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　2015年３月に長野駅から金沢駅

に至る区間が新たに開通して以来、

まもなく開業３年を迎える北陸新幹

線。開業時のブームは一段落したも

のの、利用者数は今も堅調だ。2017

年６月には、開業から２年３カ月で

利用者数が2,000万人を突破した。

ＪＲ西日本では当初、新幹線開業に

よってこの区間の特急利用者数が

在来線時の2.2倍になると予想。し

かし実際には、2015年度は2.95倍、

2016年度は2.73倍と、予想を大き

く上回る結果となっている。

　好調を後押ししているのが、観光

を目的とした利用者だ。もともと北

陸は、自然や温泉、伝統工芸、食、

古い町並みなど、豊かな観光資源を

有している地域である。そこに東京

～金沢間を最短２時間28分、東京

～富山間を同２時間８分で結ぶ北陸

新幹線が開業したことで、多くの人

にとってこのエリアが身近なものに

なったのだ。さらに、いわゆるゴー

ルデンルート（東京、京都、大阪な

ど）に飽き足らない訪日外国人も、

北陸を観光ルートに加えるようにな

っている。

　その中で、新幹線の開業効果を最

も享受しているのは、やはり金沢だ

ろう。石川県の調べによれば、2014

年に約844万人だった来訪者数は、

新幹線開業年の2015年には約1,006

万人、2016年には約1,033万人にま

で増えている。

　戦災を免れた金沢は、1968年に

全国に先駆けて伝統環境保存条例

（現・景観条例）を制定するなど、

江戸時代から続く町並みを大切に守

り続けている。また金沢箔や加賀友

禅などの伝統工芸の継承にも力を注

ぐ。こうした魅力に加え、兼六園、

金沢21世紀美術館、近江町市場や

ひがし茶屋街といった観光スポット

がコンパクトにまとまっており、歩

いて回りやすいのも金沢の強みだ。

ブーム一段落も

堅調な動きを維持

2015年３月、北陸地域の人々にとって悲願であった北陸新幹線が開業。利
便性が高まったことによって、首都圏などを中心に多くの人たちが北陸を訪ね
るようになった。新幹線の開業は、同地にどのような観光効果をもたらしている
のか。そしてその観光効果を最大化するために、どんな戦略を練っているのか。
まもなく北陸新幹線開業から３年を迎える金沢と富山の今をレポートする。

開業からまもなく３年

 北陸新幹線が
「金沢」「富山」に
 もたらしたもの

ＪＲ金沢駅ではフジテック製エレベータ７台、 エスカレータ４台が稼働している
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開業を見据え 

10年前から進めてきた準備 

　金沢が新幹線の開業効果を最大化

できたのは、市の努力による部分も

大きい。2005年には早々と金沢駅

をリニューアル。また2007年には、

将来の新幹線開業を見据えて「金沢

が培ってきた文化の継承・活用・育

成」「豊かな都市環境の維持・活用」

など５つの施策の柱からなる「魅力

発信行動計画」を策定。該当する施

策については、財政的な支援を行

ってきた。こうして約10年前から、

来るべき日に備えてきたのだ。

　金沢市が観光戦略で重視している

のは“本物”と“広域”だ。

　「『本物』とは、藩政時代から受け

継いできたまちなみや建築物、工芸

といった金沢固有の地域資源を掘り

起こし、観光客に魅力ある観光プロ

グラムを提供しようというもの。一

方『広域』とは、金沢市の周辺都市

と連携プロモーションを行っていこ

うというものです」と、金沢市経済

局営業戦略部観光政策課誘客推進室

の小原素室長は語る。

　このうち「広域」については、富

山県南砺市、岐阜県白川村・高山

市、長野県松本市と連携。いずれも

ミシュラン・グリーンガイド・ジャ

ポンで３つ星の評価を受けた観光地

があることから、金沢からこの地域

を通って松本へのルートを「北陸・

飛騨・信州３つ星街道」としてＰＲ

している。これにより首都圏や関西

圏からＪＲを利用して金沢に着き、

街巡りを楽しんだ旅行者が「３つ星

街道」沿いに旅を堪能するといった

ルートが成り立つわけだ。

　「日本の原風景を味わえるとあっ

て、特に訪日外国人に人気のルート

であり、周遊性を高め、観光誘客を

促進するために官民が連携して取り

組んでいます」（小原室長）

　また新幹線開業後に増えたのが、

新幹線で金沢を訪れ、観光を楽しん

だ旅行客に、金沢港から日本海クル

ーズをしてもらう「レール＆クルー

ズ」という旅行スタイルだ。

　金沢市都市政策局企画調整課の吉

井剛主査も「現在、石川県と連携し

て、金沢港の整備を進めています。

将来的には今よりも大きな旅客船の

誘致も可能になります」と語る。

　旅行者でにぎわう金沢にビジネス

チャンスを見いだし、県外に拠点を

持つ小売業や飲食業者などの進出も

目立っている。

　金沢市都市政策局企画調整課の小

森聡担当課長補佐（兼）企画係長は

「街が発展するのは良いことですが、

これまで条例などで守ってきた景観

との調和が課題になってきます。一

度壊れると取り返しがつかないの

で、そこは理解の徹底を図っていま

す」と話す。金沢ならではの「本物」

を維持することが、街としてのブラ

ンド力の向上につながるという市の

考えだ。

新幹線が開業してから 

宿泊者の層も変化

　旅行者の増加は、ホテル業界にと

っても追い風だ。新聞報道によれ

ば、2020年にかけて新たに10軒以上

のホテルが市内への進出を計画して

いるという。

　金沢駅東口に位置するビジネスホ

テル「ドーミーイン金沢」の西川将

人料飲サービス支配人は「新幹線開

業前と開業後では、明らかにお客様

の層が変わりました」と語る。開業

前は、宿泊者の約８割が出張で訪れ

たビジネスパーソンだった。ところ

が現在は約半数を観光目的の宿泊者

が占め、週末になるとさらにその割

合は上がる。

　また季節にもよるが、訪日外国人

旅行者の宿泊も、全体の15 ～ 30％

程度に達しているという。新幹線の

開業によって、金沢は首都圏から日

帰り圏内になったため、出張族の宿

泊者は若干減少したが、それを補っ

て余りある観光目的の宿泊者が増加

したのだ。

　「ドーミーイン金沢のコンセプト

は、天然温泉の大浴場と快適なベッ

ド、地元の食材を豊富に使った朝食

西川将人様

ドーミーイン金沢
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ドーミーイン金沢ではフジテック製のエレベータ４台が稼働し、
館内のスムーズな移動を支えている

北陸新幹線開業以来、 観光目的の宿泊客が増えた
ドーミーイン金沢小森 聡様

金沢市都市政策局企画調整課
担当課長補佐

（兼）企画係長
小原 素様

金沢市経済局営業戦略部
観光政策課
誘客推進室室長

吉井 剛様

金沢市都市政策局
企画調整課
主査

左から

北陸・飛騨・信州3つ星街道
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　３月にアトリエやカフェなどが一

部開館した時から注目を集め、５カ

月間で来館者数が50万人を超えた。

８月には展示室のオープンにより全

面開館。2017年11月末時点で、すで

に来館者数は95万人に達している。

　「週末は、来館者の半分ぐらいを

県外の方が占めています。特に首都

圏からいらっしゃる方が目立ちます

ね。これも新幹線開業の効果かな、

と感じています。『北陸新幹線を利

用すれば、本当にすぐですね』とい

う声をよく聞きますから」と、富山

県美術館広報交流企画員の北澤愛氏

は語る。

　同館の特徴は、ピカソやミロとい

った20世紀の画家の作品や、ポス

ター、椅子のコレクションが充実し

ていること。そして何より訪れる人

の心を奪うのが、建物の開放感だ。

建物の東側はガラス張りになってお

り、手前には富岩運河環水公園、遠

くには立山連峰を見渡せる。また外

壁や室内の壁、天井には、富山県を

バイキングを用意し、出張で疲れた

お客様に安らぎを提供するというも

のです。このコンセプトは、観光目

的のお客様にもご好評をいただいて

いると感じています」（西川支配人）

　同ホテルでは、約300の客室数に

対して４台のフジテック製エレベー

タを設置している。この規模のビジ

ネスホテルにしては、多い設置台数

だ。特に朝の慌ただしい時間帯、宿

泊者にとってエレベータの待ち時間

はストレスになるものだが、４台あ

れば「あまりストレスを感じなくて

代表する産品であるアルミニウムが

用いられている。

　「アルミは光の当たり具合によっ

て色が変わって見えるので、訪れる

たびに違う雰囲気を味わうことがで

きます」（北澤氏）という。

　そのほか屋上にも、子どもに人気

のオリジナルの遊具が設置されるな

ど、遊びや体験の中でアートに触れ

合える工夫も施されている。

　「建築家やデザイナーがこだわり

抜いた建物ですので、施工者の皆さ

んは、その要望に応えるのが大変だ

ったと思います。工事もオープン直

前にまで及んでいました」

　そう話すのは同館施設管理課の江

本裕一氏だ。フジテックは同館にエ

レベータ２台とエスカレータ２台を

納入。特にエレベータのうち１台に

ついては、ガラス張りの建物と調和

させるため、フェッシャープレート

に鉄板ではなくガラスを用いた。こ

れはフジテックとしては、過去に二

度しか施工例がなかったものだ。こ

済むはず」（西川支配人）だという。

エレベータも、宿泊者に対して快適

な空間を提供する上で大切な役割を

果たしている。

新しい美術館に注目し 

首都圏から訪れる人たち

　北陸新幹線の開業が観光にもたら

している効果というと、金沢のある

石川県ばかりがクローズアップされ

がちだ。

　しかし、富山県も新幹線が開業し

た2015年は観光客数が前年比17.5

％増、2016年は前年比3.4

％増と好調さを維持して

いる。近年は富山駅北地

区に整備された富
ふ

岩
がん

運河

環水公園が、年間150万

人を超える人々が訪れる

観光スポットになってい

る。2017年、その富岩運河

環水公園の一角にオープ

ンしたのが、富山県美術

館だ。

フジテック株式会社
首都圏統括本部 北信越支店
北陸営業所長

（兼）富山営業所長（兼）福井営業所長
藤本 義信

　北陸営業所では富山県、石

川県、福井県のエリアで営業活

動をしています。このうち富山県

と石川県では、新幹線開業直

前の2014年に建設ラッシュが

ピークを迎え、市場も活況を呈

していました。

　現在も金沢市ではホテルの建

設計画が相次いでおり、市場

開拓の余地は大いにあります。

　また、北陸地方は工業が盛ん

な地域でもあります。景気が上

向いたことから設備投資に力を

入れる企業が増えており、工場

関連でも新設、リニューアルの

需要があります。今後もきめ細

かいサービスと迅速な対応で、

お客様の要望にお応えしていき

たいと考えています。

北陸のお客様の要望に
迅速な対応でお応えする

うした細部に至るまでのこだわり

が、同館の人気を支えている。

　北陸新幹線の開業は、金沢や富山

への利便性を飛躍的に高め、多くの

旅行客をこの地に運んでいる。2022

年度中には、さらに敦賀まで延伸す

る予定だ。今後もさらなる新幹線効

果が期待される。

高さ11メートルの吹き抜けがある富山県美術館のホワイエでは、
コンサートやイベントなども開催されている

ガラス張りの開放感あふれる館内では、
ゆったりとアート作品を楽しむことができる

公園として地域から親しまれている「オノマトペの屋上」から
は、 富岩運河環水公園や立山連峰を見渡すことができる

建物と調和させるために、 エレベータ扉上部の
フェッシャープレートには鉄板ではなくガラスを
用いている

左から富山県美術館広報交流企画員の北澤愛様、
富山県美術館施設管理課の江本裕一様
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行先階登録システム「EZ-SHUTTLE」を搭載した大型複合施設

マリーナ・ワン
（シンガポール）

■ Outline

竣工 ：2017 年８月　施主 ： MS Commercial Pte Ltd.　設計 ・ 監理 ： Architects 61 Pte Ltd. ／ Beca Carter Hollings & Ferner (S.E. Asia) Pte Ltd.
施工： Hyundai-GS Joint Venture　昇降機設置台数： エレベータ70台、 エスカレータ28台

上野松坂屋に隣接する新たなランドマーク

上野フロンティアタワー
（東京都台東区）

■ Outline

開業 ： 2017年 11 月　事業主 ：株式会社大丸松坂屋百貨店　施主：J. フロント リテイリング株式会社
設計・監理 ： 株式会社三菱地所設計　施工：株式会社竹中工務店　昇降機設置台数： エレベータ13台、 エスカレータ18台

閑静な祇園の地に佇むくつろぎの空間

ホテル ザ セレスティン京都祇園
（京都府京都市）

■ Outline

開業 ： 2017年９月　事業主 ：三井不動産株式会社　施主：株式会社 NTT 西日本アセット・プランニング
設計・監理 ： 三井住友建設株式会社　施工：三井住友建設株式会社　昇降機設置台数： エレベータ5台



　札幌市中心部から南西に約25km、

緑豊かな渓谷の温泉街として、年

間240万人が訪れる定
じょうざん  けい

山渓。1922

（大正11）年、章月グランドホテル

は、昇月料理店としてこの地に開業

しました。

　「もともと料理店として始まり、

その後に章月旅館、章月グランドホ

テルと歩んできました。そのため、

料理にはとても力を入れています」

と話すのは、章月グランドホテルの

福田誠支配人。その言葉通り、食材

はなるべく北海道産を使い、旬のも

のを採り入れています。村田光志料

理長は、同ホテルが長く大切にして

いる「お食事に喜びと楽しさ」を盛

り込んだ“歴史の味”と、四季の

食材に「ひと手間」かけた“新たな

章月の味”でおもてなし。舌の肥

えた宿泊客でも、満足度が高い料理

を提供しています。

　「目で見てもおいしい料理」にも

こだわり、趣向を凝らした盛り付け

が人気です。また、館内の食事処

「一条亭」では、食事をする宿泊客

の目の前で調理をするため、それを

楽しみに訪れるリピーターもいると

いいます。そのほか、館内のラウン

ジ「かむり」では、20種類近くの世

界各地の蜂蜜を楽しめる「蜂蜜バイ

キング」も用意されています。

　また、同ホテルは、周辺宿泊施設

の中で、唯一全室から渓流を眺める

ことができます。そのため、どの部

屋からも移りゆく季節の風情をゆっ

くりと楽しむことができます。

食事が魅力の人気ホテル

章月グランドホテル
支配人
福田 誠様

章月グランドホテル
住所：北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239

リニューアル：エレベータ１台

※消防機関が審査し、消防法
令のほか、重要な建築構造
などに関する基準に適合し
ていると認められた建物に
対し「適マーク」を交付する
制度。対象は、収容人員が
30人以上で、地階を除く階
数が３階以上の宿泊施設

快適性と安全性を向上させた２回目のリニューアル

以前リニューアルを行っていただいた

ので、今回は２回目になります。必要

なところだけを最新型エレベータの電

子装置に置き換える制御盤交換パッ

ケージを施工させていただきました。ま

た、老舗ホテルのおもてなしのお手伝

いになればとご提案した、光電式多光

軸センサーも採用いただきました。20

年以上前の制御システムと比べ、快

適性の向上はもちろん、安全性も向上

しました。

フジテック株式会社
北日本支社／北海道支店
サービス営業グループ 課長

金井 優

　このような落ち着いた雰囲気が人

気のため、宿泊客の多くはシニア層

の夫婦や家族連れです。周囲のホテ

ルや旅館に比べて、1グループあた

りの人数が少ないということもあ

り、施設内全体を通じて、くつろぎ

と癒やしの時間を過ごすことができ

ます。

安全最優先のリニューアル

　2017年２月からは、安全面を重

視した施設のリニューアル工事を行

いました。これによって、消防庁に

よる防火対象物適合表示制度 ※ の

「適マーク」を取得。安心して宿泊

できるホテルとして、公的機関から

も評価をされています。

　「消防や安全面の基準は、常に更

新されていきます。サービスの充実

はもちろんですが、そういった命に

関わる新しい基準に対応していくこ

とが、お客様への責任だと考えてい

ます」（福田支配人）

　この工事のために、２月下旬から

４月上旬までの間、営業を完全にス

トップしました。それだけ、宿泊客

に対する“安全・安心”への思い

は強く、それは２回目となるエレベ

ータのリニューアル実施にもつなが

りました。

　「エレベータのドアに光電式多光

軸センサーを取り付けたことで、荷

物が扉に挟まれることなく、安全で

スムーズな乗り降りができると、お

客様からお褒めの言葉をいただいた

こともあります」（福田支配人）

　一方、エレベータは毎日の自動点

検により、故障の予兆が把握できる

よう、安全面を強化。加えて、かご

室内に白い化粧シートを使用するこ

とで明るさを増し、ご利用中の安心

感と快適性が向上しました。

　100年近い歴史を今後も守ってい

くためにも、安全面と快適性にも全

力で対応する同ホテルには、今日も

多くの宿泊客が訪れています。

札幌市中心部から車で約１時間の距離にある「章月グランドホテル」。北海道内外から宿
泊客が訪れる同ホテルは、2017年に安全面を強化するため施設のリニューアルを実施。
宿泊客のさらなる“安全・安心”を実現するべく、エレベータもリニューアルを行った。

歴史を守りながら
さらなる“安全・安心”を実現

かご室内の明るさを増すために、
白い化粧シートを使用

光電式多光軸センサー。 光のカー
テンで、ドアが閉まる時の人や物
の動きの検知性を高める

機能紹介動画はこちら

安全面と意匠面を考慮したリニューアルで、 宿泊客からの評判も上々
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観光客も数多く訪れている太魯閣国立公園は絶えず隆起を続け、 立霧渓の急流が侵食して
いるため、 峡谷は年々深くなっている

国・地域名：台湾　面積：約3万6,197㎢　 人口：約2,354万人（2016年）　 主要都市：台北、台中、
高雄　通貨：新台湾ドル　経済成長率：1.5％（2016年）　言語：中国語、台湾語、客家語など台湾

File No.7

景気回復を支える輸出産業の復活

　台湾では、住宅関連産業に安定した需要があり、

それに伴ってエレベータやエスカレータの需要も増加し

ています。フジテック・タイワンでは住宅向けのニーズを

見越して、新たに幅広い価格帯でエレベータのライン

アップを用意しました。これによりさらなるシェアの拡大

を目指します。

　今後も現場のエンジニアと協力しながら、より安全面

を重視し、お客様に安心してご利用いただくために努

力してまいります。

　台湾は南北に細長い島で、アジア

大陸とフィリピンとの間に位置して

いる。16世紀の大航海時代にヨーロ

ッパから渡航してきた船と貿易活動

を行い、交易の要衝として発展して

きた。そこに目をつけた国々が集ま

り、東洋と西洋の勢力が競合する場

所となった。17世紀には中国沿海地

域からの移民も多く集まり、台湾に

多様な民族が住むようになった。

　このように西洋やアジアの文化、

人種が多く交わってきたことで、現

地の人々は伝統的な文化を保存しな

がらも新しい文化を取り入れてき

た。台湾の古跡などを訪れること

日本からの観光客も増加傾向にあ

る。市街地で歴史・文化的施設やグ

ルメを楽しむほか、山や海などの自

然景観を巡るツアーも人気だとい

う。自然豊かな9つの国家指定公園

と、13の国家指定風景地域は観光地

としても有名だ。

　都市をみると、経済や文化の中心

地である台北市だけでなく、南部の

高雄市なども発展。高雄市は鉄鋼業

などで栄えた工業都市で、現在は交

で、さまざまな文化が共存した歴史

をたどることができる。また食文化

においても、台湾料理だけではな

く、中国や日本などのアジア各地の

料理が集まる“グルメ王国”とし

ての側面も持つ。

　近年ではアクセスの良さから、ア

ジア各地からの航空便の利用者数が

増えた。多くの観光客が訪れる中、 

通インフラの整備により目覚ましい

成長を遂げ、注目されている。国際

空港のほか、商船やフェリーの往来

が多い港を有し、台湾の貿易を支え

ている。

　台湾全域では製造業が強く、その

多くは中小企業だ。台湾の企業全体

に占める中小企業の割合は95％を

超え、経済の原動力となっている。

　一方、台湾の名目ＧＤＰに占める

輸出の割合は70％に達しているた

め、各国と協力関係を構築し、新た

な輸出の機会を創出することが経済

発展の要となる。

　経済を支える輸出品には電子機

器、精密機器などがあり、主だった

輸出相手国は中国である。2010年か

ら2015年にかけては輸出が伸び悩

み、景気は低迷したが、2016年ごろ

から回復傾向にある。要因として、

主力の電子機器などが輸出強化政策

により好調なことやモバイル製品の

需要増などで、半導体分野の輸出も

回復したことが挙げられる。それに

伴う雇用・所得の改善、個人消費の

持ち直しが景気回復の好循環を生ん

でいる。今後も、台湾経済を支える

輸出の伸びに期待がかかる。

西に台湾海峡、 南はバシー海峡に面している高雄港。
東アジア有数の港として、 台湾の輸出を支えている

年々増加傾向にある日本からの渡航者。 アクセスの良
さや、リーズナブルな価格で旅行ができるため人気が
高い。 観光や夜市での食べ歩き、 ショッピングを楽し
むことができる
参考：日本政府観光局（JNTO）

2011〜15年に
台湾を訪れた日本人観光客数

輸出を伸ばし

経済を発展させる

豊かな自然に恵まれ発展した

アジア貿易の要衝

フジテック・タイワン
フィールド研修センター

フジテック・タイワン
設立：1980年1月
所在地 ：No.89, Sec. 5, Nanjing E. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 105

賴 佩瑩（Anne Lai）
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徳川家康が清須から町ごと全てを移した「清須越し」によって始まった名
古屋の歴史。江戸と京都、大坂の間に位置したため人や資材の往来が
盛んだったことや、自然に恵まれ食料も豊富なことから、さまざまな交易の
基点として発展してきました。今回は、日本の東西と新旧が融合し独自の
進化を遂げた名古屋のお薦めスポットを紹介します。

ちょっと寄り道 おとな旅
第
7
回名古屋

※ 価格は全て税込み

カフェ ジャンシアーヌ
ＪＲ名古屋駅店
爽やかな酸味とコクが味わえるプレミ
アムコーヒー「トアルコ トラジャ」を
味わうことができるカフェ。 パティシ
エが心を込めてつくるひよこ型プリン

「ぴよりん（320円）」や、「ぴよりんサ
ブレ（10枚入り822円）」は女性や子
どもたちにお土産として人気が高い。
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
ＪＲ名古屋駅 名古屋中央通り
TEL：052-533-6001  地図内③

錦橋 忠兵衛
大通りから少し離れた場所にある同店は、18時の開店と同時に客が訪れ、1時間もた
つ頃には満席となる人気店。 定番の「つくね串（1本240円）」と「きも串（1本150
円）」はそれだけを食べに来る人がいるほどで、 その食感は一度食べると忘れられ
ない。 2017年12月より栄駅近くの錦３丁目に、２号店となる「ひご匠」を開店した。
愛知県名古屋市中区錦1-8-46  TEL：052-222-6663  地図内①

地雷也
ジェイアール名古屋
タカシマヤ店
代表的な “なごやめし” の天むす。 中でも、 出張帰りに新
幹線で食べるために購入する、〈地雷也〉 定番の揚げエビが
乗った「天むす（5 個入 681円）」や、 黒米天むすが入った弁
当型の「清澄（1 折 2,160円）」などが人気。
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
TEL：052-566-8525  地図内⑦

Attend by

FUJITEC

SENDAI

名古屋市美術館
地域の美術文化活動の足跡がたどれるようにと「郷
土の美術」の収集を行っており、 名古屋周辺の近
代美術作品が多く集まる。また、「おさげ髪の少女」

（モディリアーニ作、 写真右）といった海外の名作
も所蔵。 会期限定の特別展も開催され、 落ち着い
た雰囲気で和洋の作品を鑑賞することができる。
愛知県名古屋市中区栄2-17-25
TEL：052-212-0001
開館時間：9:30 ～17:00（祝日を除く金曜日は20:00
まで）
最終入場：閉館30分前
休館日：月曜（祝日の場合は開館し翌日休館）、年末
年始、臨時休館あり
常設展観覧料：一般300円、高校・大学生200円、
中学生以下無料  地図内②

オアシス２１
公共施設と商業施設からなるオアシス２１
では、ガラスでつくられた「水の宇宙船」
という大きな建造物が有名。 宇宙船屋上
の中心部は水に覆われているため、日中
は太陽光を反射してきらめき、ライトアッ
プされた夜は幻想的に輝く。
愛知県名古屋市東区東桜1-11-1
TEL：052-962-1011（オアシス２１管理事
務所）

「水の宇宙船」営業時間：10：00 ～ 21：00
地図内⑥

花桔梗
名古屋三越栄店
尾張の銘店と京都の銘店のあんを
受け継ぐ和菓子の老舗。 風味を生
かしたこしあんと、皮まで柔らかい
つぶあんを羽二重餅がふわりと包
む。 一粒で贅沢な「いちご餅（270
円）」などのフルーツ菓子はお土産
として幅広い層から人気がある。
愛知県名古屋市中区栄3-5-1 B1F
TEL：052-252-1336  地図内④

矢場とん
栄セントライズ店
名古屋のみそかつの代表
的存在で創業60年以上の
歴史を持つ。 こだわりの
みそだれや食材を使った
ボリュームのある「ネギ
乗せ鉄板とんかつ（1,890
円）」などを求めて観光
客 や 常 連 客 が 通って い
る。 名古屋を訪れた際に
食べておきたい “なごや
めし” だ。
愛知県名古屋市中区栄
3-3-21 セントライズ栄 B1F
TEL：052-262-8810
地図内⑤

中部支社長 
（兼） 名古屋支店長

正田修一

①③

④

⑥

②

⑤

⑦
名古屋

地下鉄
東山線

地下鉄桜通線

丸の内
久屋大通

栄

白川公園

フジテック（株）
名古屋支店

伏見

フジテック株式会社
中部支社 名古屋支店

住所：愛知県名古屋市中区錦2-2-2
TEL：052-229-1805
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「USNET」とは

ロンドン西部ノッティング・ヒルに住むさえない書店主ウィリアムと、ハリウッド・スター
のアナ・スコットとの恋愛を描いた「ノッティングヒルの恋人」（1999年公開）。ノッティ
ング・ヒルの美しい街並みとともに育まれる二人のラブストーリーは、世代を超えて今も
なお愛され続けている。初デートの帰り道で散歩をするプライベートガーデンのシーン
や、アナが映画の撮影で訪れるケンウッド・ハウスのシーンなど、映画の中で度々登場
する庭園の美しさは、二人の愛をより引き立たせている。

イギリス／ノッティング・ヒル

映画の風景

写真：Everett Cellection／アフロ

ロンドン
イギリス
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