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　世界で最も権威ある旅行雑誌の

一つとされる米国の「トラベル・ア

ンド・レジャー」誌の読者投票で、

2014年、2015年 と ２ 年 連 続 し て、

「京都市」が世界の人気都市（ワー

ルド・ベスト・シティ）第１位とな

り、話題を呼んだ。今や京都はワー

ルドワイドで、誰もが訪れたい観光

都市と認められたのである。

　そもそも京都は、国内でも非常に

人気が高い観光地だ。JR 東海が「そ

うだ 京都、行こう。」という有名な

キャッチコピーを初めて打ち出した

のは、1993年のこと。多くの人がこ

のコピーに心を動かされたのは、千

年の都・京都が、いつの時代も郷愁

を感じさせる、日本人の心のふるさ

とだからだろう。

　清水寺、伏見稲荷、金閣寺、八坂

神社……、京都の名所を数え上げた

らきりがない。古くから日本の政治

と文化の中心地として栄え、多くの

史跡、文化財が残る京都は、第二次

世界大戦でも戦火を免れた。そのた

め今日、京都府内には17もの世界

文化遺産があり、また、国宝のおよ

そ２割が京都に集中している。

　もちろん、神社仏閣だけが京都の

魅力ではない。さまざまな伝統芸能

や伝統産業が盛んであり、また、ふ

と足を踏み入れた路地や、そこに暮

らす人々との触れ合いにも独特の風

情がある。そこが京都の面白さだ。

京都への観光客は5,684万人 

外国人宿泊客は316万人 

　京都市によると、2015年に京都市

への観光客数は、過去最高となる年

間5,684万人を記録した。

　その中で外国人観光客の数を把握

するのは難しいが、京都市が指標の

一つにしている実宿泊客数を参考に

すると、京都市の2015年の外国人

宿泊客数は年間316万人で、前年の

183万人から70％以上の驚異的な伸

また訪れたいと思わせるまちづくり

世界が認める「京都」は

日本人の心のふるさと

千年を超える悠久の歴史に育まれつつ、観光都市として発展して
きた京都。京都の精神性を具現化した「文化」の奥深さに多くの
外国人が魅了され、2015年には316万人もの外国人宿泊客数
を数えるまでになった。観光産業のモデル都市ともいえる京都の
ポテンシャルに迫る。

龍安寺（2016 年４月撮影）／ⓒアフロ

世界があこがれる　
観光都市「京都」
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び率となっている（上グラフ）。同

年の京都市全体の宿泊客数は年間

1,362万人となっており、宿泊客の

約４分の１が外国人旅行者というこ

とになる。外国人宿泊客数が2013

年には113万人だったことを考える

と、わずか２年間で３倍近くになっ

ており、いかに外国人旅行客が急増

しているかを数字が物語っている。

欧米の旅行客をひきつける

日本の伝統文化

　近年の外国人旅行客の急激な増加

は、いわゆるインバウンド政策によ

るもので、周知のように全国的に見

られる傾向だ。

　政府は2003年より「ビジット・

ジャパン・キャンペーン」を展開

し、海外からの外国人旅行客の訪日

促進活動を進めてきた。特に2015

年には、中国人向けのビザ発給要件

が大幅に緩和されたことに加えて円

安もあり、中国や東南アジアの多く

の人々が日本を訪れたのである。京

都も例外ではなく、この２、３年で

大幅に増えているのは中国や台湾な

どからの旅行客だ。

　ただし、京都にはほかの都市と大

きく違う特徴がある。それは、北

米、ヨーロッパ、オセアニアからの

旅行客の比率が高い点だ。京都で

は、2010年ごろまでは外国人宿泊

客の多くはアメリカ人だった。中国

や台湾からの旅行客が増えた2015

年を見ても、訪日外国人宿泊客のう

ち、全国的にはアジア圏からの旅

行客が74％、欧米からが15％だが、

京都ではアジア圏は60％、欧米か

らの旅行客が35％にも上る。

　欧米の旅行客にとって、京都は日

本の伝統文化を満喫できる特別な場

所であり、わざわざ訪れるのだから

滞在日数も長くなる。

　京都の観光政策がメインターゲッ

トに据えているのは、こうしたじっ

くりと観光を楽しむタイプの欧米の

観光客だ。

周辺の景観と調和する

ザ・リッツ・カールトン京都

　京都初の外資系ラグジュアリーホ

テルとして、2014年に鴨川沿いの二

条大橋畔にオープンした５つ星ホテ

ル「ザ・リッツ・カールトン京都」

は、今年開業３周年を迎えた。

　「日本を代表する観光都市である

京都への進出は、多くのお客様が待

ち望まれていたことでした。おかげ

さまで当ホテルは、世界に約100軒

あるリッツ・カールトンの中でもデ

ザイン、ロケーション、サービス、

全ての面において評価が高く、世界

中から注目されるフラッグシップに

なっています」と、同ホテルの山
やま

集
ず

杏里 PR・マーケティングマネージ

ャーは話す。地上５階、地下２階建

ての建物は、周辺の景観と調和し、

目立ち過ぎていない。館内は落ち着

いた雰囲気で、随所に京都らしさが

あふれている。

　「平安時代に貴族が暮らした由緒

あるロケーションを生かして、お客

様に京都の魅力が伝わるようインテ

リアからアートピースまで徹底して

こだわりました」

　ザ・リッツ・カールトンの中でも

京都独自のサービスとして、全室イ

ンルーム・チェックインも採用。到

着したゲストを着物姿のスタッフが

出迎え、フロントを介さず直接部屋

まで案内し、そこでチェックインを

行う。ホテルでありながら高級旅館

のようなおもてなし文化を感じるこ

ザ・リッツ・カールトン京都
（京都府京都市中京区鴨川二条大橋畔）
質感にこだわり抜いたフジテック製エレベータ
９台が、スムーズな移動を支えている

ザ・リッツ・カールトン京都のエレベータかご内室の天井には杉を使用した組子細工が施されており、 エレベータホールの天井と合わせた意匠になっている。
また、 かご内室のステンレス鏡面仕上げ、ブラック液晶パネルなど、 エレベータにも徹底したクオリティーへのこだわりがある
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2015年316万人（過去最高）
「トラベル・アンド・レジャー」誌
2年連続人気投票第1位獲得2000年40万人

年間観光客数
5,000万人構想発表 2009年78万人

世界的な景気低迷
新型インフルエンザ発生

2014年183万人
「トラベル・アンド・レジャー」誌
人気投票第1位獲得

2003年45万人
「京都・花灯路」開始
ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 2013年113万人

2011年52万人
東日本大震災2008年94万人

年間観光客5,000万人達成

ザ・リッツ・カールトン京都
PR・マーケティング マネージャー

山集 杏里様

とができると評判だという。

　もう一つ、山集氏が「ここまで充

実しているホテルはほかにはない」

と胸を張るのが、約20種あるオリ

ジナルのアクティビティーだ。中で

も人気のサイクリングは、朝６時

30分にホテルを出発する。昼間は

観光客で混雑する伏見稲荷も、この

時間ならゆったりと楽しむことがで

きるからだ。こうした特別な体験を

提供することが、宿泊客の満足度に

つながっていると山集氏は言う。

海外ラグジュアリー層の 

新たな呼び水になる 

　宿泊客のメインはアメリカ人と日

本人だが、そのほか中国人や台湾

人、あるいはイギリス人など、季節

によって客層は入れ替わる。同ホテ

ルでは次の展開として、こうしたマ

ーケットごとのプロモーションにも

取り組み始めている。たとえば中国

なら春節、北米ならイースターやク

リスマスのホリデーシーズンなど、

時期によって細かくターゲットを捉

えることができれば、年間を通して

より満遍なく集客が可能になってく

るだろう。

　京都市も、北米を中心とした富裕

参考：「京都観光総合調査 平成 27 年（2015 年）1 月〜 12 月」（京都市）
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層の観光客誘致を強化したいと考え

ており、プロモーションなどで官民

が協力し合うこともあるという。

　「リッツ・カールトンのお客様は

ロイヤルティーが高く、リッツ・カ

ールトンがあるからそこへ旅行して

みようという方もたくさんいらっし

ゃいます。私どもが京都で営業する

ことで、この地への海外の富裕層の

呼び水になれればと願っています」

（山集氏）

　2016年10月には、新たな外資系

ラグジュアリーホテルとして「フォ

ーシーズンズホテル京都」が東山に

開業した。受け入れ体制が一層充実

したことにより、今後、京都を訪れ

る外国人富裕層がさらに増加するこ

とが期待される。

「観光」はあらゆる政策を

横断する総合政策

　　　

　

　

　観光が重要な産業となっている京

都市では、早くから独自の観光振興

施策を行ってきた。2000年に「京都

市観光客5,000万人構想」を打ち上

げ、2008年にその目標を達成する

と、2010年には「未来・京都観光振

興計画2010+5」を策定し、観光の目

標を「数」から「質の向上」へとシフ

トした。

　京都市産業観光局観光 MICE 推

進室の牧澤憲計画推進係長は次のよ

うに語る。

　「京都で受け入れられる観光客の

数には限りがあります。観光客数だ

けを追うのではなく、観光の質にこ

だわっていこうという施策です。観

光の経済効果はもちろん大きいです

が、観光客の皆様に京都の歴史や文

化を知っていただくことが、魅力的

なまちの景観や観光資源の維持継承

につながります。また、さまざまな

国の方がいらっしゃることで新しい

イノベーションが起こる可能性もあ

ります。観光政策は環境や文化、教

育、福祉、都市整備などあらゆる政

策を横断する総合政策だと私たちは

考えています」

2020年に向け 

観光立国・日本を支える柱に 

　2020年、オリンピック・パラリ

ンピックの東京開催に向けて、日本

はこれから一層注目を浴びることに

なる。京都市では2020年に向けて、

訪れた人が「また来たい」、「誰かに

この感動を伝えたい」と思うよう

な「世界があこがれる観光都市」を、

目指す姿に掲げている。

　それは観光客だけでなく、市民に

とっても暮らしやすいまちづくりに

つながっている。そのためには、解

決しなければならない課題もある。

その一つが交通機関の慢性的な混雑

だ。京都の主な交通手段は地下鉄や

バスだが、ガイドブックや地図の限

られた情報をもとに観光客が決まっ

た路線に集中してしまい、市民生活

にも影響が出ている。「不慣れな土

地で、限られた路線しか使用されな

いことも混雑の一因です。大がかり

なインフラ整備ではなく、案内を工

夫して人の流れを整理するだけでも

効果は出ると思います」と牧澤氏。

　また、年間を通じて市内の主要ホ

テルの客室稼働率が90％近くにな

っており、宿泊施設の確保も喫緊の

課題となっている。市としては、質

の高い優良ホテルの積極的な誘致

や、中規模ホテルの新設を支援する

ための窓口を一本化するなどの対応

を進めている。このような課題解決

も含め、今後「観光立国・日本」を

リードしていくことも、京都の役目

になるだろう。

フジテック株式会社
近畿統括本部 京滋支店

課長
永添 智志

　「ザ・リッツ・カールトン京都」

様、「フォーシーズンズホテル京

都」様をはじめ、京都を代表す

る建物に当社の製品を納めさせ

ていただいております。

　おかげさまで、その実績がフ

ジテックへの評価や、次の引き

合いにも結びついています。

　京都市には建築物の高さ規

制などがあり、大型物件が次々

と建つような環境ではありません

が、一方で、中小規模の宿泊

施設などの建設件数は大きく伸

びています。

　敷地面積も狭い傾向があり、

限られたスペースへの昇降機の

設置計画や、京都らしさを感じ

させる意匠についてのご相談も

多く、お客様とともにさまざまな

工夫をする中にやりがいを感じて

います。

京都ならではの難しさを
創意工夫で乗り越える

京都市産業観光局
観光 MICE 推進室
計画推進係長

牧澤 憲様

フォーシーズンズホテル京都は、 清水寺など
の歴史・文化施設が数多くある東山エリアに、
名園「積翠園（しゃくすいえん）」を囲むよう
にたたずむ。 積翠園に面した展望用エレベー
タは、 側面、 背面がガラス張りで名園の四季
折々の風景を楽しむことができる

フォーシーズンズホテル京都
（京都府京都市東山区妙法院前側町 445-3）

ホテル内の雰囲気にマッチさせたフジテッ
ク製のエレベータ14 台が稼働している

山
陰
本
線 鴨

川

円山公園円山公園

清水寺清水寺

元離宮二条城元離宮二条城

東海道新幹線
東海道新幹線

東海道
本線

東海道
本線

東海道本線東海道本線

ザ・リッツ・カールトン京都ザ・リッツ・カールトン京都

フォーシーズンズ
ホテル京都
フォーシーズンズ
ホテル京都

京都鉄道博物館京都鉄道博物館 京都駅京都駅
京都水族館京都水族館
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　地域に支えられ、地域と歩んでき

た日本郵便が運営する商業施設「Ｋ

ＩＴＴＥ博多」は、博多駅周辺エリ

アの街のにぎわいを生み出すととも

に、駅前を訪れる全ての人たちに、

新しい出会い・つながり・体験を提

供している施設です。

　“だれでも、気軽に、毎日でも”

をコンセプトに、普段使いのできる

施設として、飲食店ではカジュアル

な店を中心にバリエーション豊富な

50店舗がそろい、毎日足を運んで

も飽きない空間となっています。

　また、九州初出店となる博多マル

イをはじめ、ユニクロ、福岡大学博

多駅クリニックなど、幅広い世代の

人たちに親しんでもらえる店舗の誘

致にも成功しています。

　博多駅周辺の都市機能強化と魅力

づくりも担う「ＫＩＴＴＥ博多」は、

隣接する博多駅やオフィスビルと建

物の高さをそろえ、地下１階、２階

の歩行者デッキにより空間を立体的

につないでいます。

　これによって、街歩きがさらに便

街の機能と魅力を支える

2016年４月に、博多駅周辺の大型商業施設としてオープンした「ＫＩＴＴＥ博多」。
約30万人が働くとともに、観光、ショッピングなどで多くの人が行き交う博多の街を
さらに活気付け、都市機能の充実を担う重要な施設として、街の人々に愛されている。

博多駅周辺を活性化し
日々“安全・安心”を守る商業施設

～ＫＩＴＴＥ博多～福岡県

迅速な一次対応で被害を最小限に

　保守で注力していることは、

故障が発生しても一次対応を

迅速に行うことです。不具合

が続くとご利用者の方、ご関

係者の方に迷惑がかかってし

まうため、少しでも早く一次

対応を行うことにより被害を最

小限に抑えることができると考

えています。もちろん焦らず、

せかさず、安全第一を徹底し

ています。

フジテック株式会社
西日本支社 九州支店
保守メンテナンスグループ
清原 達也

誇りを感じられるエスカレータ

　博多駅からすぐの建物に設

置されているため、多くの人

に触れていただけるエスカレー

タであることに誇りを感じてい

ます。今後も常に安全で快

適なエスカレータであり続ける

ために、お客様からのご要望

に迅速に対応すること、ささ

いなことでもお気軽にご相談

いただけるような関係でいるこ

とを心掛けていきます。

フジテック株式会社
西日本支社 九州支店
サービス営業グループ
西嶋 健

館内はお客様がくつろげる空間を目指し、 ゆったりとしたスペースに。 フジテックのエスカ
レータ38台が、館内移動の重要なポイントになっている

利で楽しくなる場が創出され、街の

活性化に貢献しています。

　また、建物北西コーナーの吹き抜

け空間には、大規模な演出広告が配

置され、人々の視線を引きつけて印

象が残りやすいような構造になって

います。

　さらにガラスの壁面を多用するこ

とで駅前広場側が暗くならないよう

にし、そのガラスの内側に設置した

バックパネルを交互に傾斜させるこ

とで「表情の変化する外装」を実現。

夜間は演出照明により光の外装をま

とい、駅前広場に明るさとにぎわい

を与えています。

　午前７時から深夜０時まで長時間

にわたる営業を行う「ＫＩＴＴＥ博

多」では、毎日たくさんの人々が施

設を利用します。

　そこで、昇降機をはじめとする館

内設備の日常運転状況などを日々監

視し、問題点の早期発見ができるよ

う対策が取られています。

特に、利用者の多いエスカレー

タは、安全性の面からも日頃の保守・

メンテナンスが重要視されており、

夜間のメンテナンス・緊急対応など

がフジテックに依頼されています。

＊

　フジテックは「ＫＩＴＴＥ博多」

のパートナーとして、施設を訪れる

お客様が安全に気持ち良く利用で

き、博多駅周辺のさらなる活性化に

貢献できるよう、確かな“安全・安

心”をお届けし続けていきます。

利用者の安全のために

ＫＩＴＴＥ博多
住所：福岡県福岡市博多区
博多駅中央街９-１
開業：2016年４月
施主：日本郵便株式会社
施工：株式会社竹中工務店 九州支店

※役職・所属は取材当時のものです
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　1983年、東京都新宿区の高層ビ

ル街である西新宿にオープンした

新宿ワシントンホテル本館は、全

1,279室を完備しているビジネスホ

テルです。

　ビジネスマンを中心に人気を得て

いますが、ここ数年は宿泊客の約半

数が中国や東アジアからの外国人に

なってきています。そのような中、

快適なビジネスシーンや観光をサポ

ートするため、高品質かつ柔軟なサ

ービスを数多く提供しています。

　ビジネスホテルでありながら、コ

ンシェルジュを配置し、英語・中国

語・韓国語といった多言語に対応。

観光案内・旅行プランの提案、レス

トラン予約、車の手配、記念日サプ

ライズのお手伝いなど、多様なニー

ズに応えています。また、スマート

チェックイン機を導入することでス

ピーディーなチェックイン & チェ

ックアウトを実現し、ストレスのな

い手続きを可能にしています。

　このようにシティーホテル並みの

サービスを兼ね備えるとともに、接

客も独自の考えで行っていると、同

ホテルの運営を行う藤田観光の樽井

英明担当課長は言います。

　「一般的にシティーホテルの接客

は手厚いですが、人によってはべっ

たり感がある。一方で、ビジネスホ

テルは距離が離れすぎていてそっけ

ない。私たちはその中間で、心地い

い距離感を感じてもらえる接客を心

掛けています」

リニューアルで多数のメリット

　ハード面でもさらなる充実を図っ

ています。2015年４月から2017年１

月まで、営業を続けながら客室フロ

アを全面改修する工事を行いました。

　「2020年の五輪特需はどこも狙っ

ていますが、私たちは2020年以降

が本当の勝負だと思っています。そ

のために、今からホテルのファンに

なってもらい、2020年も、そして

それ以降もリピーターになってもら

わなければいけません。そのために

全室フルリニューアルを敢行しまし

心地いい距離感のホテル

藤田観光株式会社  WHG 事業グループ
新宿ワシントンホテル  本館宿泊課  フロント
担当課長
樽井 英明様

新宿サテライト株式会社
管理部
本部長
榎本 俊夫様

ビジネスマン、外国人客から高い評価を得ているビジネスホテル「新宿ワシントンホテル
本館」。1983年の開業以来、しっかりとした保守を続けながらエレベータを稼働させて
いたが、2020年の五輪特需、そしてそれ以降の客数増加をにらんで、エレベータ全11
台のリニューアル（フルリニューアル８台、制御リニューアル３台）を行った。

客室フロアの全面改修に合わせ、
ルームキー連動型エレベータを採用
～新宿ワシントンホテル本館～東京都

新宿ワシントンホテル本館
住所：東京都新宿区西新宿３-２-９

竣工：1983年12月
リニューアル：エレベータ11台

工期の工夫で実現したリニューアル

全フロアの改装工事を担当された熊谷

組様と連携しながら、ホテルの営業を続

けつつ工事を行いました。取り換える機

械室のマシンも、分割して現場で組み立

てる必要があったため、エレベータの製

造現場で何度も実証実験を行ったうえで

着工しました。ホテルのファン獲得に少

しでもお役に立てるよう、今後も保守を

万全の体制で行います。

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

※ 役職・所属は取材当時のものです

東條 優

客室フロア全面改修に合わせ、 エレベータも同時にリニューアルし
たことで、全体として新鮮な空間を演出している

右の白い部分にルームキーをかざす
ことで、 エレベータの操作が可能に
なる

約2,800kg ある機械室のマシン。７分割して現地
で組み立てることで、クレーンを使わずに搬入する
ことができた

た」（樽井担当課長）

　そして、客室の改装に伴って、全

11台のエレベータもリニューアル

しました。その効果を、建物の総合

管理を担当する新宿サテライトの榎

本本部長は「地震による閉じ込め防

止などで、より“安全・安心”を

ご提供できるようになりました。開

閉もスムーズになり、エレベータに

対するクレームはなくなりました」

と教えてくれました。また、遠隔監

視システムで、不具合などをすぐに

発見でき、初期段階で対応できるよ

うになったことも管理・維持に大き

く貢献しています。

　今回のリニューアルによって、客

室フロアに通じるエレベータはルー

ムキーをエレベータ内のセンサーに

かざさなければエレベータが稼働

しない「ルームキー連動型エレベー

タ」となり、セキュリティーも強化

されるなど、多くのメリットを生み

出しています。
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ドバイ初の人工島であるパーム・ジュメイラ。 その独特な形はヤシの木をイメージし
てつくられたという。 ここには数多くのホテルやウォーターパークなどの施設が整備
されている

乗降客数（千人）

貨物取扱量（千トン）

2015年 国際線旅客数ランキング

2015年 国際線貨物取扱量ランキング

1 ドバイ（アラブ首長国連邦）
2 ロンドン・ヒースロー（イギリス）

3 香港（中国）
4 シャルル・ド・ゴール（フランス）

5 アムステルダム・スキポール
（オランダ）

1 香港（中国）
2 ドバイ（アラブ首長国連邦）

3 仁川（韓国）
4 上海浦東（中国）

5 成田（日本）

4,380
2,506

2,490

2,395
2,036

77,453
69,816
68,071

60,367
58,246

国名：アラブ首長国連邦　面積：83,600km2　人口：約 958 万人（2015 年、IMF）　首都：アブダビ　
通貨：ディルハム　経済成長率：3.97％（2015 年、JETRO）　公用語：アラビア語アラブ

首長国連邦

File No.4

2020年の国際博覧会へ向け
さらなる発展を望む

フジテック・ドバイ
設立：2005年2月
所在地：F-31, THE CURVE BUILDING, 
SHEIKH ZAYED ROAD, Al QUOZ 3, 
P.O. BOX 42218, DUBAI, UAE

フジテック・ドバイ
主席
平 田  和 宏

　ドバイは現在、2020 年に開催されるドバイ国際博覧

会に向け、不動産開発の需要が高い水準を維持して

います。これに合わせて昇降機の需要も高まっており、

中でも世界最大の人工島である「パーム・ジュメイラ」

に建設される５つ星のリゾートホテル向けに、エレベー

タ・エスカレータ計 69 台を受注しました。今後も “フジ

テック・クオリティー” を維持し、さらなるシェアの拡大を

目指します。

　アラビア半島の東に位置し、アブ

ダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュ

マン、ウンム・ル・カイワイン、フジ

ャイラ、ラアスル・ハイマの７首長

国から構成されているのが、アラブ

首長国連邦だ。７世紀にはイスラム

帝国、その後オスマン帝国やポルト

ガルなどによる支配を受けた後、18

世紀に移り住んだアラビア半島南部

の部族によってアラブ首長国連邦と

しての基礎が出来上がっていった。

　世界有数の原油生産国で、その大

部分を首都のアブダビで生産してお

り、日本にとってはサウジアラビア

に続いて２位の原油輸入国となって

　７首長国のうち、主にアブダビと

ドバイが国の経済をけん引している

が、それぞれ対照的な発展を遂げて

いる。首都のアブダビは、主に石油

やガスといったエネルギー産業を中

心に成長し、そこから発生した収入

を元に活発な対外投資を行ってい

る。一方、アブダビと比べて石油な

どの天然資源に乏しいドバイは、物

流のハブ機能を生かした経済発展を

目指してきた。1985年、世界最大規

いる。主要な原油輸入国として、ま

た自動車や機械、電化製品の輸出先

として、日本とは友好な関係を築い

ている。

　また、2000年代後半の世界的な

金融危機の後は、徐々に経済が回復

しており、2014年の GDP 成長率は

3.08％、2015年には3.97％と、着実

な成長を見せている。

模の貿易港を有するジュベル・アリ・

フリーゾーンを開発。外国企業の誘

致を積極的に進め、現在では世界中

の企業が中東地域のビジネス拠点と

してドバイを選ぶようになった。

　さらに、ドバイは航空に関する設

備が充実しているのも特徴的だ。ド

バイ国際空港は世界260カ所以上と

結ばれ、毎週7,000便もの旅客機が

発着している。

　また、1985年に創立され、140以

上の都市との往復便を運航するエミ

レーツ航空、2009年に誕生し、アジ

ア、ヨーロッパの一部などを結び、

エネルギー資源が豊富な

中東の成長国

対照的な２つの都市が

経済をけん引

急成長を遂げるフライドバイなど、

航空会社も充実している。

　そして、2020年には中東初となる

ドバイ国際博覧会が開催される。ア

ラブ首長国連邦にとって、過去に例

がないほどの大きなビジネスチャン

スを迎えるのだ。約2,500万人を超

えると目されている入場者数への対

応として、ドバイ政府は国際博覧会

開催へ向けてのインフラ整備を国の

最優先事業とすることを発表。ドバ

イ国際空港の拡張やホテル建設によ

る新規雇用など、オープニングまで

にさらなる経済成長が期待される。

建設ラッシュが続くドバイ。 超高層ビルや巨大なショッピングモールなどが
立ち並ぶ「ダウンタウン ドバイ」もその一画にある

国際線旅客数ではイギリスや中国を抑えて1位に輝くドバイ国際空
港。 国際線貨物取扱量でも２位に食い込んでいる。

参考：ACI（AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL）, World Airport 
　　  Traffic Report
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泉中央

北仙台
東仙台

仙台

富沢

東北本線

東
北
新
幹
線

⑧

③

人口100万人を超える大都市でありながら、豊かな自然に囲まれた美し
い街として「杜の都」と呼ばれる仙台市。市内には史跡や歴史的資産
が数多く受け継がれているほか、伝統と新しい文化を感じられる多くの
イベントが開催されています。今回は、仙台市を中心としたお勧め観光
スポットを紹介します。

ちょっと寄り道 おとな旅
第
4
回仙台

※ 価格は全て税込み。

三瀧山不動院
仙台市青葉区のクリスロード商店街に
ある寺院。 商店街にあるショップに
並んで門があり、 そこをくぐると仲見
世が軒を連ねている。 仙台で商売の
神様として親しまれている仙臺（せん
だい）四郎の像も安置され、 小規模
な寺院ながら商売繁盛の祈願をする
人が多く訪れている。
仙台市青葉区中央２-５-７（クリスロード
商店街） TEL:022-221-3056
地図内⑥

阿部蒲鉾店 本店
1935年に創業したかまぼこ店。 昔ながらの製法にこだわり、 あえて製造工程を全
自動化せずに作られたかまぼこは、 香ばしく、 食感もふわふわとしていて絶品！　
10:00 〜17: 00まで、予約なしで「手焼き笹かま体験（１回210円）」ができ、焼きた
てのかまぼこを味わえる。 蒸しかまぼこに、ほんのり甘めの衣をつけて揚げたアメリ
カンドック風のひょうたん揚げ（１本200円）も人気で、 平日でも行列ができるほど地
元の人から愛されている。
阿部蒲鉾店 本店　仙台市青葉区中央２-３-18  TEL:022-221-7121  地図内⑦

仙台城跡

奥州魚河岸酒屋 天海のろばた 本店
牛タン焼き、 三陸サバ、 定義山あぶらあげ、 笹かまぼこなどの仙台名物を楽しめる「仙台名
物てんこ盛り（3,780円〜）」はボリュームがあり、まとめて仙台の名物を味わえると大人気メ
ニューの一つになっている。 また、厚く切られ豪快に盛られる「刺し身の盛り合わせ（2,160円
〜）」も大好評。６割以上が地元の食材を使用した料理で、出張で訪れる県外の常連客も多い
という。 日本酒も十数種が用意され、店長おすすめの隠し酒や生酒があり、ピーチリキュール
をウーロン茶で割った仙台発祥のカクテル「レゲエパンチ（486円）」も楽しめる。
天海のろばた 本店　仙台市青葉区中央１-６-１ ハーブ仙台６F  TEL:022-721-0345  地図内①

勝山酒造の日本酒
伊達政宗公を藩祖とする城下町仙台で創業して以来、320年
以上続く銘酒醸造の蔵元である勝山酒造。 1,000点以上が出
品される日本酒のみのコンペティション「SAKE COMPETI
TION」の純米吟醸部門において、2015年、2016年と２年連
続１位を獲得した「勝山 純米吟醸 献（2,700円）」は、 上品
な吟醸香が魅力的なコクとキレのある食中酒となっている。
仙台伊澤家 勝山酒造株式会社  仙台市泉区福岡字二又25-１
TEL:022-348-2611  地図内③

梅花堂の「東太平洋」
1918年の創業以来、 多種多様な和菓子と洋菓子を製造・販売し
てきた梅花堂。「東太平洋（1枚108円）」は、 一枚一枚じっくり
焼き上げたクッキーを、ラム酒糖に浸したお菓子。 仙台駅内の
土産物店でも販売されている。
有限会社梅花堂本店  塩釜市北浜４-７-３  TEL:022-362-1043
地図内⑧

定禅寺通り
仙台市青葉区の西公園から勾当台（こうとうだい）公園にかけて
約700m 続く通り。 ケヤキ並木に囲まれた中央分離帯の遊歩道に
は、イタリアの彫刻家が制作した「水浴の女」などの彫刻があり、
野外でアートを楽しむことができる。「仙台・青葉まつり」や「定
禅寺ストリートジャズフェスティバル in 仙台」が開催されるなど、
四季折々のイベントが楽しめる場として親しまれている。
仙台市青葉区国分町２丁目付近  地図内⑤

フジテック株式会社
北日本支社 東北支店

住所：宮城県仙台市青葉区
一番町1-9-1

TEL:022-222-0271

地下鉄東西線

東北
本線

仙台
国際センター

勾当台公園

④

⑤

②

①
⑦
⑥

地
下
鉄
南
北
線

東
北
新
幹
線

東北支店

Attend by

FUJITEC

SENDAI

北日本支社
東北支店長

末永浩二

中国料理 龍亭
冷し中華発祥の店として営業している龍亭。 1937
年、 龍亭創業者によって、 夏場の暑い時期でも
食べられ、なおかつ栄養バランスがよく野菜も豊
富な麺料理として「涼拌麺（りゃんばんめん）」
の名で開発された。 味は醤油だれ・ 胡麻だれ

（各1,350円）の２種類から選ぶことができる。 年
間を通して食べられるのがうれしい。
龍亭　仙台市青葉区錦町１-２-10 キクタビル105
TEL:022-221-6377  地図内②

伊達62万石の居城跡。 城下を見渡す
伊達政宗公騎馬像や、復元された脇櫓

（わきやぐら）、 石積み技術の粋を物
語る本丸北壁石垣に往時のイメージを
重ねることができる。 ここからの夜景
や朝日を眺めるのもおすすめ。
仙台市青葉区川内１
TEL:022-214-8259（仙台市文化観光
局観光課）
地図内④ 写真提供 : 仙台観光国際協会
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USNET No.47（2017年３月31日発行） 編集・発行／フジテック株式会社 広報室
〒108-8307 東京都港区三田3-9-6   TEL 03-4330-8233

「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

公務に縛られた毎日を疎ましく思い、自由を求めるアン王女と、スクープを狙う新聞記
者のジョー。二人の恋を描いた名作「ローマの休日」（1953年公開／ウィリアム・ワイ
ラー監督）は、ローマの観光名所が次々と登場する。特に、アン王女がジェラートを食べ
るシーンで有名な「スペイン広場」は、映画の雰囲気を楽しめる場としても人気だ。以前
はトリニタ広場と呼ばれていたが、広場の近くにスペイン大使館があったことから、次第
にスペイン広場と呼ばれるようになった。

イタリア／スペイン広場（表紙）

映画の風景

写真：Moviestore Collection /AFLO

ローマ

イタリア
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