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　伊達政宗騎馬像が建つ仙台城（青

葉城）の天守台跡から、緑あふれる

市街地を一望すると、仙台が「杜の

都」と呼ばれ続けるゆえんが実感で

きる。

　1601年に仙台城を築城した伊達

政宗は、城下町に植樹を奨励。防

風・防雪・防火が目的だったが、こ

の時代の緑化が今日の仙台の美観の

土台となっている。

　それまで「千
せん

代
だい

」と表記されてい

た地名を「仙台」に改めたのも政宗

とされる。もともと大満寺（太白

区）にあった千体仏にちなんで「千

体」とされていた地名が「千代」に

変化したのだが、政宗は唐代の漢詩

に「仙臺（台の旧字体）」の語を見て

改名したという。「仙臺」とは「仙人

の住む理想の場」の意で、政宗によ

る改名説が真実なら、この地を理想

郷にしようという強い思いを感じる

ことができる。

　その仙台が、東北随一の商業都市

へ発展したきっかけは、1887年の鉄

道開通だ。

　これを機に物流の拠点が、海運で

発達した石巻や塩釜から仙台駅に移

動。江戸時代に豪商が集まった国分

町は、今では飲食店などが集まる繁

華街、東一番丁は商店街、オフィス

街へと変貌を遂げた。

　1907年に東北帝国大学（現・東北

大学）が創立されると、「学都」とし

ての地位も確立。この頃より昭和初

期にかけて上水道や電気事業、市電

敷設などが推進され、近代都市とし

ての礎が築かれた。

幾度となく地震・津波災害に 

見舞われた仙台平野 

　太平洋戦争末期の空襲で焼け野原

となりながら、見事に復興を果たし

た仙台が著しい発展を遂げたのは

1980年代である。

　1982年の東北新幹線開業に伴い

震災を乗り越え
安全・快適なまちづくりを目指す

伊達政宗による築城以後

東北を代表する都市に発展

2011年の東日本大震災で大きな打撃を受けた仙台。復興に全力で取
り組んできた仙台市は、「減災」の視点に立った災害に強いまちづくり
を進めている。震災から6年後の復興状況を概観するとともに、仙台市
が目指そうとしている今後の都市構想を明らかにする。

仙台城の天守台跡から仙台の街を見渡す

「仙台」の
 都市構想
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仙台駅が建て替えられるとともに、

大規模な駅前整備が行われた。バブ

ル経済期には中心街に高層ビルが林

立し、1987年にNHKの大河ドラマ

「独眼竜政宗」が放送されると空前

の政宗ブームが起き、多くの観光客

を呼び込むようになった。

　市制100周年にあたる1989年に

は、全国で11番目の政令指定都市

に移行。2000年代に入ると JR仙台

駅東口側一帯の土地区画整理事業が

進められて宮城野通が開通し、東口

駅前広場も完成した。

　このような華々しい発展の歴史の

一方で、仙台平野を含む東北地方の

太平洋沿岸は、たびたび地震や津波

に襲われている。古くは平安時代の

貞
じょうがん

観地震（869年）や江戸時代の慶長

三陸地震（1611年）、近代では明治

三陸地震（1896年）や昭和三陸地震

（1933年）などに見舞われた。

　まだ多くの人の記憶に残る1978

年の宮城県沖地震は、人口50万人

以上の都市が初めて経験した都市型

大地震の典型といわれている。仙台

市は、宮城県沖地震の経験を生かし

ながら防災体制を強化してきたが、

2011年３月11日に発生した東日本

大震災は、想定をはるかに超える規

模だった。

着実に進められた 

震災からの復興計画 

　「宮城県沖地震後、市は建物やブ

ロック塀、水道管やガス管などの耐

震化を進めてきました。東日本大震

災の揺れで都心部に大きな被害があ

まり生じなかったのはその成果とい

えますが、東部沿岸を襲った津波で

たくさんの方の命が奪われ、住まい

や農地などが壊滅的な被害を受けた

ほか、丘陵地区を中心とする宅地

に多くの被害が出ました」と語るの

は、仙台市都市整備局の遠藤弘一課

長。

　市は打撃を受けたインフラなどの

復旧に取り組むとともに、復興に向

けて2011年11月に「仙台市震災復

興計画」を策定。被災地最短の５カ

年の復興計画のもと各種事業は急

ピッチで進められ、これまでに全

3,206戸の復興公営住宅整備、災害

危険区域に指定された東部地域から

の集団移転先の造成、13の津波避難

施設整備、公共事業による宅地復旧

などが完了している。

　「震災から６年を経て、被災した

方への直接的な支援や都市機能の回

復という点では、市としてできる限

りの手を尽くしてきたと思っていま

す。現在は東部地域のかさ上げ道路

の建設など、ハード面の整備を継続

中です」（遠藤課長）

今後の防災・減災に重要な 

多重防御と市民の「共助」 

　仙台市まちづくり政策局の原孝行

課長は「東日本大震災は防災対策に

多くの気づきと新たな課題をもたら

しました」と話す。

　気づきの一つが、大きな自然災害

を完全に防ぐことはできないとの観

点を踏まえた、多重防御による津波

減災の重要性だ。国土交通省が仙台

湾南部海岸に整備した堤防と、仙台

市が内陸部に建設中のかさ上げ道路

は、押し寄せる津波を二重にくい止

めるための施設である。

　公共施設や学校などの耐震化は、

東日本大震災以前にも100％近く進

められていたが、今後は建物の天井

材の落下対策なども施していく方針

だという。

　「東日本大震災では地域の人々の

『共助』の大切さが再認識されまし

た。今、仙台では避難所運営や帰

宅困難者への対応などさまざまな

経験をもとに、地域の実情を反映

したマニュアルづくりや防災リー

ダーの育成、帰宅困難者の一次避

フジテック株式会社
北日本支社東北支店
係長

菅原 健一

　東日本大震災から６年が経っ

た現在、東北地方のお客様の

防災意識は依然として高いこと

を感じます。

　特に関心を寄せられるのは、

費用を抑えながら既設エレベー

タに万全な安全対策を施すこと

ができる「安全向上パッケージ」

です。

　一方、より費用を抑えながら

対策を講じたいとお考えになる

テナントビルやマンションなどの

オーナー様には、最新型のエレ

ベータの制御装置に置き換える

「制御盤交換パッケージ」を中

心にご提案しています。

　古い耐震基準のエレベータを

お使いのお客様には、できる限

り現行の基準に合致する対策を

講じていただけるよう、“安全・

安心” をご提案することが私の

使命です。

　万一地震が発生しても、「フジ

テックに提案された対策のお陰

で被害を最小限にとどめられた」

とおっしゃっていただけるよう、

今後も誠心誠意、営業活動を

続けてまいります。

お客様に見合った提案でエレベータの安全を守る

集団移転

公共事業による
宅地復旧

復興公営住宅

津波避難施設

海岸公園再整備

かさ上げ道路

避難道路

蒲生北部
土地区画整理

移転先造成完了

全地区完了

3,206戸整備完了

13施設整備完了

全区間着工

避難の丘整備完了・公園の一部利用再開

着工

事業計画決定 仮換地指定・着工

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019～
2020年度

参考：仙台市提供資料

仙台市の主な復興事業の進捗状況

2016年６月末2016年６月末2015年９月末2015年９月末2015年３月末2015年３月末2014年９月末2014年９月末2014年３月末2014年３月末2013年３月末2013年３月末

（戸）（戸）
3,5003,500

3,0003,000

2,5002,500

2,0002,000

1,5001,500

1,0001,000

500500

1212

576576
728728

2,0082,008

2,7252,725

00

参考：仙台市提供資料

3,206
（整備完了）
3,206

（整備完了）

六丁の目西町復興公営住宅では、
フジテック製エレベータが稼働し
ている

仙台市の復興公営住宅の整備状況

写真左から
仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課課長
遠藤 弘一 様

仙台市まちづくり政策局震災復興室
震災復興担当課長
原 孝行 様

仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課
被災地支援担当課長兼
東部再生担当課長
横田 修 様

仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課
管理係係長
西村 康弘 様
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災
害
危
険
区
域

仙台駅

地
下
鉄
南
北
線

宮城総合支所

多賀城市役所5㎞圏内

10㎞圏内

地下鉄東西線
荒井

六丁の目卸町

薬師堂

連坊

宮城野通

八木山動物公園

青葉山

川内

国際センター

大町西公園

青葉通一番町

愛宕橋

富沢

長町南

長町

長町一丁目

河原町

五橋

勾当台公園
広瀬通

北四番丁

北仙台

台原

旭ヶ丘

黒松

八乙女

泉中央

難場所の確保など、市民と行政が

協働して取り組んでいます。また、

普段から顔の見える関係をつくれ

るよう、全ての指定避難所に市の

担当課を配置し、避難訓練なども

実施しています」（原課長）

　多重防御ができるインフラ整備が

行われ、市民と行政が一体になった

避難所の運営や日ごろからの防災意

重点化方針2020」には、「防災と環

境を基軸とした未来を創るまちづく

り」、「社会のイノベーションを生み

人口減少に挑むまちづくり」、「東西

線開業を契機とした都市の楽しさを

創造するまちづくり」の３つの方針

が掲げられている。

　「分散しがちな都市機能を一定の

エリア内に集約することは、より便

利で快適な市民生活につながり、少

子高齢化時代にも対応するものだと

思います」（遠藤課長）

　これを後押しするのが、2015年12

月に開業した地下鉄東西線である。

仙台市の中心部は、東側が産業エリ

ア、西側は学術文化エリアという特

色がある。

　この両エリアのアクセスが東西線

の開通によってスムーズになったこ

とは、今後の仙台のまちづくりにと

って大きな意味を持つ。

識の浸透が実現して、初めて効果的

な防災・減災対策になるというの

が、仙台市が東日本大震災から得た

貴重な教訓である。

柔軟な発想の土地利用で 

新たな活気を呼び込む 

　津波による甚大な被害を受けた沿

岸部の東部被災地域は、住宅の新築

などを禁止する災害危険区域に指定

されたが、仙台市はこのエリアの一

部を市の新たな活力源とするための

利活用を計画している。

　「市が買い取った防災集団移転後

の土地を、民間事業者に負担の少な

い借地料で貸し、古里を離れた方々

の思いも大切にしながらこの地域に

賑わいをもたらす場を創出しようと

考えています」と説明するのは、仙

台市都市整備局の横田修課長。

　スポーツ・レジャー施設のほか、

芸術・文化などの“チャレンジン

　これまで仙台市の都市部は外延化

を続けてきたが、今後南北線を含め

た２本の地下鉄を軸とする都市整備

が進行すれば、両地下鉄の沿線に市

民の生活に必要な機能が集約される

ことになる。そのことで都市の利便

性や快適性を高め、まちの活力を創

出したいというのが、仙台市の考え

方である。

震災前から継続している 

仙台駅周辺の都市開発 

　南北線と東西線が交差する仙台駅

周辺は、ますます大きな役割を担う

ことになる。

　駅前地区の再編は震災前から少

しずつ進められており、2016年には

集客力の高い商業施設が新たにでき

たほか、仙台駅は東西を結ぶ幅６m

の自由通路を16mに拡幅。東口広

場も再整備され、中長距離の高速バ

地下鉄東西線の連坊駅と卸町駅では、フジテッ
ク製のエレベータ、エスカレータ計24台が稼働
している

参考：東日本大震災 仙台復興のあゆみ（仙台市まちづくり政策局震災復興室、2017年3月発行）

仙台市の青葉区に2015年に竣工した「ザ・青
葉通レジデンス」。整備が進む仙台に誕生した
マンションの一つで、フジテック製エレベータ
が稼働している

グな取り組みの場”として集客力

の高い利活用がなされることに期待

しているという。

　津波被災地域のうち、震災前は住

宅と企業が混在していた蒲
が も う

生北部地

区では、産業系の土地利用が計画さ

れている。

　「仙台国際貿易港に近いこの地区

の立地特性を生かし、新たな産業集

積のための土地区画整理事業を推進

中です」と話すのは、仙台市都市整

備局の西村康弘係長。

　柔軟な発想で土地を有効利用しよ

うとする取り組みといえそうだ。

市民がより快適に暮らせる 

まちを目指す 

　このように復興を着々と進めてき

た仙台市が構想する都市の未来像と

はどのようなものだろうか。

　2020年までの５年間を見据えて

2015年末に策定された「仙台市政策

スターミナルが集約された。

　「中心部は都会でありながら、自

然が身近で暮らしやすい」（遠藤課

長、横田課長）、「四季折々に文化、

スポーツ、お祭りなどの多彩なイベ

ントがある」（原課長、西村係長）と

語るように、豊かな住環境が整って

いるとともに、観光資源にも恵まれ

ている仙台市は、震災後の都市整備

によってさらにその魅力を増そうと

している。フジテックは、今後もそ

の発展の一翼を担っていく。

フジテック株式会社
北日本支社東北支店
課長

田中 亮

　東北地方全域の復興公営住

宅の多くに昇降機を納入させて

いただくなど、当社は東日本大

震災後の復興に陰ながらご協力

してきました。

　東日本大震災で建物に大き

な被害が生じた独立行政法人

国立病院機構「仙台医療セン

ター」様の建て替えに際しても

昇降機の納入を決定いただき、

現在準備を進めています。

　こちらは基幹災害拠点病院と

して、大規模災害発生時にも

機能を維持することが求められる

建物ですので、万全な安全対

策を施す所存です。

　当社はこれまで、仙台のラン

ドマークとなっている「アエル」

様や「仙台トラストタワー」様な

どの高層ビルにも納入し、長き

にわたりお客様と歩んでまいりま

した。特にこれから開発が期待

される地下鉄東西線沿線では、

高層ビルはもちろん、ショッピン

グセンターなど市民の皆様が身

近に利用される施設へも納入さ

せていただき、これからの仙台市

の発展に貢献する所存です。

再開発が進む仙台市の発展に貢献

仙台市の復旧・復興状況

凡例

災害危険区域
ほ場整備事業区域
防災集団移転先
主な宅地復旧箇所
復興公営住宅
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2つの高層タワーで構成される複合型レジデンス

フォーラム・アルコルテ
（アルゼンチン）

日本の美の伝統、琳派モダンで現代の離宮を彩る

エクシブ湯河原離宮
（神奈川県足柄下郡）

■ Outline

竣工：2015年　施主 ： TGLT　設計・監理：MSGSSS
施工： Constructora Sudamericana S.A.　昇降機設置台数： エレベータ22台

■ Outline

竣工： 2017年　施主：リゾートトラスト株式会社　設計・監理： 株式会社観光企画設計社、株式会社安井建築設計事務所、株式会社日建スペースデザイン
施工： 鹿島建設株式会社　昇降機設置台数：エレベータ16台



　リブ住吉は1989年の開業以来、

コープこうべの運営する「seer」を

キーテナントに、ファッション、雑

貨、食料品、飲食など、生活に密着

した商品構成で地域のお客様に親し

まれています。

　店舗に直結する住吉駅は、J R 西

日本の J R 神戸線と神戸新交通の六

甲アイランド線の２つの路線が乗り

入れる神戸市内でも重要な交通の拠

点です。

　「J R 住吉駅の改札横に当館の２

階入り口を設置しています。そのた

め、降車された方と、店内のエスカ

レータで駅に向かう方の双方が当館

を利用されます。ですから、店舗は

駅利用とセットで考えています」と

話すのは、運営する神戸 SC 開発の

宮本靖夫取締役設備戦略部長。

　同社は J R 西日本のグループ会社

で、リブ住吉を含め兵庫県内９カ所

のショッピングセンターを運営して

います。

　同店には現在10台のエスカレー

タが設置されていますが、そのうち

9台は開業時に設置。また、残る1

台は2000年の店舗リニューアル時

に増設したもので、耐用年数までま

だ時間的な猶予はありましたが、今

回のリニューアルで、同時に更新す

ることを判断されました。

　「当社も含め、J R 西日本グループ

はお客様の安全を第一に考えていま

す。安全確保はトラブルが起きる前

に予防保全として対処するのが基本

お客様の安全こそが第一

神戸 SC 開発株式会社
取締役
設備戦略部長
宮本 靖夫様

リブ住吉
住所：兵庫県神戸市東灘区住吉本町１-２-１

竣工：1989年４月
リニューアル：エスカレータ10台

徹底したシミュレーションを行った分割停止工法

今回のリニューアルは夜間工事を中心に、明け方

にはエスカレータが稼働できるようにする分割停止

工法で行われました。これは近畿圏では初のこと。

当社のエスカレータ開発・生産拠点「ビッグステッ

プ」の生産、開発、設計の各担当者、実際に据

え付けを行う西工務部の技術員と、事前のシミュ

レーションを徹底することで実現しました。お客様

の営業を止めることなく、無事に更新工事を終える

ことができました。

分割停止工法のメリットは大きいです。今後、リブ

住吉様のような事例を増やしたいと思います。

フジテック株式会社
近畿統括本部
神戸支店　課長

前田 兼男

的な考え方ですから、今回のリニュ

ーアルに着手しました」

遠隔監視でさらなる安全を

　日中は店舗が営業しているため、

更新工事期間中にエスカレータが止

まると、各店舗の運営と利用客に影

響が出てしまいます。そのため、基

本は夜間工事とし、翌朝にはエスカ

レータが稼働できる分割停止工法で

作業が行われました。

　長時間の停止を必要とするステッ

プ交換工事は、年４回の休館日に設

定し、2015年度に１日、2016年度に

４日の計５日間を利用して行われま

した。

　「フジテックは技術力があるので、

安心してお任せできました。実際、

トラブルもありませんでしたし、工

事終盤に開店時間の早いテナントさ

んが入居してスケジュールの変更が

必要となったのですが、当初予定し

た工期で終えることができました」

　今回のリニューアルでは、駆動

系、制御系、安全装置の機器類を

新しく更新する「安心パック」を採

用。オプションとして、ハンドレー

ル、ランディングプレート、さらに

ハンドレール下の照明も L Ｅ D へ

更新しました。

　また、これまでフルメンテナンス

契約で月に２回停止点検を行ってい

たのを標準的な１回に変更。代わり

に遠隔監視を付加しました。

　「遠隔監視を取り入れると、毎日

自動で点検し、故障の前兆をとらえ

ることができます。万一の際、お客

様に迷惑をかけるリスクも減ると考

え導入しました」

　これまでの保全体制に満足せず、

さらなる“安全・安心”の高みを

目指す。その手段の一つが、今回の

遠隔による状態監視を付加すること

でした。まさに、お客様の安全に関

する同社のスタンスがわかるリニュ

ーアルでした。

リブ住吉はJR住吉駅に直結するショッピングセンター。1989年の開業以来、駅利用
客をメインに地元の人々の生活を支えてきた。2015年から開始したエスカレータの更
新にあたっては、夜間工事をメインとし、翌朝からの営業時間には稼働させるといった
分割停止工法により全10台を更新。利用客に影響のない形でリニューアルを行った。

分割停止工法の採用で
エスカレータを止めずに更新
～リブ住吉～兵庫県

ハンドレールはグレーからグリー
ンに変更し、 爽やかさを演出。
ステップも更新した

ランディングプレートも更新。 今後はいかにきれい
に保つかが課題だという

ハンドレール下の照明を LED に
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毎日多くの旅客が行き交うダラス・フォートワース国際空港。 中南米の主要都市へ旅客
だけでなく、 貨物も大量に輸送している。 2016年２月には新ターミナルを開設した

テキサス

カリフォルニア

ジョージア

ニューヨーク

ミシガン

イリノイ

インディアナ

オハイオ

アラバマ

テネシー

（回答企業数：461社）
0 50 100 150 200 250 300

6666

273273

175175

8888

7474

6767

6666

6060

6060

5959

国名：アメリカ合衆国　面積：約 983 万㎢　人口：約 3 億 2,100 万人　首都：ワシントン D.C.　
通貨：米ドル　経済成長率：2.4％（2015 年）　公用語：英語アメリカ合衆国

ダラス

File No.5

経済成長が著しい「ビッグD」の姿を捉える

フジテック・アメリカ・インク（ダラスオフィス）
設立：1977年７月
所在地（本社）：7258 Innovation Way Mason, Ohio 45040
所在地（ダラスオフィス）：13615 Welch Road, Suite 105 Dallas, TX 75244

フジテック・アメリカ・インク（ダラスオフィス）
Dallas Branch Manager

Steve  Broom

　ダラスオフィスでは、すでにお取引のあるお客様との

コミュニケーションを大切にすると共に、行き届いたメ

ンテナンスを実現し、トラブルが起きたときでも、すぐに

解決できるサポート体制を整えています。また、現場力

だけではなく、マネジメント力も向上させるため、優秀な

人材の確保に努め、ビッグサイズのダラス・フォートワー

ス都市圏でのマーケット・シェア向上を目標として、日々

努力を続けています。

　米国の南部に位置するテキサス

州。個人所得税、法人所得税がゼロ

という、ビジネスでは大きなアドバ

ンテージを持つこの州に、近年の経

済成長が目覚ましい都市として注目

されているダラスがある。スケー

ルの大きさからも「ビッグ D」の愛

称で知られており、人口は約128万

人、隣接するフォートワースとあわ

せて大都市圏を形成している。

　全米の都市圏別 GDP の伸び率に

おいても、2010年の3,759億ドルか

ら2014年には5,043億ドルと、30％

以上の伸び率を記録。この伸び率は

ニューヨークと比べ約２倍だ。ま

ノに集約することを2014年に発表。

現在、本社ビルを建設中だ。

　これにより、地元の採用も含め

4,000人もの従業員がこの地に住む

ことになり、雇用拡大と人口増によ

って、さらなる街全体の活性化が期

待されている。

　ダラスが注目を浴びる理由はまだ

ある。それは米国と中南米を繋ぐ拠

点として好立地であることだ。1974

年に誕生したダラス・フォートワー

た、経済誌の企業番付「フォーチュ

ン500」（2016年）でも、ダラス・フ

ォートワース都市圏の20企業が掲

載されるなど、このエリアが注目さ

れていることがうかがえる。

　日本企業もこの経済都市圏に注目

しており、国内のある大手自動車メ

ーカーは、北米に本社機能を持つ４

つの事業会社をダラス北部のプレイ

ス国際空港（以下 DFW 国際空港）

はその象徴と言えるだろう。2015年

の離着陸回数は世界３位、旅客数は

世界10位を記録し、重要な国際ハ

ブ空港として機能している。2015年

からは、日本の航空会社も成田空港

から DFW 国際空港への直行便の

運航を開始。今後の経済成長が期待

されるテキサス州へのアクセスと、

自動車産業の活発なメキシコを中心

とした中南米への乗り継ぎに便利な

拠点としてニーズが高まっている。

　また、DFW 国際空港には５社の

鉄道が乗り入れている。その一つの

GDPの伸び率も目覚ましい

ダラスの魅力

カンザスシティー・サザン鉄道は、

2016年10月にプレイノに貨物ター

ミナルを開業。旅客だけでなく、米

国～メキシコ間の貨物輸送にも力を

入れていく予定だ。

　人や物資の輸送が増えたことで、

交通機能に関する整備も急務となっ

た。テキサス州政府は交通渋滞緩和

のため、ダラス、フォートワース、

オースティンの３都市における高速

道路の整備を発表。今後４年間で

250億ドルを投資していく予定だ。

ダラスの発展に向け、行政が一丸と

なって取り組む姿勢を見せている。

都市開発が目覚ましいダラス。 中でもビジネスの中心地であるダウンタウンは、
多くの企業がオフィスを構えている

米国へ進出している日系企業に向けて行ったアンケート。３
年連続でテキサス州が１位を獲得した。 約８割の企業が南部
地域に注目していることがうかがえる
参考：JETRO「2016年度 米国・カナダ進出日系企業実態調査の結果」

※本文内の情報・データの一部はJETRO発行「通商弘報」を参考にしています

今後２～３年で市場が拡大すると思われる州
（業種別、複数回答）

空と陸の充実したインフラで

人と物資の輸送を支える
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1947年に、当時の四谷・牛込・淀橋の3区が統合して生まれた歴史を持
つ新宿は、東京23区のほぼ中央に位置している。個性豊かな飲食店が
連なる歌舞伎町、昔ながらの味を守り続ける老舗、緑に包まれた新宿御
苑など、飲食や買い物などで訪れる人も多い。今回はそんな新宿を中心
としたお勧めスポットを紹介します。

ちょっと寄り道 おとな旅
第
5
回新宿

※ 価格は全て税込み。

新宿御苑
フランス式整形庭園、イギリス風景式庭園と日本庭園を巧みに組み合わせた庭園
は、 明治時代の代表的な近代西洋庭園であり、 国内でも数少ない風景庭園の名
作。 その歴史は古く、1590年に譜代大名の内藤家が所有し、その後農業振興を目
的とした試験場などを経て、1906年に日本初の皇室庭園となった。 新宿御苑の中
には、天皇や皇族が休憩所として利用した旧洋館御休所などの歴史建造物があり、
現在は一般に開放している（酒類持込禁止、遊具類使用禁止）。
東京都新宿区内藤町11番地　TEL:03-3350-0151（新宿御苑サービスセンター）
入園時間：9:00〜16:00（16:30閉園） 
料金：一般200円／小・中学生50円／幼児無料 
地図内④

東京都庁
世界的建築家の丹下健三氏がデザイン
したツインタワー。 高さ202ｍに位置す
る展望室は北と南で部屋が分かれてお
り、 夜には高層ビルがひしめく夜景を
眺めることもできる。 また、 東京観光
情報センターや TOKYO 地域特産品売
店などがあり、さまざまなお土産が購入
できることから多くの観光客が訪れる。
職員が利用している食堂が一般に開放
されており、 安くてボリュームのある食
事も楽しめる。
東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL:03-5321-1111（代表）
開室時間：北展望室は9:30〜23:00、
南展望室は9:30〜17:30（北展望室が
休室の場合は〜23:00）
※ 入室締切は閉室時間の30分前
地図内⑤

焼肉DINING 太樹苑　西新宿店Part-1
「よい素材を、 美味しく、 お安く」をモットーに、内装をモダンで温かな雰囲気に統一することで、 落ち
着いた食事を楽しむ空間を演出。 特上カルビ（2,354円）やブロックステーキ（1,274円）、炙り牛にぎり中
トロ（885円）など、目利きの選ぶ食材を使った多彩な料理が並ぶ。 同店では、 平日の11時～ 15時まで
ランチタイムを行っており、 人気の高い牛ロースカツ膳（980円）や自家製ハンバーグ膳（880円）など、
上質な肉の味を楽しむことができる。
太樹苑 西新宿店 Part-1　東京都新宿区西新宿7-23-1 TSビル1F　TEL:03-5348-8929  地図内①

もうやんカレー利
り

瓶
び ん

具
ぐ

自慢のルーは大量の香味野菜をエクストラバージンオリーブオ
イルでじっくり炒め、 漢方薬膳を使ったオリジナル熟成スパ
イスでカレー全体をまとめ上げている。２週間かけて完成す
るルーは、 驚くほどまろやかで深い味わい。 ランチビュッフェ

（1,080円）や、ディナーメニューの全部カレー（1,728円）、和
牛ホホ肉ビーフカレー （1,296円）など多彩なメニューが揃って
いる。
もうやんカレー利瓶具　東京都新宿区西新宿6-25-14 第2仲川ビル
TEL:03-5323-5539
地図内⑥

Attend by

FUJITEC

SENDAI

花園万頭 本店
創業は1834年の老舗。 看板商品の花園万頭

（6個入2,484円）は、 大和芋を加えてしっと
りと蒸し上げた外皮と、四国和三盆糖を用い
て滑らかに調整したこしあんとが合わさり、
手作りならではの調和が素晴らしい逸品だ。
もう一つの代表銘菓ぬれ甘なつと（小箱１個
入540円）は発売以来変わらない製法で、
豆芯までしっとりと甘みをしみこませ、 舌の
上でとろけるような味わいを堪能できる。
花園万頭 本店　東京都新宿区新宿5-16-15
TEL:03-3352-4651（本社）  地図内②

新宿ゴールデン街
現在、290店舗前後の店が集まっているといわれる
ゴールデン街は、 戦後間もなく新宿マーケットとし
て始まり、 長い歴史の中で名前や場所、 出店形式
などを変えながら多くのビジネスパーソンや観光客
に愛されてきた。 最近では若い世代が斬新なコン
セプトで店を開くようになり、小規模ながらも個性的
な店が集う。 世代を問わずはしご酒を楽しむことが
この街の特徴になっている。
東京都新宿区歌舞伎町1-1-6
TEL:03-3209-6418（新宿三光商店街振興組合）
地図内③

フジテック株式会社
首都圏統括本部

新宿営業所
住所：東京都新宿区

西新宿8-1-1
TEL：03-6744-9210

首都圏統括本部
新宿営業所長

村沢佳文

都営
新宿
線

東京メトロ丸ノ内線

小
田
急
線

J
R
線

西
口

東
口

①

②③

④

花園神社

新宿御苑前駅

新宿御苑

新宿三丁目駅
新宿駅

新宿センタービル新宿三井ビル
新宿住友ビル

都庁第一本庁舎

⑥

⑤

新宿営業所

西新宿駅

©（公財）東京観光財団© 東京都

©2015新宿三光商店街振興組合
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USNET No.48（2017年7月1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

ウォール街の実業家・エドワードと、コールガールのヴィヴィアンとのシンデレラストー
リーを描いた映画「プリティ・ウーマン」（1990年公開／ゲイリー・マーシャル監督）。
物語の舞台となったのは、ロサンゼルスのウェストサイドに位置するビバリーヒルズ。
エドワードの取引相手との会食のため、ヴィヴィアンがイブニングドレスを買いに訪れる
のが、観光地としても有名なロデオ・ドライブだ。ウェストサイドの中でも世界的に有名
なファッションブランドが店を構えるショッピングストリートで、ヴィヴィアンが意気揚々
とショッピングを楽しむシーンが印象的だ。

アメリカ／ロデオ・ドライブ（表紙）

映画の風景

Ⓒamanaimages inc

ロサンゼルス

アメリカ

メキシコ
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