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住み心地よい、コンパクトシティ

「福岡」
の
都市計画
古くから大陸との接点を持ちながら発展してきた福岡。コンパクトな市街地

に航路・空路・鉄道のターミナルが揃うこの都市は、現在も国内外の人とモノ
を結びつける交流拠点として大きな役割を担っている。人口増加率も高く、
活気ある福岡の魅力や将来像を探る。

福岡市の南公園にある展望台からの眺望

長く「博多」と呼ばれていた町を

1889 年の市制施行の際、市名を

業は高度経済成長期以後に衰退した

の地下鉄である福岡市地下鉄が開通

に各階にカフェが設けられるなど、

「福岡」と名付けたのは、福岡藩初

どうするかで議会が紛糾し、最終的

が、商業やサービス業の集積が進ん

し、近代都市としての機能面をさら

買い物客だけではなく博多駅の利用

代藩主の黒田長政だ。豊臣秀吉によ

に市名は「福岡」
、開通したばかり

だことで、福岡県の中心地である福

に充実させた。

者も数多く訪れている。

西暦 57 年に後漢の光式帝が与え

る九州平定後、1601 年から７年かけ

の鉄道の駅名は「博多」になったと

岡市は成長を続ける。1972 年には政

近年は福岡市内の再開発が活発化

再開発は「博多駅周辺」のほか、

たとされる金印が、博多湾の志賀島

て築かれた城は、長政の父祖の地・

いう経緯がある。

令指定都市となり、その 3 年後に山

してきた。2016 年 4 月には、博多駅

市内最大の繁華街である「天神」
、

で発見されたことからも、福岡は古

備前国邑久郡福岡の地名をとって福

明治期以降は石炭の産出が盛んに

陽新幹線が岡山から博多まで延伸さ

前の博多郵便局跡地に新たな商業

貨物取扱高・利用旅客数が伸びてい

くから大陸との交流窓口の役割を担

岡城と命名され、その城下町も福岡

なり、福岡県は日本の近代化と経済

れ、本州各都市とのアクセスが飛躍

施設「ＫＩＴＴＥ博多」がオープン。

る「港湾エリア」など、福岡市内各

ってきた。

と名付けられた。

発展を牽引することになる。石炭産

的に改善された。1981 年に九州最初

日本と大陸を結ぶ
交易の拠点として発展
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「いい休憩をしよう。
」をコンセプト

所で進められている。
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層の建築物が立ち並ぶようになりま

福岡市の都市計画（住宅市街地づくりの基本的な方針）

新宮町

した」
（奥田課長）

和白

2018 年秋には、
「福岡 ヤフオク !
アイランドシティ

ドーム」に隣接して大型商業施設が
誕生する。

東部広域拠点
（香椎・千早）

博多湾

「同じ『シーサイドももち』エリア
左から
福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課
都市計画係長の木崎新治様
同都市計画課長の奥田正浩様
同都市計画係の山王孝尚様
（2018 年２月取材時）

の西側にある『福岡タワー』が常に
観光客で賑わっているのに対し、イ

九州大学六本松

大濠公園

九州大学
伊都キャンパス

ドーム』周辺は、集客に波がありま

姪浜

今宿・周船寺
（伊都土地区画整理）

した。市としては、この新しい大型
商業施設の誕生によって、エリア全
体が活性化することを願っていま

エリアごとに機能を与える

も政令指定都市中１位を誇る。

図参照）
。博多港西側のシーサイド

す」と奥田課長は期待を寄せる。

「コンパクトで機能的な都市構造

エリアをエンターテインメント施設

「福岡 ヤフオク ! ドーム」でプロ

の福岡市は通勤や通学がしやすく、

や情報関連産業などの集積する「西

野球の試合が終了すると、数万人の

再開発が進む福岡市の都市計画に

海や山などの自然も身近です。それ

部広域拠点」
、JR 西日本の操車場跡

観客が一斉に帰宅する。それに伴う

は、
「都市計画区域内の土地を利用

らが『暮らしやすい』との評価につ

地一帯を「東部広域拠点」
、多くの

目的によって明確に区分し、ゾーン

ながり、人口増加を促しているので

大学が集まることから学園都市とし

ごとに特有の役割を与える」という

はないでしょうか」と奥田課長。

ての性格をもつエリアを「南部広域

合理的な都市計画

大きな特色がある。そのゾーン間を

ほどよい規模の都市部には名所や

重点的に公共交通で結ぶことで、利

観光スポットが点在し、独自の食文

そのうち、
「西部広域拠点」に立地

便性の高い街づくりが進められてき

化なども発達していることから、福

し、活力あふれる福岡市を象徴する

た。同時に無秩序な市街地拡大を防

岡は国内外の多くの観光客を引き寄

施設の一つとなっているのが、1993

止し、
「市街化区域」
、
「市街化調整区

せる魅力も備えている。

年に完成した「福岡 ヤフオク ! ドー

域」の区分を厳格に維持してきたの
も福岡市の特徴的な手法だ。

「都市が魅力を保つには、まず住

「市街地が拡大すれば周辺部の人

なければなりません。市民の皆さん

地としてプロ野球の試合が行われる

口密度が薄くなって過疎化が起き、

の『生活の質の向上』と『都市の成

だけではなく、コンサートや展示会

公共交通機関の維持も難しくなりま

長の好循環』を生み出す都市計画を

なども開催されるこの球場は、絶大

す。近年、コンパクトシティを目指

持続しつつ、結果として観光都市と

な集客力で福岡市の発展に大きく寄

すことが日本の都市計画のトレンド

しての発展を遂げるのが理想的な街

与している。

となっていますが、当市は古くから

づくりの在り方だと思います」
（奥

それを実践してきたといえます」と

田課長）

正浩都市計画課長。
「平成 27 年度国勢調査」によれば

「シーサイドももち」エリア

南部広域拠点
（大橋）
長住・花畑

雑餉隈

春日市

那珂川町

参考 ： 福岡市都市計画マスタープラン（福岡市）

が立地する『シーサイドももち』と
呼ばれる地区は、1980 年代以降に埋
め立てによって整備された比較的新
しいエリアであり、副都心としての

福岡市の都市計画の基本的な方針

機能を担っています。市中心部の建

〜 2015 年）で、全国の政令指定都市

である「都市計画マスタープラン」

物は福岡空港があることにより高さ

でトップ。約 150 万の市民に占める

では、おおまかな目的ごとに分けた

の制約を受けますが、同地区は空港

10 〜 29 歳の人口は約 22％で、これ

開発地を広域拠点として設定（P５

から離れているため、中心街より高
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志免町

六本松・鳥飼・別府
橋本

都心部
広域拠点

地域拠点
複合市街地
中・高層住宅地
中層住宅地
低・中層住宅地
臨海部市街地
農地・集落
計画的まちづくり地区
山地・丘陵地
沿道住宅地（都市軸・幹線道路等）
鉄道

福岡空港

「その『福岡 ヤフオク ! ドーム』

福岡市の人口増加率は 5.12％（2010

4

博多駅

野芥

凡例

都心部

ム」
（当時は福岡ドーム）だ。
福岡ソフトバンクホークスの本拠

再開発で注目される

粕屋町

拠点」と位置づけている。

む方が『暮らしやすい』と実感でき

話すのは、福岡市住宅都市局の奥田

九州大学
箱崎キャンパス

西部広域拠点 キャンパス跡地
（西新・藤崎・
舞鶴公園
シーサイドももち）

糸島市

ベントのない日の『福岡 ヤフオク !

箱崎

2016 年にオープンし、 博多駅周辺の都市機能強化と魅力づくりを担っている
「ＫＩＴＴＥ博多」では、 フジテックのエスカレータ38 台が利用者のスムーズ
な移動を支えている
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す。365 日稼働して多くのお客様が
使われる設備なので、これまでのよ
うに“安全・安心”が当たり前のこ
ととしてご提供できるように努めて
いただきたいと思います」と両氏は
要望を口にする。

歩車分離で安全かつ
快適な渋滞対策を実現
「MARK IS 福岡ももち」は福岡
市との協力の下、地下鉄の最寄駅か
ら来館する方のために、既存の歩道
橋を本施設の２階に接続。さらにペ
デストリアンデッキ ※ で「福岡 ヤフ

左から三菱地所株式会社商業施設開発部の林樹樹様
同商業施設開発部の前山健大様

オク ! ドーム」まで直接往来できる
回遊性を持たせる計画だ。

「モモチゴコチ～まいにちも、
とっておきも～」を開発コン
セプトに、 周辺エリアと一体
となった商業施設を目指す
「MARK IS 福岡ももち」に
は、 フジテックのエスカレー
タ23台が納入される

「球場を訪れた方がこのデッキを

所レジデンスが総戸数 584戸の２棟

ち」エリアには新たな人の流れや活

使って駅方面へスムーズに戻れるよ

の分譲タワーマンションを建設す

気が生み出されようとしている。

うにすることで、歩車分離を図り安

る（１棟目は 2019 年度、２棟目は

全性と快適性を確保します。また、

2020 年度完成予定）
。
「タワーマンションは、このエリ

む中、このエリアの再開発は、福岡

で、周辺の交通渋滞も緩和したいと

アの認知度やブランド価値の向上を

市の魅力をいっそう高めることに貢

考えています」と前山氏。

もたらしてくれると思います」と林

献するはずだ。

氏が語るように、
「シーサイドもも

※歩車分離された歩行者専用道 ・デッキのこと

周辺道路の渋滞は、福岡市の課題の

高く、消費意欲が旺盛な福岡は、商

一つとなっていた。試合後に観客が

業施設を展開する上で非常に魅力

「当社が
三菱地所の林樹樹氏は、

立ち寄って食事などができる大型商

的。近接する『福岡 ヤフオク ! ドー

これまで手掛けた「
『MARK IS 静

業施設がオープンすることで、渋滞

ム』を利用する方に立ち寄っていた

岡』
、
『MARK IS みなとみらい』の

緩和の効果も見込まれるという。

だけるという立地特性もあり、開発

ノウハウを生かし、どなたにも心地

福岡市では再開発事業が活発に進め

きました。2018 年秋開業予定の「MARK

られ、中心部の天神や博多駅周辺では

IS 福岡ももち」様にも、エスカレータを

を計画しました」と話すのは、三菱

よく感じられる空間づくりを意識し

老朽化したビルの建て替え需要が増大し

納入いたします。昇降機の専業メーカー

ています。近年はネットショッピン

ています。 一方、博多湾沖で整備が進

ならではの技術力と、保守サービス体制

む人工島の福岡アイランドシティのように

を生かし、商業施設を訪れる多くのお客

新たに開発されるエリアもあり、当社は昇

様に、安全にご利用いただくことが最大

降機の納入を通じて福岡のさらなる発展

の目標です。

実店舗ならではの楽しみを提供
新しくオープンする大型商業施
設の名称は、
「MARK IS 福岡もも

けん た

地所の前山健大氏。
同社は、福岡のポテンシャルに大
きな可能性を感じているという。
「MARK IS 福岡ももち 」には、

世代に利用される施設となる。
りん じゅ じゅ

グが普及していますが、実店舗の楽
しさを多くのお客様に味わっていた
だきたいですね」と語る。フジテッ

ち」
。その施設をプロデュースする

ファッション・飲食・雑貨をはじめ

クはこの施設に、23 台のエスカレー

のは、天神の商業施設「イムズ」や

とする約 150 〜 200 テナントの出店

タを納入する予定だ。

鳥栖の「鳥栖プレミアム・アウトレ

が計画されている。シネマコンプレ

ット」を手掛ける三菱地所だ。
「人口に占める若い世代の比率が
6
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新を中心とする都市再編が活発に進

敷地周辺道路を一部拡幅すること

商業施設の隣接地には、三菱地

多彩な層の来場者に

天神地区でも老朽化したビルの更

営業・技術部門が一丸となり
福岡市の再開発に貢献

に貢献していきます。
そんな中、2016 年に開業した博多駅

今後も営業部門と技術部門が連携し
ながらお客様と密にコミュニケーションを

前の「ＫＩＴＴＥ博多」様にエスカレータを

図り、大型商業施設から集合住宅まで、

「
『MARK IS 静岡』にもフジテッ

納入し、当社の施工体制や昇降機の安

あらゆる建物に “安全・安心” をご提供

フジテック株式会社
西日本支社／九州支店
新設営業グループリーダー
課長

ックスやライブホールも入居する予

クのエスカレータが納入されてお

全性に対して高い評価をいただくことがで

します。

大山 和也

定で、ファミリー層を中心に幅広い

り、その安全性に信頼を寄せていま
USNET No.51
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生まれ変わった万博記念公園のシンボル

太陽の塔
（大阪府吹田市）
■ Outline

竣工 ： 2018 年 3 月

行先階登録システム「EZ-SHUTTLE」を搭載したオフィス

ハナ金融グループ 統合データセンター
（韓国／仁川）
■ Outline

施主 ： 日本万国博覧会記念公園事務所

施工 ： 株式会社大林組

設計・監理 ： 株式会社昭和設計

昇降機設置台数 ： エレベータ2 台

竣工 ：2017 年 5 月

施主 ： Hana Financial Group

施工 ： GS Engineering & Construction

設計 ・ 監理 ： Samoo Architects & Engineers

昇降機設置台数 ： エレベータ12 台、 エスカレータ2 台

富士山を守り後世に伝えていく拠点

静岡県富士山世界遺産センター
（静岡県富士宮市）
■ Outline

開業 ： 2017 年 12 月

施主 ： 静岡県

設計・監理 ： 株式会社坂茂建築設計

施工 ： 佐藤工業 ・ 若杉組特定建設工事共同企業体

8
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昇降機設置台数 ： エレベータ2 台
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フルリニューアルで
安全性と快適性を向上
伊豆半島の東側、静岡県・城ヶ崎海岸近くにある富士通グループの保養施設「リフレッツ
ヴィラ伊豆」は、2016年９月にエレベータのフルリニューアルを実施。エレベータ利用者
の安全性・快適性が向上しました。

の方々が宿泊しています。

フルリニューア ル によって、
エレベータの性能はもちろん、
白を基調としたデザインで明
るさも各段に向上した

液晶インジゲータと音声案内を装備し、 子どもやシニアにも分かりやす
く優しいエレベータに生まれ変わった

進を推進する「富士通グループ健康

ではありませんが、もし何かあった

「昨年３月に改装したテニスコー

宣言」を発表。ヴィラ伊豆は、従業

ときに、既存不適格を理由にしたく

約７万人が暮らす静岡県伊東市

トをはじめ、カラオケルーム、ビリ

員のストレス軽減やリフレッシュに

なかったのです」
（井上課長代理）

は、
「ずっと住みたい また来たい

ヤード台、マッサージチェアなども

寄与し、健康増進を実現する重要な

また、工事中はエレベータが使用

健康保養都市 いとう」をテーマに

ご用意し、老若男女を問わず楽しん

施設の一つです。利用者の快適性向

できません。工事期間中の宿泊に際

掲げ、保養地として人気がありま

でいただいています」と語るのは、

上に向け施設の保全を進めるなか、

しては、利用者に対し予約時やチェ

す。その伊東市に、富士通健康保険

施設の運営・管理を指揮している富

1991 年の竣工以来使用していたエ

ックイン時に使用できない旨をしっ

かし、営業中はあくまでも「宿泊施設で

組合が所有するのが保養施設「リフ

士通健康保険組合の井上崇課長代

レベータについても、保守部品の供

かりと伝え、確認してもらいまし

あり、工事現場ではない」という井上様

レッツヴィラ伊豆（以下、ヴィラ伊

理。全 20 室、定員 100 名の同施設

給終了が近づいたことから、リニュ

た。ウェブでの予約時も、エレベー

のお考えを伺い、仮囲いにクッションを

豆）
」です。

は、夏にはほぼ満室になるなど、多

ーアルを行いました。

タが使えないことに同意するチェッ

老若男女が楽しめる施設

ヴィラ伊豆には、年間約 7,000 人

くの従業員が利用しています。

部分的なリニューアルという選択

ク項目を設けるなど工夫しました。

の富士通グループの従業員が訪れ、

「宿泊された方々には、ワクワク

肢もありましたが、それでは「既存

そのかいもあり、利用者からエレベ

ファミリー層、富士通ＯＢなど、子

するような料理で旅行という非日常

不適格」を解決できません。
「既存不

ータ工事に関するクレームは、１件

どもからシニアまで、幅広い年齢層

の時間を楽しんでいただきたいの

適格」とはエレベータを設置した当

も出なかったといいます。

で、
“食”に関しても注力していま

時の法令に合致していても、現在の

今回のリニューアルに伴い、エレ

す。地元で取れる金目鯛を使ったし

法令に合致しない状態のことで、耐

ベータドアにセンサーが付いたこと

ゃぶしゃぶなど、伊豆ならではのメ

震性や安全性に差が出ます。そこ

で人や荷物が挟まる危険がなくな

ニューをご提供し、高い評価をいた

で、安全第一を実現するためのフル

り、子どもやシニアも安心して利用

だいています」
（井上課長代理）

リニューアルとなりました。しかし、

できるようになりました。

利用者第一のリニューアル
富士通健康保険組合
課長代理（施設・健康推進担当）

井上 崇 様
10
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部分的なリニューアルに比べると工
期が長く、コストもかかります。

富士通グループは、2017 年８月に

「それでも、利用者の安全と快適

従業員とその家族の健康の保持・増

が最優先です。既存不適格でも違法

施設を工事現場にしない工夫
1985 年発売モデルの油圧式エレベー
タから、 機 械 室を必 要としないマシン
ルームレス・エレベータにフルリニュー
アルされました。 工期は約 1カ月半。し

付けて安全性を高めたり、養生をしたま
まにしないなど「 工事現場にしない」た

フジテック株式会社
中部支社／静岡支店
サービス営業 課長

宮城 昇

めの対応をさせていただきました。

グループ従業員が心と身体を休め
る施設だからこそ、利用者が安心し
て楽しむために欠かせないフルリニ
ューアルだったのです。

リフレッツヴィラ伊豆
住所：静岡県伊東市富戸
竣工：1991年
リニューアル：エレベータ１台
USNET No.51
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不 動 産 の 開 発・販 売 規 制 に 関 す る 法 律
（RERA）や GST の導 入などによって、インドの
不動産業界は活性化してきています。
また、インドでは故 障が少ない日本メーカーの
製品が高く評価されています。 関税や外貨変動
フジテック・インド（ムンバイオフィス）

も加味し、コストダウンしながら良質な製品をお届
けする必 要があり、 現 地 需 要に合わせた柔 軟な

GM Operations.
Mumbai Branch Manager

Arul Prakash.T

対 応が求められます。 今 後も、お客 様に満 足し

フジテック・インド

てもらえるよう努力を重ねていきます。

設立：2004 年 5 月
所在地：B-213, Western Edge II,

2018年２月27日から３月１日までムンバイで開催された
“International Elevator and Escalator Expo 2018”
に出展

Western Express Highway, Near

Metro Mall, Borivali East, Mumbai–
400063.

インフラを整備し
旅客・輸送量を拡大する

インフラ整備が進められるインド。 国有である
インド鉄道は従業員数 140 万人を超える

税制の改正により経済活動が活性化
File No.8

インド

国・地域名：インド 面積：328万7,263㎢

人口：約12億1,019万人（2011年センサス ※） 首都：デリー

通貨：ルピー 経済成長率：7.1％（2016 年） 公用語：ヒンディー語（連邦公用語）
、英語（準公用語）

個別の関税がかかっていたが、複

下鉄開発、各州を横断する鉄道建設

数の間接税のうち 17 の税及び特定

などインフラ整備を進めている。

目 的 の 23 の 課 税 を GST （Goods

インドは鉄道網における総線路の

経済に目を向けると、インドは独

and Services Tax）に統合。サプラ

長さが世界で４番目に長く、都市化

立後に輸入代替工業化政策を進め

イチェーンの最適化や輸送コストの

の進展や所得水準の改善により、旅

た。だが、1991 年の外貨危機を機に

低減を通じて、国内の生産性を向上

客輸送量は今後も増加すると予想さ

経済自由化路線に転換し、規制緩和

させ、成長分野への投資や輸出を拡

れる。同様に天然鉱物や鋼鉄、農産

や外資積極活用を柱とした経済改革

大させる効果が期待されている。

物などのさまざまな物資が鉄道によ

※

政策を行ってきた。結果、2016 年の

一方、都市部は人口増加により車

経済成長率は 7.1% となり、今でも

も増加し、交通渋滞と大気汚染の問

高い経済成長を続けている。

題が深刻化している。そのため、主

インドでは GST 導入により中長

さらに、2017 年 7 月には全国一律

要都市では大量輸送システム、移送

期的に税収が増える。税収増分はイ

の物品・サービス税が導入された。

手段の整備が急務。インド政府と日

ンフラ投資などへの活用が期待でき

それまで、州をまたぐ取引などでは

本企業が協力し、都市部における地

るため、今後の動向に注目したい。

り輸送されるため、貨物輸送量の増
加も見込まれている。

※物品税などの国税に、付加価値税や州税などを統合したもの

年間列車輸送による旅客人キロ ※ 上位 10カ国

※センサスは10年ごとに発表

1,160

インド

国内で異なる言語を用いる
多民族国家
世界第2位の人口数を誇り、国民

が集まっているため、準公用語の英

ートリキシャー、タクシーなどに乗

語でコミュニケーションを取ること

り、インドの雰囲気に触れながら観

が多い。

光地を巡ることができる。

インドには首都デリーの「赤い城」

また、食文化を楽しむこともイン

全体の79.8％をヒンズー教徒が占め

と呼ばれるラール・キラーや世界遺

ド観光の人気の１つ。
「インドの定

るインドでは、公用語としてヒンデ

産のタージ・マハル、紀元前３世紀

食」といわれるターリー料理、スパ

ィー語が用いられている。しかしイ

頃に建設されたマハーボディ寺院な

イスと米、魚などが炊き込まれたビ

ンドは他に、イスラム教、キリスト

ど、歴史的建造物が数多く残って

リヤニといった料理を味わえるレス

教、仏教などの多宗教で多様な民族

いる。現地では、三輪型バイクのオ

トランが増えてきている。
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中国

807

ヨーロッパ

804

日本

260

ロシア

128.8

フランス
ドイツ
ウクライナ

83.9
79.3
49.2

イタリア

39.7

英国

32.8
0

200

400

600

800

1000
十億（旅客人キロ）

※ 旅客の人数とその旅客を輸送した距離（㎞）をかけ
合わせたものを旅客人キロといい、 輸送量を表す単位。
インド郊外の鉄道では屋根の上に乗客が乗ることもある
参考：JETRO「インド鉄道市場の概要」
（2017年 7月）

国の施設として一部が使用されている「赤い城」ラール・キラー。 タージ・マハルを築い
たムガール帝国第 5 代皇帝のシャー ・ジャハーンが建設を始めた
USNET No.51

13

福岡アジア美術館
福岡がアジアの交流拠点都市として栄えた歴史的な特質をふまえて、1999 年に建てら
れた美術館。 既製の「美術」の枠を超えた独自性と魅力を持つアジアの近現代美術
作品が収集、 展示されている。
福岡県福岡市博多区下川端町 3-1 リバレインセンタービル 7・8F
TEL：092-263-1100
開館時間 10：00 ～ 20：00（最終入室は19：30まで）
休館日：水曜（休日の場合は翌平日）
、12月26日～ 1月1日
観覧料
（アジアギャラリー）
：一般
（200円）
／高・大生
（150円）
／中学生以下
（無料）地図内⑤

和心家 一分
地元福岡はもちろん、 九州の食材を多く使用した料理は、 地元客をはじめ出張などで
立ち寄る客層にも好評。 自家製のゴマダレを使用した「ゴマサバ（800 ～ 850 円）」や、
「対馬の真サバの活き造り（４人前 2,800 円）」は、 ぜひ食べておきたい逸品。
福岡県福岡市博多区綱場町 5-10 １F TEL：092-262-0728 地図内①

ちょっと寄り道 おとな旅
空港や博多港を基軸に、多くの観光客が訪れています。また、九州の
文化、
ファッション、経済、政治の中心としてにぎわっており、一年を通
じて祭りやイベントが開催されています。今回は、そんな福岡市を中心
にお薦めスポットを紹介します。

ホテルエクレール博多
博多座

町
服
呉

②
① ⑥

駅

呉服町

1942年に創業した博多のチョコレートショップ。 博多を代表するお土産
として、 スポンジやムースなどが５層に重なった「博多の石畳（小432
円）」や、カリッとしたシューが人気の「綱場町シュー
（１個162円）」など
があり、 多くの観光客と地元の人に愛されている。
福岡県福岡市博多区綱場町 3 -17
TEL：092-281-1826（代表） 地図内②

⑤
川
珂
那

リバークルーズ
博多の風景、 夜景を水上から楽しめる遊覧船。 毎日運航しており、 約
30 分のクルージングでは、 九州一の繁華街の中洲や、 川沿いに並ぶ屋
台など活気ある博多の街並みを眺めることができる。
福岡県福岡市中央区西中洲 6 TEL：092-651-6555
運航時間：11：00頃～ 22：00頃まで 運賃：大人
（1,000円）
／子ども
（500円）

地下鉄空港線

フジテック（株）
九州支店

中洲川端駅

博多エクセルホテル東急

神駅

③

至
祇
園
駅

冷泉公園

ベトナム総領事館

地図内③
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※価格は全て税込み

至

チョコレートショップ

福岡

第 回

古くから「アジアとの玄関口」として発展を遂げてきた福岡市。福岡

田神社

④

至天

フジテック株式会社
西日本支社 九州支店
住所：福岡県福岡市博多区綱場町 4-1
TEL：092-281-0045

At t e n d by
FU JI T EC
S EN DAI

西日本支社長
（兼）九州支店長

西村茂夫

竜馬
昼 の 11：30 ～ 13：30まで はラン チ、 夜 の 18：00 ～ 22：
00まではちょっと一杯飲めるお店として、 近隣のビジネ
スパーソンから人気。 ランチでは「とりのから揚げ定食
（700 円）」と「塩サバ定食（700 円）」がお薦め。 夜は二
品のつまみが付いた「晩酌セット（700 円）」があり、 気
軽に立ち寄ることができる。
福岡県福岡市博多区綱場町 3-11
TEL：092-272-1208 地図内⑥

ふくや 中洲本店
日本で初めて辛子明太子の製造・販
売を始めた「辛子明太子発祥の店」。
オリジナルの辛子明太子以外にも、
明太子の調味液にツナをなじませた
「めんツナかんかん（300円）」もあ
る。 また、 缶の外装をオリジナルの
パッケージデザインに変更できるな
ど、 購入者も楽しめるお土産としても
人気が高い。 ※ 写真はめんツナかん
かん食べ比べ３缶セット（1,000円）
福岡県福岡市博多区中洲 2-6-10
TEL：092-261-2981 地図内④

映画の風景

Ⓒ amanaimages inc

サンフランシスコ／風と共に去りぬ
世界的ベストセラー小説「風と共に去りぬ」（原題：Gone with the Wind／1936年）が
原作の映画。1939年、映画プロデューサーのデイヴィッド・O・セルズニックらによって
製作された。南北戦争が舞台のこの映画は、主人公スカーレット・オハラの情熱的な恋
愛模様とともに豊かだった生活が戦争によって失われていく光景が描かれ、観る人の胸
を打つ。カリフォルニア州にあるブッシュガーデンで開かれたバーベキューパーティー
のシーンで、スカーレットが着ていたバーベキュードレスも注目を集めた。

サンフランシスコ
アメリカ

USNET No.51（2018年５月1日発行）編集・発行／フジテック株式会社 広報室
〒108-8307 東京都港区白金1-17- 3

「USNET」とは

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。

