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生産者と の信頼関係を大切に、 素材の旨みを最大限に活

かす鈴木弥平シェ フ のイタ リ ア料理店。 鈴木シェ フ が「 熟

成感と ウイスキーのよう な樽香があって主張が強いお酒」

と 話す「 瑞穂黒松剣菱」に合わせる料理は、 鮟鱇を贅沢に

使った1皿。 瑞穂黒松剣菱に漬けて香り 付けし 、 炙ったあ

ん肝を、 湯通し し た身で挟みます。 アンチョ ビが香るソ

ースには鮟鱇の七つ道具、 肉･肝･胃袋･卵巣･えら･ひれ･皮

を使用。「 軽やかな鮟鱇がソースと 一緒に食べると し っか

り し た味わいになり 、 力強い日本酒と 合わせると より 濃

厚な風味と 余韻を楽し めます」（ 鈴木シェ フ ）。

ベースは古典的なフ レンチでも、 全国から 届く 食材の素

材感を 活かす手法は日本料理さ ながら、 軽やかなソース

でモダンに仕上げていき ます。 そんなこ の店のオーナー

シェ フ 松本一平さ んがこ の度、 作っ たのは神戸の須磨海

苔を使った前菜。 貝のエキスが入っ たババロアの上にア

ワビ、 ホタ テ、 ハマグリ 、 その上に須磨海苔と 貝のダシ

のゼリ ー、 そし て淡路のラ イ ムで作った泡で酸味を プラ

スし ています。 こ の1皿に合わせて、 ソムリ エの田中智人

さ んが選んだ「 福寿 特別純米」は、 海苔の風味をふわっ と

広げてく れる、 上品な味わいの日本酒です。

モノ やコ ト 、 様々な情報で溢れて

いる東京の中から 、 小さ な日常が

も う ひと 回り サイ ズアッ プするよ

う な話題をピッ ク アッ プし てご紹

介する連載「 05 th i n g s」。今回の

テーマは、〝神戸＂です。 東京で暮

ら し ながら 神戸が味わえる話題を

揃えています。

ミ シュ ラ ン1つ星のイ タ リ ア料理店やフ ラ ンス料理店から 、 ステ

ーキを 提供する鉄板焼きの高級店まで、 現在、 都内3軒の名店が

料理と 神戸の“ 灘の酒”のペアリ ングメ ニュ ーを提案し ています。

to upsize YOUR LIFE! !

和食のみならず、 多彩な料理と 合う

“ 灘の酒” の新たな楽し み方を提案

  ピアット ･
スズキ

麻布十番
イタリ ア料理

ラペ

日本橋
フランス料理

鮟鱇（ あんこう ） に力強い旨みを

演出する、イタリアン

須磨海苔や海の幸で魅せる、

和が宿るフレンチ

☎03･5414･2116　 東京都港区麻布十番1･7･7 はせべやビル4F
x 18:00～24:00LO　 日、 祝日の月定休

☎050･3196･2390　 東京都中央区日本橋室町1･9･4 B1F
x 11:30～15:00（ 13:00LO）、 18:00～22:30（ 20:00LO） 木定休（ 月2回不定休あり ）

鮟鱇のサンド  七つ道具ソース瑞穂黒松剣菱（ 剣菱酒造）

［ 料理］［ お酒］

アラ カ ルト（ 2,400円。 写真はハーフ ポーショ ン）、 またはディ ナーコ ース11,000円～の中の1皿（ 4
月末まで提供予定）。「 瑞穂黒松剣菱」はグラ ス1,320円。 優雅な香り と コ ク のある円熟し た味わい

で、 後を引かないキレが潔い。 ２ 年以上熟成さ せた酒のみをブレ ンド し ている　 ※金額はサ別

貝類と 須磨海苔のゼリー寄せ
淡路のライムの香り

福寿 特別純米 コウノト リを育む
お米コシヒカリ（ 神戸酒心館）

［ 料理］［ お酒］

料理はディ ナーコ ース14,300円～の前菜（ 4月末まで提供）。「 福寿」はグラ ス1,430円、 またはペア

リ ング11,000円～で提供。 コ ウノ ト リ と と も に自然の中で育てたコ シヒ カ リ を 100％使用し た酒

で、 杏のよう な甘い香り 。 まろ やかで上品な旨み、 ふく ら みのある味わい　 ※金額はサ別10％
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銀座四丁目の交差点、 地上11Fの一等地で、 神戸ビーフ や

但馬牛の鉄板焼きを楽し める店。 JA全農兵庫が手掛ける

レスト ラ ンのため、 兵庫県産の産直野菜も 多く 扱ってい

ます。 また、 兵庫県･東京限定発売の日本酒「 百黙」に出会

えるのも こ の店なら では。「 フ レッ シュ な酸や心地良い余

韻があり 、 スイ スイ飲めるお酒です」。 そう 話す、 中島恒

貴シェ フ が20年以上にわたって磨いてきた鉄板焼きの技

術で、 美し い焼き色に仕上げた神戸ビーフ のステーキと 、

特にフ ルーティ な「 百黙 純米大吟醸」を合わせれば、 極上

のペアリ ング体験が楽し めます。

銀座で、

神戸ビーフを味わう 極上時間

☎03･3571･8700　 東京都中央区銀座5･8･1 銀座プレ イス11F
x 11:30～15:00（ 14:00LO）、 17:30～23:00（ 21:00LO） 日定休（ 月曜が祝日の場合、 日曜営業・ 月曜振休）

神戸ビーフ サーロイン（ 100ｇ ）百黙 純米大吟醸（ 菊正宗酒造）

［ 料理］［ お酒］

と ろ ける神戸ビ ーフ のステーキは、 前菜から デザート まで9品の「 お肉のコ ース」17,000円のメ イ

ン。 水と お米の産地を限定し た菊正宗の新ブラ ンド「 百黙 純米大吟醸」1合2,000円は、 華やかな

果実香、 上品な甘みと 酸味が広がり 、 余韻で心地良い苦みが楽し める銘酒　 ※金額はサ別10%

ベーカリー業界の革命児が作った

麹由来の甘みが広がる、日本酒パン

「 低温長時間発酵」により 引き出さ れる小麦の旨みと 独自技術で、 業界に革命を起こ

し たのが「 シニフィ アン シニフィ エ」の志賀勝栄シェ フでし た。 また、 これまでにな

い、 し っと り･も ちも ちのパンを 実現さ せた「 多加水」と いう 志賀シェ フ の技術は、

今では広く 普及し ています。「 人間はいつまでクリ エイティ ブでいられるか、 自分を

使っ て実験し ています。 ド ラッ ガーやエジソンみたいに、 70代･80代になっても 挑

戦し ていきたいですね」。 そう 話す、 シェ フ のパンは美味し さ に加え、 麹菌や乳酸

菌などの菌や食物繊維を取り 入れるなど、 健康的であること も特長です。 そんな志

賀シェ フが、 この度、 新たなパンを作り まし た。「 今回のパンは酵母に麹を使い、 日

低温長時間発酵により 引き出

さ れた小麦の旨みと 日本酒

「 七ツ梅」の香り の調和が見事

Pa in de Sake

1本 1,944円

（ パン ド サケ）

日本橋「 ラペ」

ソムリエ

田中智人さん

“ 灘の酒” 
ペアリングCOLU MN

和食はも ちろ ん、 洋食、 家庭

料理まで、あらゆる料理との組

み合わせが楽し める“灘の酒”。

日本橋「 ラペ」（ P3掲載）のソム

リ エ･田中智人さ んが3種類の

酒を試し 、ペアリングのポイン

ト を教えてく れまし た。

☎03･3422･0030　 東京都世田谷区下馬2･43･11 COMS SHIMOUMA1F　 x 11:00～18:00　 不定休　

※写真の商品は、 日本橋タ カ シマヤ店、 伊勢丹 新宿店（ 長期出店中）、 オンラ イ ンショ ッ プでも 販売

シニフィアン シニフィエ

神戸
プレジール

銀座

銀座
鉄板焼き

本酒と も 合う 優し い甘みを引き出し まし た」。 使用し た

日本酒はふく らみのある旨みと 酸のバランスが絶妙な、

クリ アな味わいが料理を引き立てる「 七ツ梅」。 小麦の

旨みに調和し た日本酒がふんわり と 香る逸品です。 販

売は3月1日より 始まっています。

浜福鶴

七ツ梅
山田錦 生酛 
特別純米酒

［ 使用したお酒］

沢の鶴「 瑞兆 純米大吟醸」 泉酒造「 仙介 純米大吟醸」 櫻正宗「 B O N D S  W E L L  W IT H  B E E F 」

ボリューム感があり、まろや

かな口当たり。 甘みがほん

のり 広がります。 飲む時の

温度は12～15 ℃く ら いで、

冷やしすぎない方が酒本来

の味わいが楽しめます。

凄く フ ルーティ で、 柔らかい

口当たり に、 粘性のある舌

触り を 感じ ます。 また、 純

米大吟醸の上品な甘みが

広がっていきます。

牛肉に 合う よう に 造られた

日本酒で、 濃醇な味わい。

紹興酒のような香りを感じ 、

力強い余韻が長く 続いてい

きます。

【 合う料理】 例えば、鰻や穴子の蒲焼な

ど、お酒の甘みを引き立てる、甘みのある

料理とよく 合います。 さらに山椒を加える

と、アルコール分の強さと旨みがより際立ち

ます。 また、甘みと塩味のバランスが良い

「 味噌味」の料理もおすすめです。

▶ 鮭のホイル焼き（ 味噌味）／肉じゃが／麻

婆豆腐／ラザニア／生の桃など

【 合う料理】塩系で味付けした白身魚やお肉

と合わせれば、お酒の甘みの後に塩味が広

がって美味しい。 そこに柑橘系の清涼感を

足せば、より 飽きがこない組み合わせに。

また、お酒の粘性が、照り焼きなどの甘い

醤油系の料理にも合います。

▶ 鶏のから揚げ／白身魚のカルパッチョ ／棒

棒鶏／照り焼きハンバーグなど

【 合う料理】 魚なら 赤身の魚、お肉なら 牛

肉、ジビエなど。 他に、蓮根や苦みのある

野菜、ウォッシュタイプのチーズ…。 お酒

の味わいがしっかりしているため、濃厚な

料理、強い味わいのソース、力強い素材な

どの料理との相性が抜群です。

▶ お好み焼き（ 肉類の入った） ／すき焼き

／ニラレバ炒め／カツオの生姜煮など
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☎03･6450･1527
東京都港区新橋

3･22･8 第二東ビル

x 17:00～24:00
（ 23:00LO） 不定休

兵庫わく わく 館　 ☎03･6273･4133　 東京都千代田区有楽町2･10･1 東京交通会館Ｂ 1Ｆ

x 10:00～19:00　 無休（ 年始年末は休み）

関西風おばんざいが並ぶ、 カウンタ ーの

みの店内で迎えてく れるのは、 “あき 子”

こ と 、 店主の東條昭子さ ん。「 そばめし

に使っ ている麺も 、 スジも 、 神戸の味に

するために取り 寄せています」（ 東條さん）。

豆腐焼や昭和焼も おすすめ。

焼餃子（ 味噌ダレ＆塩） 418円、しそ餃子

（ レモン塩） 495円、イタリアンハーブ餃子

（ オリ ーブオイル塩） 462円／焼餃子は、

店のオリジナリ ティ に富んだ、全5種類を

用意（ 他2種類は、パクチー餃子、ハニー

チーズ餃子）。 水餃子もある

1. 神戸産ブド ウで造られた「 神戸ワイン」。 右の2本は「 ベネディ クシオン」（ ルージュ、ブラン）

3,080円。 左の2本は「 エクスト ラ」（ 赤、白） 1,980円　 2.「 神戸紅茶」のコラボ商品「 ベルサイユの

ばら紅茶」。「 ロイヤルブレンド ティ ー」は、それぞれ絵柄が異なる「 ベルばらパッケージ」の個包装

の5個入り1,058円。 赤い箱の「 クイーンズハイランド 」と紫の箱「 アールグレイ」は16個入り842円

（ 個包装はベルばらパッケージではありません） 3. 熊のキャラクター「 コーベアー」のグッズ。「 コー

ベアー マリンキーホルダー」1,078円、「 モコベアー ガーリーキーホルダー」1,078円、「 コーベアー

ポーチ」748円、「 コーベアー リングノ ート 」528円　 4. 1日1万枚売れるという 神戸モリーママの「 ラ

スク～四つ葉の魔法箱～＜4種アソート ＞」は、プレーン、抹茶、スト ロベリー、チップショ コラの4
種類、各2枚×3袋入り1,296円。 六甲山麓牛乳を使用した「 神戸ミルクヨ ーグルト パフェクッキー」

は12個入り1,404円／6個入り864円。 コ ーヒ ー味のキャラメ ルでコーティ ングしたポップコ ーン

に、砕いたコーヒー豆をまぶした「 神戸コーヒーポップコーン」 540円

ふわと ろ 焼（ 豚･もち･チ ーズ） 1,290円、

そばめし（ スジ ） 1,400円　 ※いずれも 具

材やト ッピングは各自が選ぶ／刻んだそば

とご飯の焼き飯「 そばめし 」は、お好みで特

製ピリ 辛どろソ ースかけて食べる。 ふわと

ろ焼の“ふわとろ食感”の理由はヒミ ツ

魅惑的な“ ソース香る、 神戸の味”

新橋／居酒屋 今日はあき子

これから新たな時代が始まる

生駒龍史さん“ 灘の酒” インタビュー

“ 東京で楽しめる、神戸の味”を求め

   サラリーマンの聖地、 新橋を探訪

兵庫県のアンテナショ ップで

自由に選んだ“ 神戸土産”をご紹介

焼餃子を味噌ダレ につけて食べるのが神

戸スタ イル。 中でも 、 こ の店の餃子は、

野菜多めの餡をぱり ぱり 食感が楽し める

薄皮で包み、 秘伝の特製味噌ダレで食べ

る。 他にも 、おつまみや小ビビン麺など、

ビールが進むメ ニュ ーが充実。

餃子との新たな出会いに満ちた店

新橋／餃子 神戸餃子 樂

2

4

1

3

「 東京で楽し める”神戸の味”」の店をも っと 知り たい人はこちらをチェ ッ ク▶

Facebook： 知っと う  神戸の味＠東京 【 投稿シェ アし てく れる仲間を募集中】
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灘の酒造り の起源は、 江戸時代初期の

寛永年間（ 1624～1644年）頃と いう 説が

有力です。 やがて、 灘五郷（ 現在の神戸

市を中心とした5エリア）で造られた酒は

江戸市中の人々を大いに魅了し まし た

が、 今も 変わら ず、 酒の名産地であり

続けています。 そんな灘の酒のイメ ー

ジと 言えば、 長い歴史に裏打ちさ れた

高品質でクラシッ クな味わいではないでし ょう か。 と ころが、 近年、 この

伝統的な酒どころに新し い風が吹いていると 言います。 そのエポックメ ー

キングなエピソード の1つが、 2019年に限定販売さ れた、 24年熟成の日本

酒「 現外-gengai-」。 “ヴィ ンテージ”と いう 概念を日本酒へ持ち込んだこの

酒は、「 沢の鶴」が25年前に醸造し 、 熟成庫で保存し ていた長期熟成酒に、

高級日本酒ブランド「 SAKE100」を運営する株式会社クリ ア代表の生駒さん

が新たな価値を見出し た1本です。 国税庁が主催する、 日本酒の輸出を強

化するブランド 戦略検討会にもメ ンバーとし て参加する生駒さ んは、 灘の

酒についてこう 語ります。「 日本の酒造りを支えてきた“灘の酒”には、 長い

歴史の中で培われた技術があります。 その中で、 手頃なものから上質なも

のまで、 幅広いレンジで良質な日本酒を造り続けてきまし た」。 し かしここ

にきて、さらに大きく 動いていると話します。 ト ッ プの世代交代が重なり、

大手酒蔵の代表が軒並み40代と いう 若返りを果たし たこともその理由の1

つだと か。「 例えば、 菊正宗酒造が“菊正宗ブランド ”に頼らない新ブランド

とし て立ち上げた『 百黙』は、 提供環境に大きく 左右さ れない強い品質も兼

ね備えるお酒です（ 写真1）。 また、 白鶴酒造が若手主導で開始し た『 別鶴』

プロジェ クト から誕生し たお酒は、 ハーブや柑橘を使用し ていないのにそ

れを感じ させる技術があり、 日本酒のさらなる可能性を感じます（ 写真2）。

伝統的な灘の酒蔵が本気で新し い課題に取り 組むこと で、 日本酒における

ゲームチェ ンジが始まっているのではないでしょう か。 昨今の世界的な日

本酒ブームは、 小さ いけれど本物です。 そんな日本酒産業をけん引し てき

た『 灘』の高い技術は、 今後ますます注目を集めていく と 思います」

1. 「 百黙」は2016年、 創業360年の菊正宗酒造が130年ぶり にリ リ ースし た新ブラ ンド 　

2. 「 別鶴」プ ロジェ ク ト は、 白鶴酒造の若手社員による新し い酒造り への取り 組み。「 木

漏れ日のムシメ ガネ」「 陽だまり のシュノ ーケル」「 黄昏のテレスコ ープ」の3種類がすでに

商品化さ れている　 3. 「 現外」の誕生は、 阪神･淡路大震災の起こった1995年1月17日。 倒壊

した酒蔵で奇跡的に残ったタンクから得た「 酒母」を使っている。25年という 長期熟成により 、

甘味・ 酸味・ 苦味・ 旨味が複雑に絡み合いながら高い次元で調和し たヴィ

ンテージ日本酒。 現在は「 現外2020」とし て販売中。 16万5千円（ 500ml）、 限

定200本。購入はWEBサイト『 SAKE100』（ サケハンド レッド ）より

1 2 

3 

☎03･3433･1633　

東京都港区新橋4･11･ 
5･1F　 x 17:00～翌

1:00（ 土日祝～23:00） 
無休　 ※神田店もあり
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東京ミ ッ ド タ ウン日比谷の中にある、 街のよ う

な複合施設「 HIBIYA CENTRAL MARKET」。 昼は

定食屋、 夜は居酒屋と し て肩の力を抜いて食事

と お酒が楽し め、 また、 仕事帰り や買い物の合

間に立ち寄り やすいのが魅力です。

多彩な魅力がある神戸の中でも 、 灘五郷は日本を代表する酒どころ。

そんな“ 灘の酒” が集まるフェアとイベント を開催します！　 会場は、 東京ミッド タウン日比谷にある大衆酒場「 一角」 。

気軽に立ち寄れるので、 神戸に興味が湧いたら、まずは灘の酒を味わいに来て。

「 灘の酒」9種類
×

神戸食材が楽し める
限定メニューを提供

  東京ミッド タウン日比谷3F

「 HIBIYA CENTRAL MARK ET　 一角」

「 灘の酒」 を知る展示もあります

「 3 種類の
  お酒飲み比べセット 」

  登場

蔵元も来場します

Photo 大
崎

あ
ゆ

み
　

Illustration オ
ガ

ワ
ナ

ホ
　

Text 河
島

ま
り

あ

日本酒を嗜む･灘を嗜む 春の宴

3月2日（ 月）～15日（ 日） 開催

CONTENTS-1

FAIR GUIDE
CONTENTS-2

CONTENTS-3

灘の酒と 神戸食材を使っ たおばんざいが

味わえるフ ェ ア。 蔵元と 交流でき る日も

ある ので、 要チェ ッ ク。 隣接する 書籍エ

リ アには神戸を知れる書棚も あり ます。

日程　 2020年3月2日（ 月） ～15日（ 日）

営業時間　 17:00～23:00（ 22:00LO）

　 　 　 　 　 土日祝11:00～23:00（ 22:00LO）

開催概要会場

☎03･6205･8996  
東京都千代田区有楽町1･1･2 東京ミ ッ ド タ ウン日比谷3F

日程　 2020年3月12日（ 木）

会場　 HIBIYA CENTRAL MARKET　 一角

　 　 　 東京都千代田区有楽町1･1･2 東京ミッド タウン日比谷3F
人数　 25組50名（ 1組2名で申込のこと。 応募者多数の場合抽選）

参加料　 2,800円（ 料理、日本酒、お土産代込み）

応募方法　 右の二次元コード 、

                  オズモールの応募フォームより

                  ご応募く ださい

                 （ 3月5日（ 木） 9:59締め切り）
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六甲牛やいかなごと いっ た神戸なら ではのグルメ か

ら、 菜の花やふき、 う どなどの春を感じ ら れる食材

を使用し ています。 いずれも 素材の味わいを生かし 、

すっ きり と キレの良い灘五郷の清酒に合う 7つの料理

に仕上げまし た。

ギャ ラ リ ース ペース「 灘五郷ギャ

ラ リ ー」では、 パネル展示や動画

上映で、 灘の酒の歴史にも 触れら

れます。 ４ 斗樽の並ぶ空間は、 日

本一の酒どこ ろ の雰囲気たっ ぷり

です。

上記９ 種から３ 種を選べる「 灘３ 種飲み比べセッ ト 」（ 1,100
円／1日30セッ ト 限定）。気になる蔵元の味にぜひト ライ！

神戸にある灘五郷の酒造から 、9つの銘柄がラ インアッ プ。いずれも 一合（ 880円～1,870円）から 楽し めます。また、灘の酒に合わせたいメ ニュ ーと し て、

「 一角」で人気の旬菜を使った７ 種のおばんざいが期間限定で登場。 神戸食材をふんだんに使っ た1皿です。

╲ 限定メニュー╱

おばんざい7種盛り 合わせ　 1,650円（ 2人前）

「 灘の酒」 を知る展示も

□１日限定！　 5皿のスペシャルメニュー

□ 3蔵元が来場。 限定酒も楽しめる

3月12日（ 木） 19:30～21:30 開催

「 灘の酒」9種類 × 神戸食材が楽しめる限定メニューを提供

櫻正宗 BO N D S  
W E LL W IT H  BE E F
櫻正宗

濃醇でまろ やかな 味わ

いが、 牛肉の持つ多彩

な風味を引き立てる

福寿 純米吟醸
神戸酒心館

熟し たさく らんぼのよう

な新鮮で豊かな香りが、

乳製品とも好相性

山廃純米生原酒 
千代田蔵 フクノ ハナ
太田酒造 灘千代田蔵

程良い甘さと 酸味で肉

料理と 相性抜群。 常温

からぬる燗がおすすめ

仙介 純米大吟醸
泉酒造

米の甘みを 生かし た上

品な風味と、なめらかな

喉越し が楽しめる

百黙純米大吟醸
菊正宗酒造

和洋問わず料理に合う 、

凛とし た切れ味が特徴。

乾杯にもぴったり

瑞穂黒松剣菱
剣菱酒造

卵料理やキノコ 、チーズ

とも 合う 、円熟な味わい

と優雅な香り

H a kutsu ru  B lanc
白鶴酒造

ほのかな 甘みと フ ルー

ティ な香り で、白ワイン

のよう な軽やかさ

古酒仕込み梅酒
沢の鶴

3年熟成した生酛造り 純

米酒で仕込んだ、まろや

かで芳醇な梅酒

七ツ梅山田錦生酛
特別純米酒
浜福鶴

料理の風味を引き 立て

飲み飽きない、芳醇なが

ら辛口な味わい

CONTENTS-1

「 3種類のお酒飲み比べセット 」 登場CONTENTS-2CONTENTS-3

イベント 概要

おばんざい7種盛り 合わせの他、タコ 飯、すまし 汁な

ど 神戸食材メ ニュ ーや、サワラ の酢締めと 昆布締

め、 鶏の唐揚げをご用意。 飲み口がすっきりし た日

本酒と相性抜群です。

菊正宗酒造、沢の鶴、白鶴酒造の３ 蔵元が来

場！　 交流し ながら1日限定銘柄を味わえます。

フェ アの9種を含めた16種以上の日本酒を味わいなが

ら、蔵元の話が楽しめます。 また、正解するとプレゼン

ト がもらえるクイズ大会や、灘五郷のお酒やオリジナル

のおちょこなどのお土産も。

1DAY EVENT

酒蔵は
こちら

3月4日（ 水）

太田酒造 灘千代田蔵

3月5日（ 木） 神戸酒心館

3月11日（ 水） 沢の鶴

3月13日（ 金）

菊正宗酒造

蔵元来場の4日間は

酒造限定のセット も追加！
さらに

日本酒  9銘柄が勢揃い
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［ 特集］

世の中には、知っているのに知らない土地がたく さんあります。

つまり 、名の知れた土地ほど、すでに一定のイメ ージを持っていると 思いますが、実際に訪れてみると 、

今まで知らなかった一面を発見すること があるのです。その発見こそ、旅の宝物になるのではないでしょう か？　

この宝物を集める旅のことを 、メト ロミ ニッ ツでは「 ユニークエスト 」と 呼んでいます。

宝物を見つけるためのヒ ント は、時に歴史・ 文化なども紐解いたりし ながら 、

あらゆる角度から街のユニーク 性を見つけること 。様々なユニーク 性をたどっていく と 、素敵な出会いがあるよう で。

今月、メト ロミ ニッ ツが東京からひとっ 飛びし 、やってきたのは兵庫県の神戸市でし た。

開港の歴史から 、25年前に経験した阪神・ 淡路大震災まで、様々な時代を歩む中で、

多彩な文化を蓄えてきた神戸の街をユニークエスト してみたいと 思います。



左／神戸煉瓦倉庫前

から 海沿いに異国情

緒漂う 遊歩道が続く

上／メリケンパークの人気フォト ス

ポット 、「 BE KOBE」モニュメント

明治時代の外国貿易で活躍し たメリ ケン波止場と中突堤の間の埋立地に造ら れた公

園。 赤い神戸ポート タワーや白い独特のフォルムの神戸海洋博物館･カワサキワールド な

ど、 神戸を象徴する観光施設が立ち並び、 海沿いには遊歩道や芝生が整備されている

神戸港の中突堤中央タ ーミ ナルを 挟んで東岸のメリケンパークと、 西岸に広がる神戸ハーバーランド の2つを中心とするエリア。 港町らし い景色を

眺めながらの散策や買い物、 クルージングが楽しめて、 日夜、 市民と 旅行客とで賑わう 。 特に夜景は両岸ともに素晴らし い

大型 複 合 商 業施 設が集まる

ウォ ータ ーフ ロント 。 モザイク、

ノ ースモール、 サウスモールの

3つ のモ ールから 成る「 神 戸

ハーバーランド umie」と、 神戸

港の貨物倉庫だっ た建物を 活

用し たモ ール「 神戸煉瓦倉庫」

がある。 モザイク 大観覧車から

は、 神戸市街や六甲山を 一望

することができる

経済の中心地であり、 異

国情緒溢れる旧居留地や

南京町、 ベイエリアなど 開

港の歴史を持つ“神戸らし

さ”が凝縮されたエリア

六甲山麓の、 大学や美術館

が多い閑静な住宅エリア。

日本で唯一ジャイアント パン

ダとコアラに同時に会える、

神戸市立王子動物園もある

戦前は神戸一の繁華街だっ

た新開地を中心に、幾つもの

庶民的な商店街が残る下

町。また、Jリーグのヴィッセル

神戸のホームスタジアムもある

下町情緒溢れる地区。 神戸

出身で長田区にゆかりある漫

画家、 故横山光輝の作品に

ちなんだ「 鉄人28号」モニュ

メント は同区のシンボル

関西屈指の人気ビーチ・ 須磨

海岸を擁する須磨区。その大

半が住宅地ながら漁業が盛ん

で、特産の「 須磨海苔」は地

域ブランドに登録されている

文豪・ 谷崎潤一郎が

暮らし たこと で知ら

れる瀟洒な住宅街、

岡本があるのが東灘

区。 国内有数の酒

どこ ろでもあり、 老

舗酒蔵が立ち並ぶ

海と 山が近い風光明媚な住

宅地域。 世界最長の吊り 橋・

明石海峡大橋や、 古墳時代

に築かれた前方後円墳・ 五色

塚古墳がランド マーク

いよいよ神戸のユニークエスト に出発！　 と、 その前に、 街の基本情報をお

さらいします。 都会的な国際港湾都市でありながら、 豊かな自然に恵まれた

神戸は、 多彩な地域文化と数々の観光名所に彩られています。

＼神戸のランド マークがいっぱい／

＼神戸が誇る夜景スポット ／

垂水区 

須磨区 長田区 兵庫区 中央区 

灘区 

東灘区 

メリ ケンパーク

神戸
ハーバーランド

【 ベイエリ ア 】

神

戸

の

観

光

名

所

U N I - QU ES T  DES T IN A T ION

新幹線： 東海道・ 山陽新幹線で新神戸駅へ

飛行機： 羽田空港からANAまたはスカイマークで神戸空港へ
A CCES S 面積： 557㎢（ 東京23区は619㎢）

人口： 152万人（ 東京都は1,394万人）
DA T A

ニュータウンが多く 人口

が9区最多の西区では、

都市近郊型農業が盛

ん。米や野菜の他、 畜

産や果樹栽培、ワイン

醸造も行われている

西区 
9区最大面積を誇る北区に

は農村地域が広がり、特産

の酒米・ 山田錦やイチゴ、生

花が作られている。名湯・ 有

馬温泉があるのも、ここ北区

北区 
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現存する 近代建築の多く は、

レスト ランやカフェ 、 ショ ップ利

用で内部を訪れることができる

1868（ 慶 応3）年から1899
（ 明 治32）年ま で、 外 国 人

が居住・ 営業を許さ れたエリ

ア。 整然と 区画整理さ れた

一帯に、 明治時代から 大正

時代にかけて建造さ れた、

石造り の近代洋風建築が

点在する。 毎年12月には、

光の祭典「 神戸ルミ ナリエ」

が開催される

日本三大中華街の1つ（ 他は横浜、 長

崎）。 当時、 居留地に住むことができ

なかっ た中国人が、 現在の南京町周

辺に暮らし 、 商売を 始めたのが起源

で、 東西約270m、 南北約110ｍのエ

リアに100軒以上の店がひしめく

六甲山麓の温泉郷。 江戸時代の温泉

番付では最高位の「 西の大関」とさ れ

た名湯で、 茶褐色の「 金泉」と 炭酸等

が含まれる「 銀泉」の２ 種類の泉質が

ある。 明治時代には炭酸泉を 利用し

た日本初とも 言われるサイダーが発売

ユネスコ 創造都市ネット ワークの「 デザイン都市」に認定さ れた神戸市。 市政にもデザインが取り 入れ

られ、 大規模なアート・ プロジェ クト からコミ ュニティ・ アート まで、 様々なアート シーンが展開さ れてい

ます。 そんな神戸に憧れて移住してく る若手アーティスト も少なく ありません

“灘の酒”だけで なく 、 実はワイン

も 美味し い神戸。 市内で収穫さ れ

たブド ウのみを使って造る「 神戸ワイ

ン 」は、「 神戸ビーフ に合う ワイン 」を

目指して1979（ 昭和54）年にブド ウ

の栽培から開始。現在では年間300t
が醸造、 出荷さ れています

神戸の街のイメージを凝縮してできたチェック

柄が「 神戸タ ータン」。 海の青、 建築物や真

珠の白、 ポート タワーや神戸大橋の赤、 六甲

山の緑を表現したそうです。 実は、 今号の表

紙に登場する旅行カバンも「 神戸タータン」！

ライブスケジュールやイベン

ト 情報の他、 ジャズライブ

＆レ スト ラ ンSONE（ 右 写

真）を筆頭に生演奏が聴け

るスポット も紹介しています

http:/ /jazztownkobe.jp

神戸市西区の自然豊かな小高い丘にある“神戸

ワインの故郷”。 園内にはワイン専用のブド ウ園

や試飲もできるワインショ ップの他、 レスト ラン・

カフェ 、 バーベキュー場、 パターゴルフ 場などが

充実している

☎078･991･3911
神戸市西区押部谷町高和1557･1
x 9:00～17:00　 年中無休（ 年末年始除く ）

洋の東西の文化交流を伝えるコレクショ ンが充実　

☎078･391･0035　 神戸市中央区京町24番地　

x  10:00～17:00、 土10:00～21:00（ 入館は閉館30分

前まで）　 月定休、 臨時休館あり　 　 1F展示室:無料、

2Fコレクショ ン展示:大人300円、 特別展:展覧会による

　

垂水区塩屋にある洋館「 旧グッゲン

ハイム邸」では、 音楽ライブや映画

上映会など多彩なイベント を開催

☎078･220･3924　 神戸市垂水区

塩屋町3･5･17　 x 毎月第3木

12:00～ 17:00、 イベント 時に開館

旧グッゲンハイム邸

歴史ある洋館を舞台に

開かれる多彩なイベント

異国情緒漂うレト ロビル熱気溢れる神戸の中華街

「 日本三古泉」の街をそぞろ歩き

神戸ワイナリー（ 農業公園）

神戸産ブド ウだけで造る芳醇なワイン

WEB 「 JAZZ TOWN KOBE」

【 旧居留地】【 南京町】

【 有馬温泉】

神戸市内のライブ情報を随時更新！

神戸市立博物館

2019年11月にリニューアルオープン！

総務省の統計によれば、 1世帯当

たり のパンの年間支出金額で 神戸

市は堂々全国1位（ ※）。 こ れは開

港後、 居留地の外国人から 広まっ

たパン 食文化が今も 根付いている

から 。 市内にはぜひ訪れたいベー

カリ ーショ ップ が多数あり ます

1923（ 大正12）年、 国内初のプロジャズバンド「 ラ

フィ ング・ スタ ーズ」が、 神戸で 初めてジャズを 演

奏し たこと から 、 神戸は日本の「 JAZZ発祥の地」

と 言われています。 今日でもジャズの生演奏が聴

けるスポット が、 街中に集まっています

一言では言い表せないほど、 多彩な

表情を持つ神戸。 その知られざる一面

に出会う旅に出かけます。
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写真提供： 神戸市立博物館

料

※出典：「 家計調査結果」（ 総務省統計局）2016年～

2018年平均（ 二人以上の世帯）

上右／ヘアゴム（ メンズアパレルアダム）　 右／播州織ポーチ

（ STUDIO KIICHI）　 左／キャリーケース（ キコニアボイキアナ）

本特集は、レベル1～5のテーマ別にページが並びます。レベル

が上がるにつれ、 神戸の知識が深まっていくような構成です。
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