、さら

なる飛躍が見逃せない。

首都クアラルンプールは人口180万人以上。 街のシンボル「ペトロナスツインタワー」（写真右側）の高さは452m にもなる

日本と安定した貿易関係を結んでいるが、 シンガポールと中国を相手国と
した輸出入が活発。 中国が主導する「一帯一路」の関連プロジェクトによ
りマレーシアの対中関係はさらに緊密化している
参考：外務省　マレーシア基礎データ「主要貿易相手国」

マレーシアの主要貿易相手国

個人消費の拡大で

さらなる経済成長が期待

東西の文化が交じり合う

アジア随一の多民族国家

フジテック・マレーシア

　マレーシアでは、「仕事・生活・ショッピング」を一緒に

行える複合施設の開発がトレンドです。そのニーズに応

えるためには、価格・品質そしてデザインともに魅力ある

製品を提供できるだけでなく、お客様との関係性を重視

したアフターサービスが重要です。フジテックがマレーシ

アにおけるナンバーワンブランドとなるよう、シェア拡大

に努力を重ねていきます。Managing Director

HC Leong
フジテック・マレーシア
設立：1979年10月
所在地 ：Unit D-5-59, Block Dahlia, 10 
Boulevard Lebuhraya Sprint, Pju 6A 
47400 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia

2012 2013 2014 2015 2016

1位 シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール

2位 中国 中国 中国 中国 中国

3位 日本 日本 日本 米国 米国

2012 2013 2014 2015 2016

1位 中国 中国 中国 中国 中国

2位 シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール

3位 日本 日本 日本 米国 日本

輸出

輸入

※一般財団法人ロングステイ財団
  「ロングステイ調査統計2018」
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江戸時代に行われた新田開発により、日本を代表する米の生産地とな
った新潟県。全国で5番目に広い面積と信濃川が流れる豊かな土壌を
持ち、農・林・水産のいずれの分野も盛んだ。また、近年は新潟文化の
発信やスポーツ振興などにも力を注いでいる。今回は、新潟県の県庁
所在地である新潟市のお薦めスポットをご紹介。

ちょっと寄り道 おとな旅
※価格は全て税込み

新潟県政記念館
新潟県会議事堂として1883年に建てられてから1932年
までの約50年間、県政の審議が行われていた。西洋
の建築様式を取り入れた荘厳な雰囲気の議場などを自
由に見学できる。明治初めの府県会開設期の議事堂と
して唯一現存する歴史的建築物として、国の重要文化
財に指定されている。
新潟県新潟市中央区一番堀通町3-3
開館時間：9：00 ～ 16：30　休館日：祝日、毎週月曜日
TEL：025-228-3607 

須坂屋そば
新潟駅前店
一口大に丸めたそばを、「へぎ」と
いわれる薄い板の器に並べて出す
ことから名付けられた「へぎそば2
〜3人前（2,1１0円）」。玄そばのつ
なぎに布

ふ の り
海苔を使っており、コシが

強くのど越しも良い。平日・休日
問わず多くの人が訪れる人気店。
新潟県新潟市中央区弁天1-4-29 
TEL：025-241-7705  

首都圏統括本部
北信越支店長

玉岡 慎也

萬代橋
●

●

信濃
川

新潟国際
大学

朱鷺メッセ

●万代市民会館

●みなとぴあ

●長音寺

伊勢丹

新潟

●

信濃
川

●天満宮

●
新潟県庁

白山 ●

●

●越後
線

新潟
家庭裁判所

新潟市役所

新潟
警察署

フジテック（株）
北信越支店

フジテック株式会社
 首都圏統括本部 北信越支店

新潟県新潟市中央区
出来島1-5-55

TEL：025-283-6166 

第
10
回新潟

越後亀紺屋
新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
創業は江戸時代の1748年。創業270年を迎え、長年にわたり
「染め」の仕事に携わってきた。昔ながらの技法である注ぎ
染め・引き染め・浸し染めを用いて製作される「新潟手ぬぐ
い（972円）」などには独特の優しさと品格がある。新潟手ぬぐ
いは取扱店の一つ、新潟市民芸術文化会館で購入することが
できる。
新潟県新潟市中央区一番堀通町3-2
TEL：025-224-5622 

弥五左ェ門の命を救う金刀比羅様の御姿絵

田舎家 新潟古町本店
1956年の創業後に初代店主が考案し、北大路魯山人のアドバイスにより商品化したわっぱ
飯は、新潟を代表する郷土料理となっている。特に人気が高いのは「わっぱ飯セット鮭親子
（昼：2,484円、夜：2,808円）」。カツオと昆布のだしを加えて炊いたご飯の上に新鮮ない
くらと鮭をぜいたくに使った逸品を求めて、県内外から多くの美食家やファンが訪れている。
新潟県新潟市中央区古町通九番町1457   TEL：025-223-1266 

廻船問屋を営む鈴木弥
や
五
ご
左
ざ
ェ
え
門
もん
が嵐に見舞われ、船が沈没す

る前に金刀比羅様に救われたことから、金刀比羅様を祭って
いる神社。境内には古くからある霊石の「清麗の石」や、一
粒万倍を願う「金運こづち」があり、明日の運勢を占うおみく
じは無料で引くことができる。
新潟県新潟市中央区寄合町4579   TEL：025-222-7591

地図内②

地図内①
ぽんしゅ館 新潟駅店
新潟駅西口改札と直結している同店では、新潟の地酒や土産が多数販売されている。
特に人気が高いのが「利き酒番所」。新潟にある全蔵の中から5種類を利き酒できる
（500円）。さまざまな種類の日本酒を試したい人や外国人観光客が多く訪れている。
新潟県新潟市中央区花園1-96-47ホテルメッツ新潟3F
営業時間：9：00 ～ 21：00  利き酒番所：9：30 ～ 20：30（20：15ラストオーダー）
TEL：025-240-7090 

地図内④

地図内⑤

地図内⑥

地図内③
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「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

『ベン・ハー』は、ルー・ウォーレスが1880年に発表した同名の小説を、1959年にウィリ
アム・ワイラー監督が映画化した作品。ローマ帝政を時代背景に、主人公のユダ・ベン・
ハーの人生とイエス・キリストの人生を交錯させることで、物語に深みを与えている。
新総督を迎える式典で不慮の事故から総督暗殺未遂の疑いをかけられたベン一家は離
散、自身も罪人としてガレー船の漕ぎ手となってしまう。水すら与えられず苦しむベン
に、たまたま通りがかったキリストが水を飲ませ、2人は出会う―。アカデミー賞で作
品賞など11部門でオスカーを獲得した記録が未だ破られていない、不朽の名作。

イタリア／ローマ

映画の風景

写真：Everett Collection/アフロ

ローマ

イタリア


