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　約370万人（2017年9月末現在）の

市民が暮らす横浜市は、東京23区

に次いで全国２位、市としては最大

の人口規模を誇る都市である。

　そこまでの大都市に発展する契機

となったのは、1858年に締結された

日米修好通商条約だ。これを受けて

翌年横浜港が開港し、この国際港は

「開国日本」の象徴的存在となった。

市制が敷かれたのは1889年のこと

で、当時の人口は約12万人。西洋

からの文化流入によって市民はモダ

ンな生活の恩恵を享受するようにな

り、1910年に横浜経済協会が設立さ

れて以後は、工業誘致の促進により

経済発展の基盤も築かれた。

　昭和に入ると、横浜港からの輸出

品はそれまでの生糸に代わって機械

や金属などが主流となり、さらなる

経済発展を遂げながら、1942年には

人口100万人を突破した。

　こうして順調に発展してきた横浜

だが、太平洋戦争の空襲で中心部は

焦土と化し、終戦後は港湾施設の大

半が連合国軍に接収されたことで、

戦後復興は他の都市よりも大幅に後

れをとった。それでも懸命な都市再

建が進められ、1949年に開催された

日本貿易博覧会は市民を大いに活気

づけた。

　1958年の開港100周年記念事業と

して、横浜マリンタワーや横浜文化

体育館が竣工。高度経済成長期には

横浜沖の埋め立てが加速して港湾の

大型化が進み、重化学工業を中心と

する京浜工業地帯も整備された。こ

の頃より横浜港からの輸出品は、自

動車が主流となる。人口が200万人

に達したのは1968年。人口増加に

対応するため、郊外では急ピッチで

ベッドタウンが開発された。

　1989年には横浜博覧会が開催さ

れ、1,300万人以上もの人々が来場。

記念事業として、横浜美術館、横浜

アリーナ、横浜ベイブリッジが建設

「開国日本」の象徴となった

横浜港の開港

開国以後、「日本の玄関」として発展を続けてきた横浜。開港から160周年を迎えようとしている今、市の
中心的な機能を担う「横浜駅周辺」、「関内」、「みなとみらい21」の3エリアで、都市再開発の動きが顕著
になっている。日本第２の人口規模を誇るこの街は、どのような変貌を遂げようとしているのだろうか。

開港160周年を目前に
再開発が加速

都市ブランドに
磨きをかける「横浜」

2 USNET  No.49 USNET  No.49 3



された。2002年には日韓共催となっ

たサッカーワールドカップの決勝戦

が横浜国際総合競技場で開催され、

同年10月に人口が350万人を突破

した。

　その2年後には「みなとみらい

線」が開業するなど、横浜の発展は

とどまることがない。

横浜駅周辺で進む 

都市機能の再編 

　長く横浜の中心部は、開港の地で

ある「関内」と、多数の鉄道が乗り

入れるターミナルとして戦後著しい

発展を遂げた「横浜駅周辺」に分け

られていたが、近年は新たな都市空

間として「みなとみらい21」が発展

し、両エリアを結びつける役割を果

たした。そのことで商業・文化など

の機能集積に拍車がかかり、特に横

浜駅周辺で渾然一体となっていた都

市機能を整理する必要に迫られるよ

うになった。

　そこで横浜市が策定したのが、

「エキサイトよこはま22（横浜駅周

辺大改造計画）」である。

　このガイドラインでは「駅周辺に

は老朽化した建物が多く、都市機能

の更新時期を迎えつつあり、地域間

競争に勝ち抜いていくために都市の

再生が必要である」として、横浜駅

周辺を７地区にゾーニングし、それ

ぞれの持つ機能性を強化する方針が

示されている。

　その７地区の１つ、横浜駅西側

の北幸地区では、髙島屋の倉庫跡

地を活用した「横浜北幸ビル開発計

画（仮）」が進められている。2018年

竣工予定の同ビルの１～３階は百貨

店の髙島屋が催事などを行う商業・

業務スペース「横浜北幸ビル（仮）」、

４～ 17階は住宅として、東急不動

産・東神開発が手掛ける総戸数210

戸のマンション「ブランズ横浜」が

分譲される。

　「横浜駅の周辺は業務・商業専用

地区に指定され、住宅用途の建設

が制限されていますが、『ブランズ

横浜』はその地区のすぐ外側に位置

し、横浜駅西口から徒歩６分という

好立地に恵まれています」と話すの

は、東急不動産の森繁樹氏。

　オフィスが多く集まっている北幸

のビジネスエリアに、これほどの規

模の集合住宅が建設された例は過去

にないという。

新駅ビルとの相乗効果で 

横浜駅西口を活性化 

　良好な都市景観の創出を意識し

て設計された「ブランズ横浜」は、

ガラスウォールと白い“フレーム”

を組み合わせたスタイリッシュな外

観が印象的。敷地内には緑が多く、

美しい曲線を描く螺旋階段で結ばれ

る２～３階に商業・業務フロアのガ

ーデン、４階には居住者のためのオ

ーナーズガーデンも整備される。

　「すぐ近くを流れる新田間川の桜

並木と敷地内の緑に連続性を持たせ

ることで、居住者や道行く人に潤い

を感じさせるのも特長です。商業・

業務機能と住宅、そして周囲の自然

と調和した豊かな緑が共存するこの

建物は、まさに横浜市が目指す都市

像を体現しているのではないかと自

負しています」（森氏）

　また、購入者の安全性に対する関

心は非常に高く、建物には法で定め

られた安全基準を上回る耐震性が備

えられている。フジテックは商業用

エレベータ４台とエスカレータ２

台、住宅用エレベータ４台を納入。

いずれも地震発生時に最寄り階に速

やかに停止するなど、万全の安全対

策が施されている。

　「色やデザインに共用部との統一

性を持たせるなど、エレベータの意

匠にもこだわりました。柔軟な対応

で、建物を設計したデザイナーの要

望に応えていただけたことに満足し

ています」（森氏）

　同じ西口では、JR 東日本が2020

年の竣工を目指して、横浜駅西口駅

ビルを超高層複合ビルに建て替え

中だ。新駅ビルは地上26階、地下

３階建ての「駅前棟」と、地上９階

建ての「鶴屋町棟」からなり、「駅前

棟」にはショッピング施設やオフィ

ス、「鶴屋町棟」には駐車場や保育施

設などが設けられる予定だという。

「ブランズ横浜」は、その新しい駅

ビルとの相乗効果によって、横浜駅

西口エリアをいっそう活気づけるこ

とが予想される。

　「先端的な都市機能を有しながら、

港周辺の歴史的建造物が放つ独特の

雰囲気も混在するのが横浜の良さな

のではないでしょうか。市はアジア

を代表する国際都市としての“横

浜ブランド”の確立を進めようと

していますが、それはこの街にしか

森 繁樹様

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
再開発事業本部　再開発事業第二部
グループリーダー

横浜駅周辺大改造計画の7つのエリア

新田間川沿いの自然と連続性を持たせた外観は、 憩いと安らぎの空間を演出

参考：「概要版 エキサイトよこはま22 横浜駅周辺大改造計画（平成25年6月）」（横浜市）
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ない雰囲気を大切に保ちながら、都

市機能を更新していくことで実現で

きるのではないかと考えています」

　そう語る森氏は、羽田空港へのア

クセス性も良く、リゾート地である

湘南エリアとも接続する横浜が、今

後の再開発で独自の価値をさらに高

めることに期待を寄せている。

みなとみらい21や関内でも 

再開発計画が進行中 

　横浜の新しい“顔”となってい

るみなとみらい21では、ウォータ

ーフロントの立地特性を生かしなが

ら都市ブランドの向上に資する「中

央地区59街区」が整備され、開発

事業者が市により公募された。その

きな集客力を発揮している。

　同社広報部は、「以前よりこの地

に出店してほしいというお客様の要

望があり、横浜市様のご協力によ

って『中央地区59街区』を活用させ

ていただくことになりました」と話

し、今後もこのエリア全体の発展に

貢献したいと意欲を示す。フジテッ

クはこの「オーケーみなとみらいビ

ル」にも昇降機を納入し、横浜の都

市再開発を後押ししている。

　みなとみらい21の南側、「馬車道」

エリアでは横浜市役所の新市庁舎が

建設中で、2020年６月に供用が開始

される予定だ。みなとみらい線「馬

車道駅」周辺には、マンション、オ

フィス、ショッピング施設からなる

地上58階建ての超高層タワーの建

設も計画されている。

　現市庁舎が移転する関内エリアで

結果選定されたのが、ディスカウン

ト ･ スーパーマーケットを経営す

るオーケーを代表企業とする企業グ

ループだ。2016年９月に同地に竣工

した８階建ての「オーケーみなとみ

は、跡地の再開発がさまざまな角度

から検討され、2020年の東京オリン

ピックで正式種目となった野球・ソ

フトボールの主会場となる横浜スタ

ジアムの改修も進められようとして

らいビル」には、オーケーの本社機

能が移され、２階にはスーパーマー

ケット「オーケーみなとみらい店」

がオープン。売り場面積823坪を誇

る同店は、同社の旗艦店舗として大

フジテック株式会社
首都圏統括本部 横浜支店
新設営業グループ
課長代理

崎
さ き

須
す

賀
か

 雅
ま さ

貢
き

　横浜支店は神奈川県全域を

カバーしています。設計から生

産・据付・保守までを一貫体制

でご提供できる当社の特長を多

くのお客様にご理解いただき、

過去10年ほどで県内の昇降機

におけるフジテックのシェアはほ

ぼ倍増しました。

　大規模なオフィスビルや商業

施設が計画される横浜市中心

部、ハイクラスのマンションが多

い港北エリア、中規模のテナン

トビルや商業施設が集まる主要

駅周辺というように、それぞれ

地域特性がありながら、全体で

見るとさまざまな用途の建物がバ

ランスよく計画されているのが横

浜市の特長だと思います。

　新駅ビルの整備が進む横浜

駅周辺や、市庁舎の移転によ

る跡地の活用が検討される関内

エリア、文化施設や国際会議

場などの建設が続くみなとみらい

21をはじめ、横浜市の都市再

開発はこれからも続きます。

　横浜支店の強みである部門の

垣根を越えた団結力を生かし、

今後はランドマークとなる建物へ

の納入にも注力して、企業価値

を高めながら、横浜市のみなら

ず県内各都市の発展に貢献し

ていきたいと考えています。

当社ならではの強みを生かして
横浜の発展をサポートしたい

いる。このように、開港以来絶え間

なく変化を続けてきた横浜は、新た

な価値を世界へ広く発信する都市へ

と、さらなる変貌を遂げようとして

いる。

高度な設計と技術力で実現した立体的な曲線スロープ（ブランズ横浜）

「オーケーみなとみらいビル」には、 フジテック製エレベータ・ エスカレータ計 15 台が稼働している

横浜駅周辺

横浜駅周辺の主な開発事業
エキサイトよこはま22
みなとみらい21中央地区地区計画
みなとみらい21中央地区20街区ＭＩＣＥ施設整備事業
関内・関外地区活性化推進計画
新市庁舎整備基本計画
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　　2017年 ４ 月20日、日 本 を 代 表

する商業地として栄える銀座に、

エリア最大規模の多用途複合施設

「GINZA SIX」がオープンした。

　これは「銀座六丁目10地区第一

種市街地再開発事業」として進めら

れたプロジェクトで、「松坂屋銀座

店」跡地を含む街区と隣接する街区

で構成される約1.4ha を一体的に整

備したものだ。多数の街区で構成さ

れる銀座に広大な敷地面積を確保す

ることができたのは、２つの街区の

間を通っていた区道が、三原通りに

付け替えられたためだ。地下２階

～地上６階と13階の一部が店舗の

並ぶ商業施設エリア、７階～ 12階

と13階の一部がオフィスエリアで、

商業施設エリアにはワールドクラス

クオリティの241ブランドが集結。

年間来館者数は2,000万人が見込ま

れているが、オープンから18日目

で早くも152万人に達した。

　「銀座では近年ビルの新築、建て

替えが活発ですが、その中でも話

題性があり、集客力も大きな場所

となりました。来館者に占める外

国人のお客様は約２割ほどなので、

GINZA SIX のオープンを機に、多

くの日本人のお客様が改めて銀座に

注目してくださったことになりま

す。このことは、私たちとしても

大変嬉しく思います」と話すのは、

GINZA SIX の商業施設の運営・管

理を行っている GINZA SIX リテ

ールマネジメント株式会社プロモー

ション部長の岩原佳乃子氏。岩原

氏は、同社の共同出資企業である

森ビル株式会社からの出向により、

GINZA SIX のプロモーション活動

を行っている。

　建築家の谷口吉生氏が鹿島建設と

協働して設計した建物は、中央通り

に面する６ブランドのファサードを

それぞれ付け替え可能な「のれん」

で統一し、上層階のガラス壁面には

外観にも内装にも息づく

“和”のしつらえ

ステンレス製の「ひさし」を水平に

あしらった。その「ひさし」は暗く

なると車のライトや街の明かりを反

映して美しく輝く。

　フランス人建築家・デザイナーの

グエナエル・ニコラ氏が手掛けた商

業施設エリアのインテリアデザイン

は、通路に並ぶ店舗があえて少しジ

グザグに配されているのが特長の一

つである。そうすることで、視線の

先に次々に現れる店を見通せ、歩く

人の期待感を高める仕掛けだ。

　「巨大な商業空間を親しみやすい

ものとするため、どの店舗もほどよ

いヒューマンスケールで設計され、

お客様が銀座の路地裏をそぞろ歩

く感覚を再現しました」と岩原氏が

説明するように、最先端の GINZA 

SIX には日本の古き良き伝統文化

が随所に息づいている。

２つの街区を一体整備することで広大な敷地面積が確保された

GINZA SIX リテールマネジメント株式会社
プロモーション部長

岩原 佳乃子様

初年度来館者目標2,000万人を上回るペースの注目度！

今年４月、銀座エリア最大級の再開発事業により、延べ床面積約14万8,700㎡の
GINZA SIX（ギンザシックス）がオープン。多数の来館者にさまざまな楽しみや利便性
を提供し、銀座に新しい魅力と価値をもたらしている。

GINZA SIX
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能楽堂で伝統文化に触れ 

屋上の日本庭園で憩う 

　地下３階には、能楽最大流派・観

世流の「観世能楽堂」（480席）が設

置された。さまざまな能の演目が演

じられるほか、地域に開かれたホー

ルとして数多くのイベントも開催さ

れている。

　「東京に訪れる外国人のうち約６

割が立ち寄るといわれる銀座には、

日本文化をしっかりと発信する役割

が求められます。商業施設エリアに

は、伝統の技が生きる和の食材や漆

器などを扱う店舗もあり、観世能楽

堂とともに日本文化の素晴らしさを

お伝えしています。外国人だけでは

なく日本人にも、自国の成熟した文

化と親しんでいただきたいと考えて

います」（岩原氏）

　 屋 上 に あ る 庭 園 に は「GINZA 

SIX ガーデン」が整備され、その中

央通り側には江戸の庭園文化が再現

されている。植栽は日本原産の木々

で構成され、紅葉や落ち葉など、四

季の移ろいが感じられるのが魅力

だ。屋上庭園の中央部は「西欧の広

場文化」をコンセプトに芝生が敷か

れ、来館者に多様な憩いの場を提供

している。約56m の高さにある屋

上からは銀座の街並み全体が見渡

せ、東京タワーや東京スカイツリー

などを望むことも可能だ。

高い公共性を発揮し 

銀座の街と共存する 

　高い耐震性を持つ GINZA SIX

は、災害が発生した際の防災拠点や

地域への貢献という面でも期待され

ている。

　大地震などの被災時には約3,000

人の帰宅困難者を受け入れられるよ

う、食料、水、毛布などを保管した

備蓄倉庫や非常用発電設備を備え、

能楽堂やオフィスエリアのロビーが

一時的に開放される。

　また、三原通りに面して観光バス

が停車できる無料の乗降所の設置に

よって地域への貢献を果たしてい

る。銀座では近年、訪日外国人観光

客の増加に伴い、多数の観光バスが

大通りに停車して通行を妨げること

が問題となっていた。GINZA SIX

による乗降所の開設は、渋滞の緩和

に大きく役立っているのだ。

　「銀座は古くから地域の人々の連

携によって支えられてきました。そ

の銀座の一員として、GINZA SIX

は地域への貢献を重視。今後は既存

の商業施設と手を携えて、銀座全体

の集客に寄与したいと考えていま

す」と岩原氏。

　出店する241のブランドの半数以

上となる121店舗が、それぞれのブ

ランドを代表する旗艦店＝フラッグ

シップショップに位置付けられてい

る。世界に名だたる一流ブランド

が、ハイクオリティな最新トレン

ドを発信しているのが GINZA SIX

の特長だが、「だからといって敷居

の高さを感じてほしくない」と岩原

氏は語る。

　「ショッピングをされることなく、

館内の各所に展示されたアート作品

を眺めたり、屋上庭園に立ち寄られ

たりするだけの方も大勢いらっしゃ

います。もちろん私たちはそうした

お客様も大歓迎しています。銀座

とは、訪れた人がそれぞれに楽し

み方を見つけられるところであり、

GINZA SIX も当然そういった場所

でありたいと思っているからです」

（岩原氏）

　東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催に向けて日本の注目度はさ

らに増し、会期中は競技会場に近い

銀座を訪れる人が一気に増加する

ことが予想される。その人々を「日

本流のおもてなし」で迎えるととも

に、五輪以後も GINZA SIX を「国

籍、年齢、男女を問わずに誰でも気

軽に楽しめる空間として機能させて

いきたい」と岩原氏は語った。

２階～５階の４層吹き抜けのアトリウムから、和紙の立体造形を透過した柔らかな光が注ぐ

斜め幕板があしらわれた商業施設エリアのエレベータ乗場 かご室内も銀座にふさわしい上質な空間に
仕上げられている

■ Outline

竣 工： 2017年１月　
施主： 銀座六丁目 10 地区市街地再開発組合

（事業施行者）
設計・監理 ： 銀座六丁目地区市街地再開発計
画設計共同体
施工： 鹿島建設株式会社　
昇降機設置台数： エレベータ38台、 エスカ
レータ46台

吹き抜けを彩る草間彌生氏の新作インスタレーション
（展示は2018年２月25日まで）／ ©YAYOI  KUSAMA

総檜の舞台がそのまま移築された「観世能楽堂」。 能以外
のさまざまな舞台としても活用できるように設計されている
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オリンピック・パラリンピック開催後は、 競技場や会場を再整備。 ザ・Ｏ２アリーナもそ
の一つで、 現在はスポーツ観戦やコンサートなどに使用されている

国名：グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国（英国）　面積：約 24 万㎢　人口：約 6,500 万人
首都：ロンドン　通貨：スターリング・ポンド　経済成長率：1.8％（2016 年、IMF）　公用語：英語

英国
ロンドン

File No.6

EU離脱の波と英国市場への期待

　ロンドンそして英国全土において、EU 離脱決定は大

きな影響を与えました。しかし、ロンドンは世界をリード

する企業にとって非常に重要な土地であり、今後も発

展し続けることを信じています。フジテック・UK では顧

客からの信頼を強みにしており、適切な管理サポートと

エンジニアのプロフェッショナルな仕事によってお客様

に最高のサービスを提供しています。今後もフジテック

ブランドを欧州市場にアピールしていくため、さらなる努

力を重ねていきます。

　イングランド、ウェールズ、スコ

ットランド、北アイルランドで構成

されているグレート・ブリテン及び

北アイルランド連合王国（英国）は、

自動車、航空機、電気機器、化学、

ガス、金融などが主な産業である。

1979年に発足したサッチャー元首

相による保守政権は、福祉政策など

によって低迷してきた経済の立て直

しを図り、製造業に加え金融業が成

長した。

　その後は欧州の金融市場の中心

に発展。ロンドンにはシティー・オ

ブ・ロンドン（通称「シティー」）と呼

ばれる地域があり、ロンドン証券取

ケーブルカーとして開通。１時間に

約2,500人を運び、大会中の重要な

輸送網として活躍した。現在は車

窓から競技会場となった「ザ・Ｏ２

アリーナ」などを望めるロンドンの

新たな観光名所として話題だ。その

ほか、日系企業が車両の製造を行っ

た高速鉄道（通称「ジャベリン」）は、

大会期間中はもちろん、現在も公共

交通機関として利用されている。

　2016年６月、ギリシャ共和国の

引所やイングランド銀行、さらには

国内外の金融機関が集まり、ニュー

ヨークのウォール街と並ぶ世界有数

の金融街となっている。

　また、2012年のオリンピック・パ

ラリンピック開催に伴い、交通イン

フラが大幅に整備された。テムズ川

の両岸を片道５分で結ぶ「エミレー

ツ・エア・ライン」は、英国初の都市

経済危機や英国内の経済格差など、

さまざまな課題を抱えながら行われ

た欧州連合（EU）離脱を問う国民投

票。結果、EU 離脱が決定し、世界

中に大きな衝撃を与えたことは記憶

に新しいことだろう。

　2017年３月にはメイ首相が EU

に離脱を通知。離脱条件などを巡る

交渉が6月から始まっている。

　見通しの不透明感から、拠点をほ

かの EU 加盟国へ移す企業が見ら

れる中、離脱をきっかけに、今後の

発展を期待させるようなニュースも

ある。

　2016年、英国政府はロンドンの

ヒースロー空港に第３滑走路の建設

を決定した。滑走路の新設は開業か

ら初めてのことであり、空港の拡張

により新興国への路線拡大を進める

計画だ。

　また、ロンドンで和食ビジネスに

携わる人々の中には、EU 内の過剰

な食品規制から脱却し、日本産の高

品質な食品の輸出が増える好機では

ないかという見方も出てきている。

使用できる素材の自由度拡大など、

規制緩和に向けた今後の動きに期待

が寄せられている。

歴史的建造物が多く残るのもロンドンの魅力。 国会議事堂もその一つであり、
英国のシンボルとして多くの人が訪れる観光スポットだ

英国へ進出している日系企業へ向けて行ったアンケートよ
り。 EU 離脱のニュースを受け、 他の主要都市へ移動する動
きが見られる中、 規制や法制度、 為替リスクなどの課題に柔
軟に対応する企業の前向きな姿勢がうかがえる
参考：JETRO「欧州進出日系企業実態調査」（2016年度調査）

英国のEU離脱を受け、現在または今後、
対応を検討していく可能性のある内容

EU離脱を迎えた今

好機と捉える見方も

交通基盤を再整備した

世界有数の金融市場

フジテック・UK LTD.
設立：1982年６月
所在地 ：Unit 43 The IO Centre, 
Armstrong Road, Woolwich, London, 
SE18 6RS, United Kingdom

フジテック・UK
General Manager

Andrew Ginno
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江戸時代に「水の都」「天下の台所」と称された“大坂”。その拠点の一
部として栄えた北区は、中心部にＪＲ大阪駅と私鉄各線の梅田駅があり、
市バスなども含めた大ターミナルを擁しています。さらに、西日本最大の地
下街や百貨店が集まるショッピング街という一面も持っています。今回は
その北区から、梅田周辺を中心に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
6
回梅田

※ 価格は全て税込み。

Whisky Dining WWW.W
サントリーが運営する「SUNTORY WHISKY HOUSE」
は “ウイスキーのある豊かなライフスタイルの提案” をコ
ンセプトに、３つのゾーンからなる複合施設。 その中の一
つに、Water（水）、Woods（森）、Wind（風）、Whis
ky（ウイスキー）の頭文字をとって名づけられた “WWW.
W（フォーダブリュー）” がある。 独自開発したオリジナル
ロックグラスで、「ザ・マッカラン・ファインオーク12年」
（972円）などのウイスキーを味わいながら料理を楽しむこ
とができる。ソースの隠し味にウイスキーの「山崎」を使用
した「ビーフヘレカツの洋食サンド」（1,706円）など、ブレ
ンダーが提案するウイスキーに合う食のマリアージュはこの
店ならではといえる。
大阪府大阪市北区大深町3-1うめきた・グランフロント大阪

「ナレッジキャピタル」2F
TEL：06-6359-5177 地図内④

梅田スカイビル 空中庭園
空中を散歩するような気分で大阪の景色が楽しめる梅田スカイビル。2008年にイギリスの新聞「THE TIM
ES」に「世界を代表する20の建造物」として紹介されるなど世界からも注目を集めている。 フジテック製
エレベータなどを利用し、 高さ約173ｍに位置する空中庭園へ向かうと、 淀川や緑豊かな山々、ビジネス
街のビル群を見渡すことができる。 夜になると夜景だけでなく、 足元に光る道が浮かび上がるルミ・スカ
イ・ウォークが現れ、幻想的な世界へと導いてくれる。
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル 空中庭園
TEL:06-6440-3855　営業時間：9:30〜22:30（最終入場 22:00） ※ 季節によって変更あり
料金：大人1000円／シニア800円／中高生700円／小学生500円／幼児200円
地図内①

露天神社
お初天神通り商店街を抜けた先に、 お初天神の名で広く
知られる露天神社（つゆのてんじんしゃ）がある。 1703 年
に露天神社の境内で実際にあった心中事件を題材に、 近
松門左衛門が人形浄瑠璃「曽根崎心中」を書き、 当時の
人々の間で大人気となった。ヒロインの名前「お初」にち
なんで「お初天神」と呼ばれるようになり、 境内には「曽
根崎心中」のお初と徳兵衛の銅像が設置されている。 観
光や恋の成就を願う男女など、 平日でも多くの参拝客が足
を運んでいる。
大阪府大阪市北区曽根崎2-5-4
TEL：06-6311-0895 地図内⑥

Attend by

FUJITEC

SENDAI

モンシェール 堂島本店
素材や製法、 鮮度を追求し、お客様に “笑顔”と“ときめき” を
お届けしたいという創業当時からの思いを貫いている。 看板商品の

「堂島ロール」（１本1,260円）は、2010年にモンドセレクション金賞
を受賞。 北海道の生乳を主に使用し、独自の製法で仕上げたクリー
ムはミルクの香りが広がるやさしい味わい。 人気焼き菓子の一つで
ある「ロール達の舞踏会」（ＳＳサイズ1,080円）はサクサクした食感
に、口どけのよさをプラスしたクッキーだ。
大阪府大阪市北区堂島浜 2-1-2
TEL：06-6136-8003（堂島本店） 地図内②

阪神タイガースショップ
阪神梅田本店
阪神梅田本店の８階にあり、 数あるタイガース
ショップの中でも売り場面積が広く、グッズ内容も
充実している。 阪神タイガースファンなら一度は
訪れてみたい場所だろう。 阪神百貨店限定商品の
T シャツやパスケース、 和柄のポーチなども取り
そろえている。
大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店8階
TEL：06-6345-1201（代表） 地図内③

近畿統括本部
西モダニ営業部長

藤村真人

中村屋
地下鉄南森町駅下車、天神橋筋商店街南へ入っ
てすぐの場所に店舗を構える同店は、 テレビや
雑誌で紹介されたこともある有名店。ラードで揚
げたおいしい「コロッケ」（70円）は40年以上の
歴史を誇る。 お昼や夕方には、ビジネスパーソ
ンや主婦など老若男女を問わず行列をつくるた
め、夕方に売り切れることもしばしば。
大阪府大阪市北区天神橋2-3-21
TEL：06-6351-2949 地図内⑤
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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

ギリシャ共和国でホテルを営むシングルマザーのドナとその娘ソフィ。結婚式を間近に
控えた２人の絆を描いた「マンマ・ミーア！」（2008年公開／フィリダ・ロイド監督）は、
世界各国で演じられたミュージカルの映画版だ。現在も美しい景観が残るギリシャのス
コペロス島を中心に、スキアトス島などがロケ地に選ばれた。世界的な音楽グループ
ABBA（アバ）のヒットナンバーに乗せて、住民たちが島の街並みや美しい海岸をバッ
クに歌い踊るシーンは愉快かつ爽快だ。

スコペロス島／ギリシャ共和国（表紙）

映画の風景

写真：Photofest／アフロ

 ギリシャ
共和国
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