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が着手された1612（慶長17）年から

400年以上にわたって大きく変わっ

ていないことになる。

　江戸時代の銀座には大店が少な

く、日本橋や京橋と比べると下町の

色合いが濃かった。その銀座を一躍

最先端の華やかな街へと変貌させる

きっかけとなったのが、1869（明治

２）年とその３年後にこの一帯を焼

き尽くした火災である。

　銀座が２度目の大火に見舞われ

た1872（明治５）年秋には、新橋・

横浜間に日本初の鉄道が開通した。

「文明開化」政策を推進していた政

府は、横浜と結ばれ日本の玄関口と

ならんとする銀座を、不燃性の高い

モダンな街にすることを決定。焼失

した地所を東京府が買い上げ、わず

か５年で銀座全体を煉瓦街に生まれ

変わらせ、馬車や人力車のための車

道と歩道が分けられた。

江戸時代に区画整理され、明治期の鉄道開通以後、横浜を通じ
て最先端の西洋文化を取り込んで流行の発信地となった銀座。
老舗店と世界のトレンドショップが共存するその街並みは、銀座
ならではの魅力を放っている。近年は大規模再開発が進んでい
るが、独自の街づくりルールで“銀座らしさ”が保たれ、さらにハイ
クラスで快適な街に変貌しようとしている。

明治期の「文明開化」政策で

日本最大の繁華街に発展

銀座4丁目交差点付近
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　銀座の街は、徳川家康による「天

下普請※」を背景に成立した。幕府

が開かれ諸国の大名が江戸に集まる

と、彼らの生活を支える商人や職人

が各地から流入。そのための町人地

が不足したために埋め立てられた

日比谷入江の東側が、現在の京橋

から銀座にかけての一帯である。

　駿府にあった銀貨鋳造所が慶長年

間にこの地に移されたのが「銀座」

の由来であるのはよく知られるが、

行政上の町名になったのは1869（明

治２）年。江戸期の銀座は、新両替

町１～４丁目、三十間堀町１～４丁

目にかけての通称だった。

　いくつもの大通りと路地が碁盤目

状に構成され、街区がすっきりして

いるのが銀座の特徴の一つだが、こ

れも徳川家康の天下普請がもたらし

たものだ。

　つまり銀座の骨格は、“町割り”

伝統と多様性が
共存する「銀座」

日本を代表するワールドクオリティー

徳川家康が整理した

江戸時代から不変の“町割り”

※… 江戸幕府が各大名に行わせた築城や土木工事2 USNET  Vol.44



行者天国実施やマクドナルド開店、

1980年代の地価高騰、1990年代以降

の再開発ブーム、最近の訪日外国人

急増など、常に時代の新しい流れを

受けながら様相を変えている。新旧

が複雑に交錯するところこそ、銀座

の面白みだといえるだろう。

　近年の銀座では都市再開発が進

み、商業施設やオフィスビルの更新

が相次いでいる。

　それを象徴する建物の一つが、

2012年にリニューアルオープンし

た「ギンザコマツ」（銀座６丁目）だ。

その東館には「ユニクロ 銀座店」が

グローバル旗艦店として、世界最大

規模の売場をオープンさせ大きな話

題を呼んだことは記憶に新しい。

　2014年には銀座１丁目に、50

「銀座でいちばん、幸せな場所」をコンセプトに
した「KIRARITO GINZA」。“ハレの日”にふ
さわしいショップが集まった商業施設

以上の店舗と結婚式場を擁する

「KIRARITO GINZA（キラリト ギ

ンザ）」が誕生。ダイヤモンドのよ

うに輝くその外観は、銀座の新しい

ランドマークとなった。同年、銀座

５丁目に「ミレニアム 三井ガーデン

ホテル 東京」がグランドオープン。

　また、2015年には文房具・画材

用品の老舗である銀座２丁目の「銀

座・伊東屋」の本店がリニューアル

された。フジテックはこれらの建物

に昇降機を納入するなど、銀座エリ

アの再編に深く関わっている。

　今、銀座で最も大きな注目を集め

ているのが、2016年３月末にグラン

ドオープンした「東急プラザ銀座」

（銀座５丁目）だ。モザイク銀座阪

急が営業していた銀座ＴＳビル跡地

に建てられた同館のコンセプトは、

「Creative Japan～世界は、ここか

ら、おもしろくなる。～」。

　地下２階から地上11階の全13フ

ロアに日本初上陸のブランドや免税

店を含む125店舗が出店し、６階と

屋上に設けられたパブリックスペー

スでは季節ごとの多彩なイベントも

予定されている。

　「有楽町、日比谷、新橋との結節

点になり、銀座の西のゲートウェイ

としての役割を果たすことが期待さ

れています」と話すのは、東急プラ

ザ銀座の開発担当である東急不動産

の青木貴弘グループリーダー（当

時）。江戸切子をイメージした印象

的な外観は、銀座の町会や通り会が

組織する全銀座会の銀座デザイン協

議会と対話を重ねて“銀座らしさ”

を追求したデザインとなっている。

　「地域の方のご意向と、この施設

銀座５丁目を彩る

注目の新スポット誕生

新たなトレンドを生む

近年の銀座再開発

KIRARITO GINZA（中央区銀座1-8-19）
フジテック製エレベータ5台、エスカレータ18台
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　1874（明治７）年当時には、芝
しば

金
かな

杉
すぎ

橋
ばし

・京橋間に85基のガス灯が敷

設され、そのハイカラなデザインが

人々を魅了した。現在復元ガス灯が

設置されている「銀座ガス灯通り」

を歩けば、文明開化当時の銀座の雰

囲気が感じられるはずだ。

　新橋に近い銀座には、やがて西欧

からの輸入商品を扱う店が軒を並べ

るようになり、ウインドーショッピ

ングをしながら銀座を歩くことが流

行。この街を目的なく歩くことを意

味する「銀ぶら」は、後に広辞苑に

記載されるほど一般的な言葉として

定着した。

　銀座の名は外国人にもよく知られ

るところとなったが、1923（大正12）

年の関東大震災で煉瓦街はほぼ壊滅

状態。その後、急ピッチの復興を遂

げ、ほどなく松坂屋、松屋、三越の

各百貨店が相次いで開店し、百貨店

と高級専門店が共存共栄するという

新時代を迎えた。

　こうして再生された銀座だが、今

度は戦争によって打撃を受けること

になる。1945（昭和20）年の東京大空

襲ではほぼ全域が焼き尽くされ、か

ろうじて残った建物の多くは占領軍

に接収された。それでも被災した商

店はバラックや露店で細々と営業を

再開し、その後賑わいを取り戻した

のである。

　このように銀座は、何度も壊滅と

再生を繰り返してきた。明治から

の老舗が伝統や品格を重んじる一

方で、戦後の復興期には1960年代

の“みゆき族”出現、1970年代の歩

東館1階～ 12階には、ユニクロのグローバル旗
艦店「ユニクロ 銀座店」が入居

フジテック製エレベータ5台、エスカレータ22台
ギンザコマツ（中央区銀座6-9-5）

新橋方面から見た銀座街（明治期）

時代の流れを吸収して

常に変化を続ける街
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りに人の流れを呼び込むことで、銀

座に新たな活気をもたらしている。

　銀座６丁目では、松坂屋銀座店跡

地を含む街区を再開発し、商業施設

やオフィス、観世能楽堂などで構成

される銀座エリア最大級の複合施設

を有する「銀座六丁目10地区第一

種市街地再開発事業」（以下、銀座

６丁目プロジェクト）の建設が進ん

でいる（2017年１月末竣工予定）。

　「老舗店と新しい商業施設の相乗

効果で街に賑わいが増すことに期待

しています」と語るのは、中央区の

松村秀
ほ

弦
づる

課長。

　商店街として明治期からの歴史を

誇る銀座には、特有の雰囲気を守る

ために全銀座会が中央区と話し合

い、地区計画を定めた経緯がある。

　６丁目の再開発事業では、当初、

総力を結集して銀座の発展に貢献

　当社は、「KIRARITO GINZA」をはじめとする近年の

再開発施設に多数の昇降機を納入。商業施設では緊

急時の即応が求められることから、2012年には銀座サー

ビスセンターを新設し、迅速なアフターメンテナンスを行う

ことができる体制を整えました。

　こだわった意匠の昇降機を提供できるのも当社の強み

で、2016年３月にオープンした「東急プラザ銀座」にも、

お客さまの心を華やがせる独自のデザインのエレベータと

エスカレータを納めました。

　“Beef up GINZA”（ビーフアップは「強化」の意）の

スローガンのもと、今後も安全で快適な昇降機の設置

とメンテナンスを通して、銀座のさらなる活性化に尽力

します。

東銀座駅
歌舞伎座三越銀座店

銀座一丁目駅
KIRARITO GINZA

銀座・伊東屋

ギンザコマツ 銀座6丁目プロジェクト

東急プラザ銀座
ミレニアム

三井ガーデンホテル 東京

銀座駅

銀座四丁目

有楽町駅

フジテック株式会社
首都圏統括本部
営業推進部 課長

岡本憲士

 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京
（中央区銀座5-11-1）
 フジテック製エレベータ4台

銀座の過去・現在・未来を織り込むことをコン
セプトにしたホテル。大都会の中で、ゆとりある
プレミアムなくつろぎを提供している

超高層ビルが建設される計画もあっ

たが、さまざまな検討の結果、銀座

ルールの中で、世界からも注目され

る銀座のランドマークになるように

と、施設の高さを56mとした。

　銀座では、銀座デザイン協議会が

設立され、デザインルールを定め、

事業者と協議する仕組みがある。街

づくりにこのような特別ルールが定

められるのはまれで、銀座に出店し

たドラッグストアチェーンなども、

ルールにのっとった色彩を使用する

ことで街の雰囲気を守ることに貢献

している。

　「地域が一体となった取り組みは、

銀座が“銀座らしさ”を保つこと

につながっていると思います」（松

村課長）

　都市整備に寄与する「市街地開発

事業指導要綱」や「まちづくり基本

条例」が設けられ、大規模開発事業

者に開発協力金や公共施設の整備の

地域の特別ルールで

“銀座らしさ”を守る
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を日本と世界、伝統と革新の交差点

として機能させようとする私どもの

思いが合致して具現化したものです」

と青木グループリーダーは続ける。

　「昇降機の意匠も銀座らしく、お

客様に高揚感を高めていただくこと

を意識しました」と語るのは、同社

の若津宇
たか

宙
おき

主任（当時）。

　３階のグランドフロアに通じるエ

スカレータは数寄屋橋交差点側から

の来館者をスムーズにいざなう動線

として機能し、メインエレベータの

内装には北陸の職人が箔打ちした銀

箔（写真右下）があしらわれるなど、

銀座にふさわしい特別なラグジュア

リー感が演出されている。

　「他の開発プロジェクトでの採用

実績も踏まえ、イニシャルやランニ

ングコスト、アフターメンテナンス

の充実ぶりなどを総合的に評価して

フジテック製の昇降機を採用しまし

た。最寄りのサービスセンターによ

る迅速なサポートが受けられるのも

心強い限りです」と両氏。

　建物の入口近くには、８～９階の

免税店に直行するエレベータも運用

され、訪日外国人の団体による混雑

緩和策も施されている。

　同館はこれまで比較的少なかった

数寄屋橋交差点と新橋方向を結ぶ通

東急不動産株式会社
都市事業ユニット 都市事業本部 
旧銀座プロジェクト推進部 事業企画グループ
グループリーダー（当時）
青木貴弘 様（右、※1）
主任（当時）
若津宇宙 様（左、※2）

※１…2016年４月より同ユニット渋谷プロジェクト推進部
　　　渋谷プロジェクト推進第２部総括部長に就任
※２…2016年４月より同本部商業施設開発部に異動

江戸切子をモチーフに取り入れた外観デザインと格式高い
ショップの数々は、伝統と革新が共存する銀座エリアの新た
なランドマークとなっている

Courtesy of Kenichi Komeiji

東急プラザ銀座（中央区銀座5-2-1）
フジテック製 エレベータ11台、エスカレータ44台



■Outline

竣工：2015年10月　施主：Children's Hospital of Philadelphia　設計：FKP Architects, Inc.
施工：Turner Construction Company 　昇降機設置台数：エレベータ21台

世界最大級の規模を誇る医療施設

チルドレンズ・ホスピタル・オブ・フィラデルフィア
（アメリカ／ペンシルベニア州）

■Outline

竣工：2016年2月　所有者：株式会社よみうりランド　事業施行者：東急不動産株式会社　設計：株式会社東急設計コンサルタント
施工：株式会社淺沼組　昇降機設置台数：エレベータ4台、エスカレータ10台

全27店舗がそろうショッピング施設

マーケットスクエア川崎イースト（神奈川県川崎市）
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負担など地域貢献の取り組みを求め

るのも、中央区ならではの仕組み

だ。前述の東急プラザ銀座は、施設

建設とともに隣接する数寄屋橋公園

の改修工事も行うことなどで、地域

に貢献している。

　2020年の東京五輪に向けて、さ

らなる訪日客の増加が予想される

が、中央区では交通事情の悪化を防

ぐため、銀座６丁目の再開発地に観

光バスの乗降場を設置する予定だ。

　東急プラザ銀座１階には全銀座会

運営の観光案内所もオープンし、国

内外の来訪者に対応しているが、銀

座６丁目にも観光案内所が開設され

ることになった。

　インバウンドの増加や大規模再開

発などで様相を変えつつある銀座だ

が「６丁目のプロジェクト以降の大

規模開発は予定されておらず、今後

は個々の建物が逐次更新されるでし

ょう」と、同区の青柳幸司主査。「中

央通りを中心にブランドショップが

建ち並ぶ一方、細い路地には個性的

な店舗が多く、多様性に富むのが銀

座の特徴だと思います」と青柳主査

が語るように、表通りと路地、また

昼の顔と夜の顔というように、重層

的な表情を備えているのも銀座なら

ではの魅力だろう。

　フジテックは、この銀座６丁目プ

ロジェクトの商業施設に加え、銀

座５丁目のサッポロ銀座ビル跡に

2016年夏にオープン予定の複合商

業施設「GINZA PLACE」にも昇降

機を設置する（エレベータ3台、エ

スカレータ12台納入予定）。

　今後もビルや施設の更新ニーズに

応え、安全で機能性の高い昇降機を

設置することで、銀座の街づくりを

空間移動システムの側面からサポー

トしていくことになる。

中央区都市整備部
地域整備課長
松村秀弦 様（左）
地域整備課 まちづくり推進主査
青柳幸司 様

1904（明治37）年創業の文房具専門店。銀座の店舗らしく、クリエーティブな時を、より美しく、心地よくする文房具を提案している

「松坂屋銀座店」跡地を含む2つの
街区を一体的に整備する再開発事
業。「Life At Its Best～最高に満た
された暮らし～」をコンセプトにし
た、ワールドクラスクオリティーの商
業施設や、都内最大級のオフィス、
文化・交流施設などから構成される

銀座・伊東屋（中央区銀座2-7-15）フジテック製エスカレータ7台

銀座6丁目プロジェクト
（中央区銀座6-10、11）
フジテック製 エレベータ38台、
エスカレータ46台納入予定
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階や、ロビーからエレベータホール

にかけての意匠も洗練された仕上が

りとなりました。

　「しかし、デザイン性の高いロビ

ーから、エレベータに乗った途端に

古さを感じては、建物としての付加

価値は上がりません。エレベータも

同時にリニューアルし、乗り心地と

安全性を高めることはもちろん、リ

ニューアルした内観のデザインとマ

ッチさせました」（高橋部長）

　モダンで品格ある意匠と、最新エ

レベータがさらにビル全体の価値を

高めたと言います。

　「本年6月には、美容サロンが新

しく入居することが決まりました。

四条通り入口の開放感を生み、新し

い動線として人を呼び込むことに成

功したエスカレータ。そして、高い

デザイン性と違和感のない最新エレ

ベータへの更新が、建物の資産価値

として評価された結果だと思いま

す」（高橋部長）

暗く勾配のきつい階
段があった入口にエ
スカレータを設置。
門型のライン照明と
不燃木の壁を採用
し、明るく開放的な
入口を実現

名栗（なぐり）加工
が施された不燃木の
天井と、永田哲也氏
による和紙のアート
が、モダンかつ和
の雰囲気を醸し出す
エレベータホール

明るい天井照明と温
かみのある木目で、
落ち着いた雰囲気
を演出するかご内室

京都恒和ビル
竣工：1974年6月

リニューアル：エレベータ3台

住所：京都府京都市下京区四条通
高倉西入立売西町82

ビルの顔になるエスカレータ

オーナーのご希望であるビルの資産価値向

上には、エレベータのリニューアルは必要

不可欠でした。工事はミーティングを重ねた

ことで、非常にスムーズに行うことができま

した。ビルの顔となる入口にもエスカレータ

をご提供でき、私たちもデザインとマッチし

たエレベータ、エスカレータの必要性に改

めて気付かせていただきました。

フジテック株式会社
近畿統括本部
京滋支店  課長代理

津田光徳

新設：エスカレータ1台

Courtesy of Koji Kobayashi /SPIRAL
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　京都一番の繁華街である四条通

りに面する京都恒和ビル。「竣工か

ら40年以上経ち、建物の状態はあ

まりよくなかった」と話すのは、ビ

ルオーナーから運営委託を請け負う

EGWアセットマネジメント（以下、

EGW）の高橋秀樹部長です。

　オーナーからビルの資産価値を高

められないか相談を受けた高橋部長

は、設計事務所であるプランテック

総合計画事務所（以下、プランテッ

ク）へ協力を呼び掛けました。話を

聞いたプランテックの出
で

牛
うし

大二郎執

行役員は、ビルの潜在的な価値を

「四条通りに面し、地下鉄の駅から

も直結する抜群の立地で、確かにポ

テンシャルの高い物件でした。しか

し、四条通りからビルに入るには勾

配のきつい階段を上らないといけな

かった。しかも、両壁の圧迫感があ

って暗い。この閉鎖的な入口を変え

ないと、ビルの資産価値向上は考え

られませんでした」と感じたと言い

ます。

　これまで１階の海外ブランド店以

外は、ほぼオフィスとして利用。改

修にあたり、オーナーは「将来的に

美容サロンなど、サービス業の店舗

も入居できるようなビルにしたい」

という希望を出していました。そこ

で出牛執行役員は、入口へのエスカ

レータ設置を提案。壁を鏡にして空

間を広く見せ、照明と不燃木の素材

で高級感を演出。“入りやすい”入

口へと生まれかわりました。

　「スペースも小さく勾配もありま

したが、フジテックさんのエスカレ

ータがうまくはまりました。現地で

の変更や調整にも対応していただ

き、助かりました」（出牛執行役員）

　エスカレータを上がった先にある

抜群の立地にあるビル

デザインとマッチした機能

EGWアセットマネジメント株式会社
アセットマネジメント部担当部長
高橋秀樹 様

株式会社プランテック総合計画事務所
執行役員
出牛大二郎 様

株式会社プランテック総合計画事務所
佐々木有佳子 様

株式会社プランテック総合計画事務所
細田絵里子 様

京都最大のショッピング通りであり、祇園祭では山鉾
ほこ

巡行など、京都の今と
昔を感じられる京都四条通り。そこに位置する京都恒和ビルは築40年以上
が経過したため、ビルのバリューアップを目的に、建物の改修と同時にエレ
ベータ3台のリニューアル、エスカレータ1台の新設を行った。

デザインと機能の融合で
ビルの資産価値向上を実現
～京都恒和ビル～京都府

10 USNET  Vol.44



都会の喧騒の中で燦然と輝く聖地、シュエダゴン・パゴダ。ライトアップされた美しい
仏塔で、祈りを捧げる人も多い

上海

クアラルンプール

ニューデリー

バンコク

マニラ

ジャカルタ

ハノイ

ダナン

ヤンゴン

基本給（米ドル）
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都市名
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113プノンペン

アジア各都市の月額基本給（一般工職）

参考：独立行政法人日本貿易振興機構
『第25回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較』

フジテック・ミャンマー
設立： 2015年6月
所在地：ミャンマー　ヤンゴン市

 フジテック・タイ
 マネージングダイレクター
（ミャンマー担当）  

向井 玲二

　現地では外資企業向けのビルや生産拠点の建設など

が開発の中心になっており、将来的には住宅の供給や

ショッピングモールなどの建設需要の増加も期待できま

す。一方で都市化を進めるために必要なインフラが圧倒

的に不足しています。当社は “安全・安心” な昇降機

の供給でインフラ発展に寄与していくだけでなく、現地で

の人材育成を通してミャンマーの国づくりにも貢献してい

きます。

　成長の理由としては他にも、中

国、インド、東南アジア諸国連合

（ASEAN）などの周辺国と比較して

労働賃金の水準が低いことや、識字

率が９割を超える教育水準の高さな

どが挙げられる。加えて、高成長を

経て巨大な消費市場が形成されつつ

あるASEAN諸国に囲まれており、

輸出による産業振興を行う点で地理

的に優位であることも挙げられるだ

ろう。

　反面、ミャンマーはタイなどの周

辺国に比べて、インフラの老朽化と

整備の遅れが課題となっている。

　今後、さらなる経済発展を遂げる

ためにも、インフラの整備は、ミャ

ンマーにとって急務だ。

　ミャンマーを語る上で、忘れては

ならないのが豊かな観光資源と、各

地に根付いた多様な伝統と文化だ。

　国民の約９割が仏教徒であるミャ

ンマーには仏教寺院が多く、世界三

大仏教遺跡の一つバガン遺跡や、ヤ

ンゴン随一の規模を誇る仏塔シュエ

ダゴン・パゴダなどは観光客に人気

潜在的な資源となりうる

ミャンマーの伝統と文化

が高い。

　また、国民の約７割を占めるビル

マ族をはじめ、130を超える民族が

暮らすミャンマーには、それぞれの

地域や民族ごとに織物や漆器、傘、

銀細工などの伝統的な工芸品が数多

く存在している。それらを観光客向

けの土産物だけではなく、海外向け

の雑貨として展開していくことで、

新たな産業発展のきっかけになる可

能性もある。このようにミャンマー

は観光資源以外にも、潜在的な文化

資源も多様かつ豊富であることも見

逃せない国だ。
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国名：ミャンマー連邦共和国　面積：68万㎢　人口：5,141万人　首都：ネーピードー　
通貨：チャット　経済成長率：6.4％（2012／13年度、IMF 推計）　言語：ミャンマー語 ミャンマー 

ヤンゴン

File No.1

止まらない経済発展
さらなる可能性を秘める国、ミャンマー

　日本と同じく南北に長い国土を持

ち、豊かな自然に囲まれたミャンマ

ー。５つの国と国境を接し、南はア

ンダマン海、西はベンガル湾に面す

る国だ。

　1962年の軍事クーデター以降、

この国は独自の社会主義路線による

事実上の鎖国状態に入る。軍事政権

に対する国際社会からの制裁のた

め、約50年にわたり世界経済から

ほとんど切り離されたような状態に

あったが、2011年に文民政権が発

足。欧米諸国による経済制裁が緩和

されたことでアジア最後のフロンテ

ィアとして、今後の経済成長に期待

がかけられている。

　実際、2011年以降は輸出入規制

を緩和するなど、経済の自由化を急

速に進めており、高成長を続けてい

る。現に、ミャンマーの最大都市で

あるヤンゴンでは新しいオフィスビ

ルが次々に建設され、自動車の数も

急激に増えているなど、街の様相も

変化している。

成長に期待がかかる

アジアのフロンティア

エーヤワディー川のデルタ地帯に位置するミャンマー経済の中心地、
ヤンゴン。2006年の首都移転までは政治の中心地だった
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カトリック幟
のぼり

町
ちょう

教会
世界平和記念聖堂

おとな旅
第
１
回広島

Dining cafe la Paletta（ラ・パレッタ）
都会の喧騒を忘れさせる店内でこだわりのイタリアン。特にランチは人気で、旬の魚を使った「Pranzo di 
pesce（お魚のランチ）」、厳選素材を使った「Pranzo di carne（お肉料理）」（写真）は、前菜、ループ、
バゲット、コーヒー（or 紅茶）付きで1,700円とお得。肉料理のソースは料理長が3日間煮込んだものを使う
というこだわりようだ。
広島市西区商工センター2-9-36　TEL：082-276-5173  地図内③

花瑠（オイル）＆
花星（オイスター）
広島名産の牡蠣をオイル漬けにした人
気商品。残ったオイルも牡蠣の旨み
がたっぷりで、パスタやドレッシン
グなど料理に使用する楽しみもあ
る。広島駅や空港でも購入でき
る。200g入り1,782円。
倉崎海産株式会社
TEL：082-823-0144

代表の倉重立郎さん（右）と

1945年8月6日に投下された原子爆弾の犠牲者の追
憶と慰霊、また全ての国の人々の友愛と平和のしる
しとして、1954年8月6日に完成、献堂された。設
計は、日本の建築界を牽引した村野藤吾氏が行い、
戦後初の重要文化財（建造物）に指定された。
広島市中区幟町4-42
TEL：082-221-0621  地図内⑤

アカデミイ書店
紙屋町店
アカデミイ書店は創業70年を超え
る市内の古書店。その老舗が古書
以外にも、広島東洋カープにまつわ
るグッズの買い取り・販売を行ってお
り、県内外からファンが訪れているという。
広島市中区紙屋町1-5-1
TEL：082-247-8333  地図内④

③
草津南

広島駅

草津港

山陽新幹線

おこのみ魂 悟空

瀬戸内海や中国山地の豊かな恵みを享受する広島県。県庁所在地の
広島市は現在、「国際平和文化都市」の理想を掲げ、文化の薫り高い
街づくりを行っています。今回は、そんな広島の見どころ、美食、お土産な
どのお勧めスポットを紹介します。ぜひ一度、広島にお越しくれえ！

ちょっと寄り道 

県内一という極細麺を使って焼き上げる、
悟空のお好み焼き（写真は定番イカ天ね
ぎかけ焼き750円）は地元民からも人気
の逸品。その他、鉄板焼きのメニューも
豊富で、特に、お好み焼き1枚、鉄板焼
き1品、生ビールがセットとなった「ビー
ルセット」は1,450円と嬉しい。店長いわく
「広島一イケてるお好み焼き屋さんを目
指します！」とのこと。
広島市中区八丁堀8-7
TEL：082-224-5901  地図内①

広島電鉄
広島市内の交通の大動脈。軌道
線と鉄道線を合わせた輸送人員
数は、路面電車として日本一を
誇る。

レモンケーキ 島ごころ
広島名産のレモンの形をしたレモンケーキ
は人気のお土産の一つ。特に島ごころの
ものは、酸味よりも香りにこだわりがあり、
他の商品と一線を画す。広島駅をはじめ
空港の売店や百貨店などで購入可能。1個
250円。
株式会社島ごころ
TEL：0845-27-0353

ひろしま美術館
「愛とやすらぎのために」をテー
マに1978年に開館。モネ、セザ
ンヌ、ゴッホなど、印象派以降
の国内外の絵画、彫刻の常設展
示を行う。
広島市中区基町3-2
TEL：082-223-2530
地図内②

新白島

紙屋町西

八丁堀

女学院前

白島

広島駅

広島

紙屋町東

本通

山陽新幹線

●

●広島県庁 ①

④
⑤

②

広島城

広島支店

Attend by

FUJITEC

HIROSHIMA

 西日本支社
広島支店長

瀬尾 浩

フジテック株式会社
西日本支社・広島支店

住所：広島県広島市中区
八丁堀7-2

TEL：082-223-6733

※価格は全て税込
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