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インバウンドが急増中
年間500万人誘致を目標とする

北海道の
観光戦略

北海道を訪れる外国人観光客の増加を受け、
札幌市内ではホテルの建設が活発に続いて
いる。新千歳空港やJR新千歳空港駅では、混
雑緩和や利便性向上のための施設改修が行
われた。北海道では2020年度をめどに「年間
500万人のインバウンド誘致」を大きな目標に
しているが、その実現に向け、どのような観光
施策を打ち出そうとしているのだろうか。

大通り公園内にあるさっぽろテレビ塔

治維新以降である。

太平洋戦争終結後は、現在も続く

自然に惹かれて観光客が急増。1972

受けて、北海道を訪れる観光客は増

北海道でインバウンド最大の玄関

明治政府は国家の近代化に向けた

「北海道総合開発計画」によって新

年に冬季オリンピックが札幌で開催

加の一途をたどっている。国際定期

口となっているのが、千歳市と苫小

資源開発や、ロシアの南下政策に備

たな資源開発や産業振興が行われる

されたことを機に、北海道の認知度

便の新規就航や増便、ビザの緩和、

牧市にまたがる新千歳空港だ。年間

かつて蝦夷地と呼ばれていた北海

える目的から北海道に開拓使を開

が、やがて基幹産業だった炭鉱の閉

は世界的にも高まった。

免税制度拡充、円安基調継続などを

利用者数は、国際線・国内線を合わ

道では、先住民であるアイヌ民族が

庁。開拓と北方警備を兼任する屯田

山が相次ぐようになる。そのような

2016 年には本州と直結する北海

背景に、インバウンドも急増。2017

せて約 2,271 万人（2017 年）と、全国

農耕漁猟生活を営んでいた。古くか

兵制度も整備され、集団移住者の尽

中、北海道の新しい産業として注目

道新幹線が開通し、東京駅－新函館

年度の外国人来道者数は過去最多の

の空港中 5 位。同空港は混雑緩和に

ら本州との交易や対立があったが、

力もあって農業や工業が急速な勢い

を集めたのが観光だ。高度経済成長

北斗駅間が約 4 時間で結ばれるよう

約 279 万人（前年度比 21.3％増）と

向け、国内線ターミナルビル施設の

北海道の歴史が大きく動いたのは明

で発展した。

期に旅行ブームが起こると、豊かな

になった。こうした交通網の拡充も

なった。

改修を 2018 年 7 月に終え、出発ロ

豊富な観光資源を生かして
インバウンドを誘客
え
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ビーや搭乗待合室などのスペースを

数も増やしました」と話すのは、北

機能が導入された。また、非常時に

拡大した。今後は国際線旅客ターミ

海道旅客鉄道 鉄道事業本部駅業務

階段として利用することを想定し、

ナルビルを再整備して延床面積を約

部設備改善グループの永井広大氏。

多くの人が乗っても重みで反転しな

2 倍に拡張するとともに、富裕層を

インフォメーションデスク周辺

いよう、通常より強いブレーキにリ

ターゲットとする高級ホテルなども

には道産の木材をあしらい、
“北海

オープンさせる計画だ。

道らしさ”を感じさせるデザイン

「鉄道会社として、列車の運行に

を採用。駅舎の天井面などに四季

おいても駅の設備においても安全を

の風景を投影するプロジェクター

第一に考えながら、引き続きインバ

や、主要観光地の画像を背景に記

ウンドの鉄道利用を促進していきま

念撮影ができるスポットも設置し

す」と話すのは、同社の鉄道事業本

増加する個人旅行者などの鉄道利用

た。あわせて、札幌方面へ向かう

部営業部の栗山恒幸課長。同社は道

者が札幌などの道内観光地へアクセ

列車の指定席券売機や IC カードの

内を鉄道で移動するのに便利な「レ

スするための重要な役割を担ってい

チャージ機を増設するなど、イン

ールパス」をインバウンド向けに販

る。また、年々増えている外国人利

バウンドだけではなく日本人利用

売。海外での販促活動に力を入れて

用者に対応するため、2018 年に大規

者の利便性も向上させている。

いるという。

安全性と利便性を高めた
旅の出発点
空港に直結する新千歳空港駅は、

模な改修が行われた。
「外国人インフォメーションデス
クのご利用者数は、2012 年には年間

ニューアルした。

北海道旅客鉄道
株式会社
鉄道事業本部 駅業務部
設備改善グループ

北海道旅客鉄道
株式会社
鉄道事業本部 営業部
課長（インバウンド）

永井 広大様

栗山 恒幸様

新千歳空港駅に納入されたフジテック製のエスカレータ

同駅では大きな荷物を抱える利用

道内で鉄道を利用するインバウン

ウンド対応に求められるのは、情報

者が多いことから、非常時の安全対

ドの行き先は札幌、小樽、登別、函

提供の多言語化だ。列車の運行状況

策の強化も図られた。

館が多いが、最近はリピーターの増

などを外国語でアナウンスするシス

道外国人観光客を 500 万人に増やす

多彩な観光戦略で

目標を掲げている。その実現に必要

年間500万人を誘致する

なのは、
「訪問地と訪問季節の偏り

観光をリーディング産業に発展さ

をなくすこと」と北海道経済部観光

約 2 万 8,000 人でしたが、2016 年に

地下 1 階の改札口と地下 2 階のホ

加につれて、帯広、釧路、網走など

テムを導入するほか、さまざまな工

約 12 万人と 4 倍ほどに増えていま

ームを結ぶフジテック製の 4 台のエ

の道東や、オホーツク海方面などへ

夫でコミュニケーション力を強化し、

せようとしている北海道は、
「北海

す。よりスムーズなご案内のため、

スカレータは、利用者の転倒防止の

足を延ばす人も増えているようだ。

外国人観光客が安心して旅行できる

道インバウンド加速化プロジェク

「7 ～ 8 月の道央圏に集中してい

スペースを 1.6 倍に拡張し、窓口の

ため、緊急停止時に緩やかに停まる

さらなる増加が見込まれるインバ

環境を整備したいと両氏は語る。

ト」を策定し、2020 年度をめどに来

るインバウンドの訪問地を道内各地

北海道の中核都市と新幹線・特急運行線区

局の小野寺淳一参事は指摘する。

稚内

新幹線運行線区
新幹線建設予定区間
特急運行線区

旭川
北見

網走

札幌
帯広

代表的な道産の木材を使ったインフォメーションデスク（イメージ）

釧路

©北海道旅客鉄道株式会社
函館
出典：北海道交通政策局
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北海道のインバウンドの推移

（実人数／人）
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出典 ： 北海道経済部観光局

に分散させ、年間を通じて誘客でき

宿泊施設は道内各地で整備が進ん

～箱根～富士山～京都～大阪を巡

るようにしなければなりません。そ

でいるものの、札幌市では季節によ

る、
“ゴールデンルート”と北海道

のために重要なのは、繁忙期以外の

って予約困難な状況も見られること

を接続させる施策を考えることも検

観光要素をアピールすることです」

もあり、市内ではホテルの建設が活

討しています」
（小野寺参事）

（小野寺参事）

発化している。

北海道の観光資源の柱は自然と食

「500 万人という目標は、行政の

だが、それだけでは限界があるとし

力だけでは実現しません。持続的な

て、今後は知床のホエールウォッチ

インバウンドの誘致には、官民が一

ングに代表される体験型観光の普及

体となって努力することが不可欠で

を促進する方針だ。

す」と小野寺参事。訪問地の分散化

こうした視野の広い取り組みで、
北海道は観光地としての魅力にさら
なる磨きをかけようとしている。

震災を乗り越え
観光振興に注力する

会合が倶知安町で開かれる。また、

北海道胆振東部地震が襲った。観光

落ち込んだ訪問客数が、例年並みに

2030 年頃には北海道新幹線が新函

産業も打撃を受けたが、北海道庁で

回復することが期待されている。

館北斗駅から札幌駅まで延伸される

い ぶ り

は被災地の復興に全力を注ぐととも

2019 年 9 月にはラグビーワール

予定だ。このような勢いにも乗っ

に、震源地から離れた大部分の地域

ドカップの 2 試合が札幌ドームで行

て、北海道の観光政策はますます活

は観光客の受け入れに支障がないこ

われ、同年 10 月には G20 観光大臣

性化しようとしている。

フジテック・インタビュー

当社ならではの提案力で、北海道の発展に貢献します
北 海 道 支 店は札 幌、 函 館、 ニセ

ニセコ地 区 のリゾートホテル 建 設

コなどの道南エリアをカバーし、 私は

も盛んで、
「パーク ハイアット ニセコ

新 設 案 件 の 営 業を担 当しています。

HANAZONO」
（2019 年 開 業 予 定 ）

現 在 の 札 幌は来 道するインバウンド

への昇降機納入も決定しました。こう

の増加で活気づいており、 市内はホ

した多数の案件を手掛けられるのは、

テルの建設ラッシュに沸いています。

お客 様の多 様なニーズにお応えする

当社は札幌駅近くに建設中の「 京王

当社ならではの提案力によるものだと

プレリアホテル」
（2019 年開業予定 ）

思います。

また、2014 年から開催されている

を図る一方で、集客の中核となる札

日本人を対象に、ブランド総合研

自転車ロードレース「ニセコクラシ

幌などでの受け入れ態勢をさらに強

究所が毎年発表する「全国都道府県

ック」のような、誘客効果の高いイ

化しようとする民間の力も、観光施

別魅力度ランキング」で、北海道は

ら発 注 いただいているほか、 劇 場、

に対する意識が高まっていることもふ

ベントを各地域が創出することも大

策にとって大きな原動力となる。

2009 年から 2018 年まで 10 年連続で

放 送 局、オフィス、 図 書 館などで構

まえ、すべてのお客様から「フジテッ

をはじめ、 建設中の多数のホテルか

胆 振 東 部 地 震 発 生 以 後は安 全 性

切だという。そのニセコは近年ウィ

「今後は、国内の世界自然遺産を

1 位を獲得し続けている。北海道は

成される大 規 模 複 合 施 設「さっぽろ

クの昇降機を選んでよかった」と思っ

ンターリゾートとして注目され、高

連携させてインバウンドを相互誘致

インバウンドに人気が高いだけでは

創世スクエア」にも昇降機を納入しま

ていただけるよう、 一 丸となって取り

級コンドミニアムの建設も相次いで

するため、各都県と協力体制を築い

なく、日本人が最も魅力を感じる場

した。

組んでまいります。

いる。

ていきます。また、将来的には東京

所でもあるのだ。
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とを、知事が迅速に発信。一時的に

そうした北海道を、2018 年 9 月に

569,700

フジテック株式会社
北日本支社／北海道支店
営業グループ 課長

池 正敏
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ホッカク

香港島北角のハーバーフロントにそびえ立つ、洗練されたラグジュアリーホテル

渋谷駅南エリアの注目の大規模複合施設

ホテル ヴィック・オン・ザ・ハーバー（中国／香港）

渋谷ストリーム（東京都渋谷区）

■ Outline

■ Outline

開業： 2018 年 7 月 施主：Sun Hung Kai Properties Ltd. 設計・監理：Sun Hung Kai Architects & Engineers Ltd. / Chun Fai Construction Co.,Ltd.

開業 ：2018 年 9 月

施工 ：Chun Fai Construction Co.,Ltd.

デザインアーキテクツ ： 小嶋一浩＋赤松佳珠子／シーラカンスアンドアソシエイツ（ＣＡｔ）

昇降機設置台数 ： エレベータ19 台、 エスカレータ6 台

施主 ： 東京急行電鉄株式会社他

設計 ・ 監理 ： 株式会社東急設計コンサルタント

施工 ： 渋谷駅南街区プロジェクト新築工事共同企業体（東急建設株式会社 ・ 株式会社大林組） 昇降機設置台数 ： エレベータ14 台

©渋谷ストリーム
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日本コンベンションセンター国際展示場（幕張メッセ）
住所：千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1
開業：1989 年
リニューアル：エスカレータ16 台

エスカレータのリニューアルで
複合コンベンション施設の“安全・安心”を支える
～日本コンベンションセンター国際展示場（幕張メッセ）
～ 千葉県
千葉県の日本コンベンションセンター国際展示場（以下、幕張メッセ）は1989年に開業しました。
開業から25年以上が経過し施設・設備が老朽化。今後の競争力の強化も見据えた大規模改修工事
が進められています。改修工事は、2016年から2030年までかけて行われ、総事業費は約160億円。
その中で、
フジテックは2018年に、エスカレータ16台のリニューアルを担当しました。

幕張メッセは国際展示場、国際会

「設置から 25 年以上経過していた

は10〜14日間。その日数が、お客様

議場、イベントホールとしての機能

ので、
“安全・安心”を維持してい

の確認も含めた工期となりました。

を持ち、年間 700 万人以上が利用す

ただくため最新の機器に交換しまし

「各ホールとも工事後には、すぐ

る日本の代表的な複合コンベンショ

た。結果、性能が向上するととも

にイベントが予定されているので、

ン施設です。来年に開催される東京

に、意匠面もきれいになりました」

絶対に工期は延伸できない緊張感が

オリンピック・パラリンピックの会

今回は、耐用年数の延伸、危険リ

ありました」と話すのは施工を担当

場にもなり、フェンシング、レスリ

スクの低減、安全性の向上につながる

した江越一史。お客様の協力のもと

ング、テコンドーなどの競技が行わ

「制御リニューアル」を選択。既設ト

綿密に工程管理を行い、2018 年 3 〜

ラスや欄干を流用することで工期とコ

8 月を 4 タームに分け、16 台のリニ

幕張メッセにはフジテックのエス

ストを抑えつつ、安全な運行を支える

ューアルを無事完了することができ

カレータが 19 台設置されています。

駆動系・制御系・安全装置といった

ました。

今回リニューアルを行ったのは国際

主要なパーツ類を一新しました。

れます。

ステップ下部に設置したデマケーションランプに
より、 境目が分かりやすくなり安全性が高まった

交換したステップ踏面両サイドのデマケーション
ラインは一段高くなり、 巻き込みを防止する

この経験を今後のリニューアルの

展示場 1 〜 8 ホールに設置された 16

工事はホールで開催されるイベン

現場でも活用するとともに、日頃の

台。営業を担当した橋本雅之は次の

トとイベントの合間を縫って集中的

メンテナンスで安全・安心を届けて

ように話します。

に行いました。各ホールが空く期間

まいります。

操作盤は緊急停止ボタンが設置されるなど安全性
が高まった
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フジテック株式会社
首都圏統括本部／東関東支店
課長代理

フジテック株式会社
首都圏統括本部／東関東支店

橋本 雅之

江越 一史

リニューアル後のエスカレータ。「制御リニューアル」を選択し、 駆動系、 制御系、 安全装置の機器類
を一新した
USNET No.54
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香港ではここ数年、リニューアル事業が堅調
です。 香港政府は2.5 億香港ドルにおよぶ「エ
レベータ現代化基金計画」を宣言しており、今後
６年間で約 5,000 台の老朽化したエレベータをリ
ニューアルする計画です。
一方、新設の分野では、昨年、エレベータ・エ
フジテック・ホンコン
Managing Director

スカレータ計 48 台を納入する「香港児童病院」の

CHONG Ming Sun

ビッグプロジェクトが完了しました。 今後もフジテッ

フジテック・ホンコン

クが香港市場のメインプレイヤーであり続けるため

設立：1964 年８月
所在地：34/F Hong Kong Plaza,

に、信頼性の高い商品と良質なメンテナンスサー

188 Connaught Road West,

ビスの提供に努めてまいります。

Hong Kong

「100 万ドルの夜景」や「東洋の真珠」と称される香港の夜景／写真提供：Getty Images

かなハイキングコースもある。高

融機関が集積する国際金融センター

に次ぐ規模の経済圏開発とあって、

級ショッピングモールやガラス張

となった。世界の企業や金融機関が

香港政府が寄せる期待も大きい。

りの摩天楼、屋外市場、歴史的な

香港経済と接するメリットは、自由

日本企業の香港進出は、飲食業な

中国寺院など、東洋と西洋、古い

貿易と低い税率である。特に、中国

どサービス関連における投資が活況

ものと新しいもの、さまざまなコ

企業からは、株式上場や債券発行に

だ。投資規制が少ないことに加え、

ントラストが絶妙に混ざり合う魅

よる資金調達の場として、また、最

日本発のサービスには定評がある。

惑的な街である。

大の投資先として重視されている。

香港からの訪日者数の増加が示すよ

最近では、2017 年から中国政府主

うに、日本への関心が高まってい

導で動き出している「広東・香港・マ

ることも要因と考えられる（下図参

カオ大湾区構想（グレーターベイエ

照）
。日本の観光庁、日本政府観光

19 世紀後半以降、香港は中継貿

リア構想）
」が話題だ。海を挟んで

局、香港政府観光局の 3 組織が 2019

易の拠点としてアジアや欧米のヒ

点在する 11 都市を世界最長の海上

年を「日本香港観光年」と設定し、

ト・モノ・カネ・情報を繋ぐ役割を果

大橋や高速鉄道で繋ぐこのプロジェ

相互の観光交流促進をさらに深めて

たしてきた。そのため香港は貿易決

クトは、東京、ニューヨーク、サン

いくという。香港と日本の関係発展

済の場としても発展し、世界中の金

フランシスコの世界三大ベイエリア

にも注目したい。

ベイエリア構想で狙う
地域の一体化と経済発展

アジアと世界の経済成長を支える自由貿易の地
File No.11

中国
香港

国・地域名：中華人民共和国（中国） 面積：約 960 万 km²

人口：13 億 9,008 万人（2017 年末）

香港児童病院に納入したエスカレータ

通貨：人民元
（香港では香港ドル） 経済成長率：6.9%（香港3.8％）
（2017年） 公用語：中国語（香港は英語も）

香港からアジア各国・地域への訪問者数（2017年）
日本

地の利を生かし進化する
アジア随一の貿易拠点
中国南東部に位置する香港は、香
港島と九龍半島および大小の島々か

の半数が住むなど、地理的利便性が

リスの植民地となった歴史に依拠す

高い。また、アジア随一のビジネス

る。イギリスによる統治の影響はと

ハブであり、国際的な金融・サービ

りわけ強く、中国に返還されてから

スの中心地として、エネルギッシュ

も「特別行政区」という位置づけで、

に発展してきた。

独特のアイデンティティーが築かれ

らなる。その総面積は東京都の約半

もとは辺境の農漁村だった香港が

分とコンパクトだが、空路でアジア

アジアにおける主要な貿易港へと

観光地としても人気が高く、行

の主要都市まで約４時間の距離にあ

発展したのは、1842 年から 1997 年

く先によって表情は多彩。ネオン

り、さらに５時間圏内には世界人口

までおよそ１世紀半にわたりイギ

がきらめく繁華街があれば自然豊
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ている。

2,231,568

台湾
タイ
韓国
シンガポール

1,540,765
820,894
658,031
465,769
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

人

観光などの目的で香港から日本を訪問する人は年々増加し、2017 年には
史上最高の 223 万人超となった。 日本・香港の双方はこの増加の勢い
を維持するためにさらなる相互の観光交流促進を計画している
出典：各国受入国統計より、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）調べ

「グレーターベイエリア構想」の一環として 2018 年 10 月に開通した
「港珠澳大橋」。 中国南部の広東省と香港、 マカオを結ぶ。 世界最
長の大橋で、 全長は 55 ㎞、 総工費は約１兆６千億円超とされる
USNET No.54
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六花亭 札幌本店

地図内④

1 階に店舗を構え、 2 階に喫茶室、 5 階にギャラ
リー柏を構える。 ギャラリーでは六花亭にゆかり
のある作家の展示が無料で楽しめる。「マルセイ
バターサンド（5 個入り650 円）」は北海道土産の
定番商品として有名だが、 雑貨も取り扱っており、
包装紙の柄を使った「マスキングテープ（1 個 420
円）」なども販売している。
北海道札幌市中央区北 4 条西 6-3-3
TEL：0120-12-6666

お酒と総菜とごはん てまひま

地図内①

季節ごとにメニューが替わり、 北海道産の旬の食材を使ったてまひまかけた料理
を楽しめる同店は、 風味を生かした「男爵いもとインカの目覚めのコロッケ二種盛
り（550 円）」などメニューが豊富。 夜限定の「晩酌セット（1,580 円）」では、 好
きな飲み物 2 杯と酒の肴として季節の料理を味わうことができる。
北海道札幌市中央区南 1条西 10-4-144
TEL：011-251-1510

ちょっと寄り道 おとな旅
豊平館

ぞ

敷き、産業を興すことで道都である札幌を築いていった。現在の札幌市

地図内②

はさっぽろ雪まつりなどのイベントを開催し、観光都市として国内外から
注目を集めている。今回は、活気に溢れる札幌市のお薦めスポットを紹
介していく。
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札幌

※ 価格はすべて税込み

至麻生駅

至札幌駅

③

中島交番
●

④

中島公園

札幌

⑥

中央警察署 ●

史跡 八窓庵

②

地下鉄南
北線

●

フジテック（株）
北海道支店

● 札幌市役所

⑤

大通公園

西11丁目

①

南北線
地下鉄

●

中島公園

西8丁目

●

札幌市電

地 上90.38ｍの 展 望 台 からは 四 季
折々の景色や大通り公園で催される
イベントを一望することができる。
休憩スペースやテレビ塔の歴史がわ
かる展示コーナーもあり、 地元の人
や観光客が憩う「あと10分テレビ塔
に居たくなる」空間を演出している。
北海道札幌市中央区大通西１
営業時間：9：00 ～ 22：00
料金：大人 720 円、高校生 600 円、
中学生 400 円、小学生 300 円、幼
児 100 円
TEL：011-241-1131

函館本線

さっぽろ

北海道庁

地図内⑤

東豊線
地下鉄

北海道開拓使が建造したアメリカ風様式のホテ
ルは、 貴重な遺構として 1964 年に国の重要文化
財に指定された。 ホテル以外にも結婚式場とし
て活用されるなどの歴史をもち、 現在では観覧
の他に貸室施設として利用され、さまざまなイ
ベントが催される。
北海道札幌市中央区中島公園 1-20
営業時間：9：00 ～ 17：00（最終受付：16：30）
休館日：毎月第 2 火曜日 料金：300 円、中学生
以下無料 TEL：011-211-1951

第 回

え

1869年、
日本政府は蝦夷地を北海道と改称。その後、開拓使が鉄道を

ほ う へ い

さっぽろ
テレビ塔

西線

地下鉄東

大通
狸小路
至中島公園駅

フジテック株式会社
北日本支社 北海道支店
住所：北海道札幌市中央区大通西8-1-1
TEL：011-281-1070

ROYCE' 札幌大丸店

看板商品の生チョコレートは、 生クリームや洋酒など
の水分量がチョコレート全重量の約 17% を占めること
で、 極上のやわらかさを生み出す。 人気の「生チョコ
レート [ アイラウイスキー （ポートシャーロット）]（20
粒 821 円）」は、ミルクチョコレートにスコットランド ・
アイラ島のシングルモルトウイスキーをブレンドした、
スモーキーな余韻が特徴的な生チョコレート。
北海道札幌市中央区北 5 条西 4-7 大丸札幌店地下 1階
TEL：050-3786-3716
14
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函館うにむらかみ
日本生命札幌ビル店

地図内③

北日本支社長（兼）
北海道支店長

向井 晴昭

地図内⑥

ミョウバンを使用しない無添加うにを使うことで、 素材が持
つ本来のクリーミーな甘みを堪能できる、うにの専門店。 一
番人気の「うに屋のうにグラタン（972円）※」や「無添加生
うに丼（4,320円）※」など、 新鮮なうにを堪能できるため、
国内外から多くの観光客が訪れる。
※ 価格は 1 月 31 日現在
北海道札幌市中央区北 3 条西 4 日本生命札幌ビル地下 1 階
TEL：011-290-1000
USNET No.54
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映画の風景

写真：Everett Collection/アフロ

イタリア／アレッツォ
主人公のグイドは常に陽気で人を楽しませる達人。だがナチスの強制収容所へ連れて
いかれる日が目前まで迫っていた。そんな現実を家族に悟られないよう、みんなが笑
顔でいられるように嘘をつき続ける。「イタリアのチャップリン」と呼ばれるロベルト・ベ
ニーニが、監督・脚本・主演し、アカデミー賞主演男優賞、カンヌ国際映画祭グランプリ
などを受賞した「ライフ・イズ・ビューティフル」（1997年公開）。ナチスの強制収容所
に収監されたある一家の物語を、ユーモラスかつ温かい視点で描いている。

アレッツォ

イタリア

USNET No.5４
（201９年3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。

