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はその後の名古屋の発展にとって大

きな出来事だった。

　1889年に東海道本線が全線開通

し、さらに現在の関西本線や中央本

線が乗り入れるようになると、名古

屋駅は徐々に人や物が集まる重要な

交通拠点となっていく。

　乗降客数や貨物量も増え、既存施

設では対応しきれなくなったため、

1937年２月、笹島の北側に地上６

階地下１階建ての駅舎が新築され、

旅客駅は現在の場所に移転した。

　その後、終戦を経て、高度成長期

には東海道新幹線や市営地下鉄など

も乗り入れるようになり、地下街も

発展して、名古屋駅は巨大ターミナ

ルへ成長した。一方、笹島は貨物専

用駅となり、隣接する中川運河とと

もに一大物流拠点として機能した

が、1986年に廃止となった。

新駅ビル完成から

急速に進む平成の駅前再開発

　平成に入ると、老朽化した駅舎の

名古屋駅東側周辺
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　超高層ビルの建設ラッシュが続

き、ここ数年で街が一変した JR名

古屋駅周辺。2027年にはリニア中央

新幹線の開通も予定され、今、国

内で最も勢いがあり注目されるエ

リアの一つと言えるだろう。

　名古屋駅の誕生は、1886年５月に

さかのぼる。政府が東京と京都を

結ぶ幹線鉄道の建設を決定し、そ

れにあわせて現在の駅より200メー

トルほど南側、今の笹島交差点付

近に停車場が造られた。当時、こ

の一帯は葦
あし

が茂る湿地であり、沼

が多く寂しい所だったという。当

初の政府案では、幹線鉄道は山側の

中山道ルートに敷設される予定だっ

た。しかし、峠の多い山岳地域の工

事は難航が予想され、また、当時の

名古屋区長の政府への強い働き掛け

もあって、最終的に名古屋を経由す

る東海道ルートが採用された。これ

「名古屋駅周辺」
スーパーターミナルへと
変貌を遂げる

リニア開通を見据えた大規模再開発

幹線鉄道の開通が

名古屋駅発展の始まり

1886年の開業以来、関東と関西を結ぶ重要な拠点として発展してきた“名古屋駅周辺エリア”。
平成に入ると、駅の東側を中心に駅前の大規模な再開発が行われ、高層ビルがいくつも立ち並ぶようになった。
2027年にはリニア中央新幹線の開通も予定され、駅の西側をはじめ、今後もさらに発展を続けていく名古屋に
スポットを当てる。
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で、フジテックに対する安心感は大

きいですね」（柏木専務）

国際歓迎・交流の拠点を

目指す「ささしまライブ24」

　再開発が活発なのは、名古屋駅の

東側だけではない。今、新しいまち

づくりが大規模に進行しているのが

駅の南側、「ささしまライブ24」地

区だ。

　1986年に廃止された笹島貨物駅

の広大な跡地は、都心に残された貴

重な遊休地として有効利用が期待さ

れていた。名古屋市は、この笹島駅

跡地から中川運河船だまり周辺まで

を含めたエリアを「ささしまライブ

24」と名付け、名古屋の顔となる新

たなまちづくりに向けて、土地区画

整理事業を進めてきた。2004年にあ

おなみ線が開通し、2005年に開催さ

れた日本万国博覧会（愛・地球博）

では、ここがサテライト会場として

利用され、350万人の来場者が訪れ

ている。

　名古屋市住宅都市局の奥谷伸幸主

幹は、「ささしまライブ24の開発コ

ンセプトは、『国際歓迎・交流の拠

点形成をめざした、賑わいのある複

合型のまちづくり』です。基盤整備

は名古屋市が行い、開発は民間事業

上空から見た名古屋駅周辺。高層ビルが立ち並ぶ右上が名古屋駅東側、中央左側が「ささしまライブ24」地区

株式会社出雲殿
専務取締役

マリエカリヨン名古屋（名古屋市中村区名駅南2-7-46）
フジテック製エレベータ６台で“安全・安心”を提供するとともに、
ゴールドの扉など華やかな意匠で新しい門出を演出する柏木 真喜雄様

ささしまライブ24

名古屋駅

建て替えが決定。1999年、２つの

高層タワーからなる新駅ビルが完成

した。これをきっかけとして、駅前

再開発の機運が一気に高まり、駅の

東側を中心に超高層ビルの建設計画

がいくつも立ち上がった。それらが

今、続々と完成しているのだ。

　その一つが、2015年に竣工した

「ＪＰタワー名古屋」だ。駅と直結

する地上40階、地下３階建て、中

部圏最大級のタワーは、最先端の都

市型複合施設で名古屋の新しいラン

ドマークとなっている。

　開放感のある吹き抜けのアトリウ

ムや、随所にアートを取り入れた上

質な意匠が特徴的で、上層階のオフ

ィスフロアでは多くの人が行き来し

ており、低層階には商業施設「ＫＩ

ＴＴＥ名古屋」が入り、訪れる客で

連日賑わいを見せている。

地元に愛される駅前の

結婚式場「マリエカリヨン」

　駅から徒歩10分という好立地に

建つ結婚式場「マリエカリヨン名古

屋」は、名古屋駅周辺の変化を28

年間見つめ続けてきた老舗的存在と

して、地域の人から愛されている。

　名古屋駅周辺には新しい結婚式場

もいくつかあるが、「マリエカリヨ

ン名古屋」は出雲大社の御分霊を祀

った神殿や荘厳なキリスト教大聖堂

などの施設と行き届いたサービス

で、安定した存在感を誇っている。

長く地元に根付いているため、最近

では親子二代にわたりここで挙式す

るケースも増えているという。

　「当店が開業した1988年はバブル

絶頂期で、結婚式場の需要もピーク

でした。その後は少子高齢化の影響

で、結婚式の市場自体が縮小してい

ます。しかし名古屋駅周辺に関して

は、再開発によって市の内外から人

の流れが集中してきており、ビジネ

スチャンスが大きく広がっていると

感じます」と、「マリエカリヨン名古

屋」を運営する出雲殿の柏木真喜雄

専務取締役は語る。

　実際に出雲殿では、名古屋郊外に

あった４つの結婚式場をクローズ

し、今後集客が見込める「マリエカ

リヨン名古屋」のみ残してここに注

力する方針だ。代わりに高齢化が進

む地域には、地域密着型の小規模な

葬祭場を戦略的に展開している。

　竣工から約30年の「マリエカリ

ヨン名古屋」だが、６つある宴会場

は定期的に改装しているため、まっ

©大阪府

たく古さを感じさせない。今年はそ

れに加えて、老朽化したエレベータ

６台のリニューアルも行った。

　「エレベータのような設備は、お

客様にとっては正常に動くのが当た

り前で、直接営業収益には結びつ

きませんが、やはり“安全・安心”

は最優先すべき事項です。大がかり

なリニューアルなのでタイミングを

計っていたところ、フジテックがい

ろいろとアイデアを提案してくれ

て、決断することができました。長

年のお付き合いで信頼関係があるの

ＪＰタワー名古屋
（名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）
フジテック製エスカレータ18台が、スムーズな
フロア移動の役割を担っている

オフィスと商業施設が入るＪＰタワー名古屋は、１～３階の開放的な吹き抜けが特徴



駅が東西に伸びるようにできる予定

で、今は開発が遅れている名古屋駅

西側も、今後は開発が進むことが予

想される。東京～名古屋間が40分

でつながるとき、名古屋はどう変化

していくのか。名古屋市は「名古屋

駅周辺まちづくり構想」の中で、リ

ニア・インパクトを最大限に活か

し「世界に冠たるスーパーターミナ

ル・ナゴヤ」を目指すとうたってい

る。そのためには、誰もが訪れたく

なる名古屋ならではの魅力あるまち

づくりが求められている。複雑で分

かりづらいといわれている名古屋駅

の抜本的な構造の見直しも必要だ。

　今後10年、20年で確実に大きく生

まれ変わるであろう名古屋駅周辺。

その発展にフジテックも貢献してい

きたい。

産学の連携・協力活動を積極的に進

めている。

　「JICAの方を招いて正課授業を

実施したり、企業への企画提案を学

生が行ったりするなど、ささしまに

来て教育の幅が広がりました。名古

屋駅に近く、キャンパスを拠点にし

た就活がしやすくなったのも学生に

は大きなメリットです」と愛知大学

の山田智彦氏。

　現在、第２期工事が進められてお

り、2017年に本館（研究棟）とグロー

バルコンベンションホールが完成す

る。研究室が入る本館には、教職員

が短時間でスムーズに移動できるよ

う、フジテックの高速エレベータ４

台が導入される。

　「採用にあたってはフジテックの

工場見学にも行き、すばらしい研究

塔を見てこれなら任せられると実感

しました」（大橋課長）。大規模な国

際会議にも対応できるグローバルコ

ンベンションホールは、国際化を目

指す地域のホールとしての活用を前

提としている。

　ささしまライブ24地区の全面オ

ープンは2017年。同年には、「まち

びらき記念祭」が行われる予定だ。

愛知大学は今後より一層、地域との

関係を密にし、まちづくりに貢献す

る考えだ。

リニア開通に向けて

さらに開発は続く

　名古屋駅周辺で各エリアが進めて

いる再開発は、2027年のリニア中

央新幹線開通という共通のゴールに

向かっている。リニア中央新幹線の

愛知大学名古屋キャンパスの屋上から名古屋駅周辺を望む

愛知大学名古屋キャンパス（完成予想図）
（名古屋市中村区平池町4-60-6）
名古屋駅に最も近い大学として、志願者数も増
加中の愛知大学名古屋キャンパス本館（研究棟）
には、フジテック製エレベータが4台導入される

愛知大学
名古屋校舎整備推進事務室
責任者（課長）
大橋 晃司様

愛知大学
名古屋校舎整備推進事務室
山田 智彦様
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者が進めるという官民の連携によ

り、活気あふれる都市が生まれつつ

あります」と話す。

　2007年度には名古屋市がささし

ま地区に所有する２区画についての

開発提案競技を実施し、事業提案を

募集した。その結果、事務所・商

業・ホテル・コンファレンスなどの

複合施設「グローバルゲート」とと

もに最優秀提案者に選ばれたのが、

「愛知大学名古屋新校舎」だ。

愛知大学名古屋キャンパスが

ささしまライブ24地区に開校

　「名古屋進出は、本学の積年の悲

願でした」。そう語るのは、愛知大

学の大橋晃司課長だ。

　愛知大学は1946年に豊橋で設立

され、車道、三好へとキャンパスを

展開してきた。しかし、旧名古屋校

舎は名古屋市街からの交通の便が非

常に悪く、大学の都心回帰が全国的

に進むなか、立地の重要性を痛感し

ていた。そんなとき、名古屋市によ

るささしま再開発の話が持ち上がっ

たのである。

　「ささしまライブ24地区の開発コ

ンセプトは、本学の建学の精神『世

界文化と平和への貢献、国際的教養

と視野をもった人材の育成、地域社

会への貢献』と合致しており、本学

の進出がまちづくりにも貢献できる

と考え、開発提案競技に参加しまし

た」と大橋課長。

　2012年４月、名古屋駅に一番近

い大学として、ささしまライブ24

地区に愛知大学名古屋キャンパスが

開校。これまで３つのキャンパスに

分散していた５学部をここに集約さ

せた。ささしまに移転した反響は非

常に大きく、志願者数は移転前と比

べ３割も増加し（2015年）、第２次

ベビーブーム世代が受験した1991

年に次ぐ、過去２番目の水準にまで

回復したという。

産学の連携・協力で

活気あるまちづくりを

　ささしまライブ24地区には、国

際協力機構（JICA中部）をはじめと

するグローバル企業・団体などが多

く集結しており、グローバルに通用

する人材育成を目指す愛知大学で

は、この恵まれた立地を生かすべく

古川：名古屋は大きいプロジェクトが多いので、競合が多く

厳しい面もありますが、その分、達成感も大きくやりがいを

感じています。これからも自分の強みであるフットワークの良

さを生かして、お客様との関係をより良いものにしていきたい

と思います。

村岡：「マリエカリヨン」様は営業時間中の工事だったため、

ご来場のお客様にご迷惑をかけないことと、きれいな施設に

キズをつけないことに細心の注意を払いました。今後も単な

る商品知識だけでなく、私自身の人間性を信頼いただけるよ

う、お客様に対して誠実に取り組んでいきます。

フジテック株式会社
中部支社／名古屋支店
サービス営業グループ 課長
村岡 友美

フジテック株式会社
中部支社／名古屋支店
営業グループ 課長代理
古川 修平

中村区役所

新州崎JCT

名古屋駅

マリエカリヨン名古屋

愛知大

ささしま
ライブ駅

環
状
線

東
海
道
本
線

ＪＰタワー名古屋

名古屋の大規模開発とリニューアルをサポートする

名古屋市 住宅都市局
リニア関連都心開発部
リニア関連・名駅周辺開発推進課
主幹（名駅南公共空間整備等）

奥谷 伸幸様
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劇場、オフィス、放送局を有した新社屋

メディアコープキャンパス
（シンガポール共和国）

新しい音楽の世界を生み出す施設

ナショナルミュージックセンター
（カナダ／カルガリー）
■Outline

竣工：2016年6月　施主：National Music Centre　設計監修：Allied Works Architecture, Inc.
施工：CANA　昇降機設置台数：エレベータ4台

■Outline

竣工：2016年3月　施主：Mediacorp Pte Ltd　設計監修：Maki & Associates
施工：Kajima-Tiong Seng Joint Venture　昇降機設置台数：エレベータ31台、エスカレータ5台
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銀座の新しい発信と交流の拠点

GINZA PLACE（銀座プレイス）
（東京都中央区）

古都・京都に誕生したモダンなホテル

フォーシーズンズホテル京都
（京都府京都市）
■Outline

竣工：2016年10月　施主：ベルジャヤ　設計：株式会社久米設計
施工：大成建設株式会社　昇降機設置台数：エレベータ14台

■Outline

竣工：2016年6月　事業主：サッポロ不動産開発株式会社・株式会社つゞれ屋　設計監修：大成建設株式会社
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12台



医療法人栄寿会
林病院／介護老人保健施設うらわの里

竣工：1997年７月
リニューアル：エレベータ３台

住所：埼玉県さいたま市
桜区西堀８-４-１

安全向上を追求したエレベータに進化

竣工時に、当時ではハイスペックのエレ

ベータを採用され、快適にお使いでした。

しかし、約20年が経過し、老朽化から制

御盤などを交換すると同時に、2016年９

月に国土交通省から出された通達、国住

指第1933号「エレベーターの安全確保

の徹底について」を先取りして、独立式

ロープブレーキを全エレベータに採用、安

全性をさらに高めていただきました。

フジテック株式会社
首都圏統括本部
北関東支店　課長代理

平塚 智行

操作盤を新しくするとともに、液晶ディスプレーも採
用したことで、視認性も向上し高齢者でも使いやすく
なった。高い耐震強度基準をクリアしたことで、国土
交通省による「エレベーター安全装置設置済マーク」
も表示されている

独立式ロープブレーキの採用によって、巻上機を交換すること
なくブレーキの二重化を実現

エレベータの大幅なデザイン変更は
行わなかったが、かご内室の照明
をLEDにしたことで、明るい印象
になった

　それでもリニューアルしたのは、

エレベータ部品の耐用年数が一般的

に20年前後であるということが理

由でした。古い部品をそのまま使い

続けると不具合が起きやすくなる

上、在庫の保管期間も限られ、いざ

というとき、エレベータがしばらく

使えなくなる可能性もあります。

　「患者様、入所者様の移動はエレ

ベータです。修理に時間がかかれば

利用者様に不便を与えてしまいま

す。治療やリハビリに専念していた

だくためにも、リニューアルは必要

だと判断しました」（五島院長）

　高齢者が365日エレベータを利用

する施設だからこそ、不具合が出る

前にリニューアルを決断されました。

　「全ては患者様、入所者様のため

です。今回のリニューアルで、さら

に“安全・安心”を皆様に提供で

きると考えています」（医療法人栄

寿会 介護法人保健施設うらわの里

施設長の五島敏郎様）
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　埼玉県さいたま市に位置する医療

法人栄寿会の林病院は、介護老人保

健施設であるうらわの里を併設する

医療施設として、地域の人たちから

信頼を得ています。

　病院の診療科目は内科、リハビリ

テーション科などがあり、慢性疾患

の患者のための療養型病院として患

者第一主義を心掛け、患者の治癒力

を引き出し、共に歩む医療の実践を

目指しています。

　中庭を囲むようにコの字型で建て

られた病棟には、介護老人保健施

設のうらわの里が併設されていま

す。うらわの里では、各病院から退

院後に日常生活適応訓練が必要な高

齢者や、歩行・排泄・食事・入浴な

どが困難で生活機能訓練が必要な高

齢者、家庭で介護が困難な認知症の

高齢者などが家庭復帰をできるよう

に、リハビリやレクリエーションな

どでサポートしています。

　入所療養介護サービスとしては３

カ月ごとに入所継続の可否を見直す

ロングステイと、高齢者の世話をし

ている家族が一時的に在宅介護がで

きなくなったときに対応するショー

トステイがあります。また、日帰り

で施設を利用できる通所リハビリサ

ービス（デイケア）も行っています。

患者と入所者を第一に

　林病院は、1981年３月、当時の埼

玉県浦和市に130床の老人医療の専

門病院として開院。1997年７月に

は、うらわの里を併設して現在の地

に移転しました。

　竣工以降、施設は小まめにメンテ

ナンスを行っていたため不具合はな

い状況でしたが、今年５月に全３台

のエレベータのリニューアルを実施

しました。

　「当初は新しくする必要性を全く

感じていませんでした。なぜなら、

これまで20年間、フジテックさん

にメンテナンスしていただき、問題

もありませんでしたから」と話すの

は、医療法人栄寿会 林病院院長の

五島文恵様。

介護施設併設型の病院

医療法人栄寿会 林病院
院長
五島 文恵様

医療法人栄寿会 介護老人保健施設うらわの里
施設長
五島 敏郎様

1997年の竣工以来、介護老人保健施設「うらわの里」を併設する医療施設「林病
院」。さいたま市の地域医療への貢献という使命を掲げ、医療と介護サービスを提供
している。患者、入所者の“安全・安心”を第一に考え、万が一の事態が起こる前に
全３台のエレベータのリニューアルを行った。

365日のたしかな稼働
患者と入所者の安全を考えた更新
～医療法人栄寿会  林病院／介護老人保健施設うらわの里～埼玉県
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世界有数のハブポートであるシンガポール港は、貿易都市として栄えたシンガポー
ルの象徴でもある。 2015年のコンテナ取扱量は、上海に次いで世界第２位となって
いる

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34

国名のカッコ内は20１6年版の順位

87.01

85.05

84.87

84.21

84.07

82.82

82.74

82.45

82.13

81.74

75.53

20１7年版
順位

20１7年版
順位 国名国名

ニュージーランド（2）

シンガポール（1）

デンマーク（3）

香港（５）

韓国（４）

ノルウェー（9）

英国（6）

米国（7）

スウェーデン（8）

マケドニア（12）

日本（34）

20１7年版
スコア

20１7年版
スコア

世界各国のビジネス環境ランキング

フジテック・シンガポール
設立：1972年８月
所在地：204，BEDOK SOUTH AVENUE １ 
SINGAPORE 469333

フジテック・シンガポール
Engineering Service, Field &
Technical Support Division
マネージャー
薬師 邦弘

　シンガポールでは、政府が公正な取引に基づく開放
経済を目指しており、当社も法令順守の下、高品質な
ソリューションの提供に注力しています。進出から44
年目となる当社ブランドは、現地の昇降機市場で大手
サプライヤーとしての地位を築いており、トップシェアを
誇ります。今後もその地位を保ち続けるために、高品
質な商品を提供するとともに、お客様のご期待に沿え
るよう、私たち自身のスキルアップ向上にも取り組んで
いきます。

会・経済の発展を強力に推進してき

た。経済成長率は1960年代後半か

ら2011年までアップダウンがある

ものの、年平均８%を維持し、現

在でもエレクトロニクス産業や、金

融、情報通信、生命科学分野の強化

のため、外資系企業の誘致を進める

など、経済面で東南アジアの各国を

リードし続けている。

　2016年４月現在、外国為替取引

高が世界第３位のシンガポールは、

外資系を含め統括本部や支店を置く

金融機関が1,200社以上となり、ア

ジアでも有数の資金調達拠点として

の顔も持つようになった。

　また、近年では従来の産業に加え

て石油化学や医薬品・医療機器、航

空機関連産業の勢いも増している。

外資系企業への優遇税制措置によ

り、高度な技術を持つ国外企業を誘

致し、国内企業と連携させ、産業競

争力を高めたいシンガポール政府の

狙いもあり、欧米企業はもとより日

系企業の進出も著しい。他にも、政

治、社会情勢の安定性が高く、各種

シンガポールの優位性は

整えられた社会基盤が背景に

インフラや生活環境が整備されてい

ること、世界最大級のハブ港湾をは

じめ、世界の200以上の都市に定期

便を就航している空港を保有する物

流面の優位性など、シンガポールが

持つビジネスメリットは多い。

　一方で、経済成長率は中国経済の

影響などによる内需展望の厳しさか

ら、2012年から現在まで低調な推移

となっている。しかし、シンガポー

ルが持っているさまざまな優位性を

考えると、依然として世界の中でも

魅力的なビジネス環境であることに

変わりはないだろう。

世界銀行は毎年、世界のビジネス環境を格付けし発表している。
シンガポールは常に上位をキープし続けている

参考：世界銀行グループ『Doing Business 20１7』
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国名：シンガポール共和国　面積：7 ２19km　人口：約554万人　首都：シンガポール　
通貨：シンガポール・ドル　経済成長率：2.0％（2015年、シンガポール統計局）
公用語：英語、中国語、マレー語、タミール語

シンガポール
共和国

File No.3

1,200社以上の金融機関が集まる
アジアの金融ハブ、シンガポール

　古くからアジアと中東・ヨーロッ

パを結ぶ商船が行き来したマレー半

島。その南端に位置するシンガポー

ルは、現在もアジア経済のハブとし

て、その存在感を増している。

　元は小さな漁村だったシンガポー

ルだが、19世紀にイギリスの植民

地となって以来、計画的な都市設計

や、無関税の自由港政策などが推進

されたことから、東南アジア随一の

貿易都市として成長を始める。

　19世紀後半からはゴム農園や鉱

山などの産業の振興に伴い、近隣諸

国から大量の労働者が流入。現在の

人口比率は、中華系74%、マレー系

13%、インド系９%、その他４%と

なっている。

　第２次世界大戦後はイギリスから

の自治権獲得や、マレーシア連邦か

らの離脱を経て、1965年には、つい

に共和国として独立を果たした。

　以後、周辺諸国との友好関係構築

に努める一方で、急速なインフラ

整備や英語教育などを奨励し、社

小さな漁村から貿易都市へ

今なお続く繁栄の軌跡

シンガポールのシンボル、マーライオンの背後に林立する超高層ビルは、
多くの外資系企業が拠点を置くシンガポールのビジネス中心街だ
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おとな旅
第
3
回横浜

崎陽軒の「横濱かりぃ」
「シウマイ」で有名な崎陽軒。その自慢のシューマイをオーブンで
焼き上げ、本格的なカレーソースで煮込んだ商品が「横濱かりぃ」
（1人前410円）だ。ルーにはシューマイの原料である豚肉と干帆立
て貝柱が使われており、シューマイとの相性は抜群。絶妙なうま味
が楽しめる。
株式会社崎陽軒　TEL：0120-654-657（通信販売）

豚の味珍
終戦直後に屋台から始まったという同店。当初は、当時で
は珍しい焼きギョーザを中心としていたが、1961年にオリ
ジナル豚足料理を始めた。現在では、豚の頭、耳、舌、
胃、足、尾の6種の珍味を食すことができる。独自の製法
で肉の臭みを抑え、内臓特有のもちもち感、ねっとりしたゼ
ラチンのうま味を引き出した料理は、他店では味わえない。
横浜市西区南幸1-2-2　TEL：045-312-4027  地図内④

2階ホールのステンドグラス

横浜市開港記念会館
三塔の中では最も古く「ジャックの塔」の愛称
で親しまれている。1917年の竣工で、横浜港
開港50周年を記念して、建設費は市民の寄
付により賄われた。2階ホールと中央階段の
壁面にはステンドグラスがはめ込まれており、
関東大震災で焼失したものの1927年に復旧。
日本のステンドグラスの歴史において価値あ
るものとして知られる。館内には、フジテッ
クのエレベータが設置されている。
横浜市中区本町1-6　TEL：045-201-0708
地図内⑤

勝烈庵 馬車道総本店
1927年創業の同店。外国人コックが居留地・関内
にもたらしたカツレツを、独自の和風カツレツにま
で昇華させた名店として知られる。豚肉はもちろ
ん、秘伝のソース、パン粉に至るまでのこだわりは
食通をうならせる。勝烈定食（ヒレかつ／写真）、
ロースかつ定食（ともに1,620円）のほか、さまざま
なメニューが楽しめる。
横浜市中区常盤町5-58-2　TEL：045-681-4411
地図内⑥

横浜税関
三塔で一番高い51ｍの塔の高さを誇る「クイーンの
塔」。インド古代建築風、イスラム様式などが調和した
この建物は、1934年に竣工した。当初は高さ47mが予定
されていたが、「日本の表玄関たる国際港横浜の税関の
庁舎とするなら高くすべき」という当時の税関長の一言
から、現在の高さにされた。資料展示室が併設されてお
り、税関の歴史をたどることができる。ここでは、３台
のフジテック製エレベータが活躍中だ。
横浜市中区海岸通1-1　TEL：045-212-6053  地図内⑦

フジテック株式会社
首都圏統括本部 横浜支店
住所：神奈川県横浜市
神奈川区栄町5-1

TEL:045-451-1601

根
岸
線

ブルーライン

①①⑤⑤

③③

⑦⑦

⑥⑥

●

●

●

横浜スタジアム

横浜市中区役所

関内駅関内駅

日本大通り駅日本大通り駅

神奈川県警察本部神奈川県警察本部
●日本郵船歴史博物館日本郵船歴史博物館馬車道駅馬車道駅

大桟橋
ふ頭

大桟橋
ふ頭

山下公園山下公園

②②

1859年の開港以来、日本の玄関口として海外からさまざまな文化を取り
入れてきた横浜。和洋折衷の歴史的建造物も数多く残されており、神奈
川県庁本庁舎、横浜税関、横浜市開港記念会館は、外国船員がトランプ
のカード、キング・クイーン・ジャックに擬したことから「横浜三塔」の名で親
しまれています。今回はそんな三塔を中心に横浜の魅力を紹介します。

ちょっと寄り道 
※価格は全て税込み。

華正樓の「肉まん」
横浜中華街で75年以上の歴史を持つ高級中
華料理店・華正樓。本場中国の職人が手
作りしている看板商品の肉まん（1個465円）
は、横浜一ともうわさされる。ふわふわの皮
の中にジューシーな肉のあんがぎっしりで、
かなりのボリューム。タケノコの食感とネギ
の程よい風味が絶妙のバランスで楽しめる逸
品だ。
華正樓商事株式会社　TEL：0120-741-147

ありあけ本館
Café La Latona
横浜土産の定番「ありあけハーバー」シ
リーズ。中でも刻んだ栗と栗あんを薄く
ソフトなカステラ生地に包み込んだ「横
濱ハーバー ダブルマロン」（1個178円
／写真手前）は、発売から60年以上も
続く人気商品だ。また、「ブルーベリー
ハーバー」（1個216円／写真奥）もお薦
めの品だ。ブルーベリーの粒とジャム、
そして生クリーム入りの栗あんを、抹茶
の練り込まれたカステラ生地で包んだ
逸品。ありあけ本館に併設されたCafé 
La Latonaで味わうこともできる。
横浜市中区日本大通36
TEL：0120-005-436  地図内③

神奈川県庁本庁舎
国登録の有形文化財でもある同建物。
1928年の竣工で、横浜三塔の中では「キ
ングの塔」の愛称で知られる。当時流行
した近代建築の巨匠フランク・ロイド・
ライトの建築様式を取り入れており、和
洋の建築様式が調和した荘厳な外観を誇
る。庁舎内の歴史展示室は平日に公開さ
れており、本庁舎の歴史や魅力をパネル
と音声で紹介。屋上展望台からは横浜港
はもちろん、晴れた日は東京スカイツリー
までも遠望できる。
横浜市中区日本大通１
TEL：045-210-2620  地図内①

市民憩いの公園、象の鼻パークから横浜港に臨む

Attend by

FUJITEC

YOKOHAMA

首都圏統括本部
横浜支店長

岩田幸一

横浜支店

桜木町駅桜木町駅

横浜駅横浜駅

新高島駅新高島駅

みなとみらい駅みなとみらい駅

JR

地
下
鉄
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

④④

関内駅関内駅

馬車道駅馬車道駅

日本大通り駅日本大通り駅
みなとみらい線

地図内②
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第一次世界大戦時、イギリスからアラビアへ派遣された天才戦略家・ロレンス。彼がた
どる過酷な運命を描いた映画「アラビアのロレンス」（1962年公開／デビッド・リーン監
督）では、17世紀以降に盗賊などの侵入を防ぐため、要塞化された日干しレンガの村、
アイト・ベン・ハッドゥが登場する。ここは数々の映画の舞台となった世界遺産の小さな
街。壮大な物語と音楽、そしてモロッコに広がる砂漠とともに描かれるエキゾチックな映
像美は今も多くの人を魅了し、時を経てDVDやBlu-ray（発売元・販売元／ソニー・ピク
チャーズ エンタテインメント）で楽しむことができる。

モロッコ王国／アイト・ベン・ハッドゥ

「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）

Ⓒ1962, renewed 1990, Ⓒ1988 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
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