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表紙のグランキューブ
ンティークなデザインの街灯に映った、グランキューブ大阪の壁
面。レトロとハイテクがさり気なく融合した、表紙写真です。歴史

ある古い街並みと、現代の都市プロジェクトが調和する…そんな中之島エ
リアのコンセプトが見事に表現されています。
ところでこのノスタルジックな街灯は、グランキューブ大阪のすぐ北西に
ある「堂島大橋」の欄干に並んでいるもの。手前から数えてちょうど5つ目

Vol. 5

の街灯が、撮影スポットです。堂

2013 春・夏号

島大橋は1927年に完成したとい
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う、まさに「大大阪時代」の遺 産
ともいえる橋。両岸から張り出す
石 積みの 橋 台は、広場 のような
空間のあるアーチで、なかなかに
重厚な趣きです。水運が盛んだっ
た時代の名残りで、桁下がすっき
りするようデザインされた「非タ
イド下路アーチ橋」というスタイ
ルですが、日本に現存するのはこ
こだけ。一度ゆっくり、ご覧になっ
写真

てみませんか。

岡タカシ
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編集後記
先日、大阪についてもっと知識を身につけ、少しでも話のタネを増や

と育成されていると思いました。

そうという思いで「大阪検定」を受験しました。テキストを片手に学ぶ中

今号は、春夏合併号というかたちで、表紙や記事企画をリニューアル

で、大阪の歴史や文化の豊饒さをあらためて実感。普段の中之島の風景

して発行させていただきました。皆さまと大阪国際会議場（グランキュー

も違ったものに見え始めました。また試験当日、会場を出ると受験者達

ブ大阪）を結び、その魅力を発信できる広報誌を目指して…大阪検定で

の間では「あの問題の川の名前はどう答えた？」
「あー間違えたぁ」と

学んだ（？）知識を持って、今後も紙面に工夫を加えて参りたいと考えて

いった会話が交わされており、その熱心さにびっくり。単に大阪弁をしゃ

おります。そのために皆さまの忌憚のないご意見を、お寄せいただけれ

べるだけでない、確かな知識に裏打ちされた これからの大阪人 が着々

ば幸いです。
（Ｍ）

〈バス〉
JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営バス
（53系統 船津橋行）
または
（55系統 鶴町四行）
で約15分、
「堂島大橋」バス停下車すぐ
シャトルバスが、
「リーガロイヤルホテル」
とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、
ご利用いただけます
（定員28名）
中之島ループバス
「ふらら」
で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」
（4番出口・住友ビル前）
から約15分
大阪国際会議場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3-51 TEL.06-4803-5555（代）
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Nakanoshimap Trip

ナカノシマップ・トリップ

レトロ建築に
出合う中之島さんぽ。
学会・イベントレポート
グランキューブ情報局
フロアガイド／イベントカレンダー

大阪府立大教授 橋爪 紳也 氏

〈電車〉
京阪電車中之島線「中之島
（大阪国際会議場）
駅」
（2番出口）
すぐ
JR大阪環状線「福島駅」
から徒歩約10分
JR東西線「新福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
阪神本線「福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」
（中央線1号出口・千日前線9号出口）
から徒歩約10分

大阪は古き良き時代と︑
新しい感性がしっくりと
調和するユニークな都市︒

大阪発見
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大阪

発見

大阪は古き良き時代と、新しい感性が
しっくりと調和するユニークな都市。
建築史家として、関西の都市文化を研究されている橋爪紳也さん。
大阪府や大阪市の特別顧問として都市計画に関わったり、
「大阪検定」企画委員会の座長を務めたり、
広く「大阪活性化のアドバイザー」として知られる存在です。
そんな橋爪さんが語る大阪の魅力…そこには多くの「発見」がありました。

Inte r vi e w
大阪府立大教授

橋爪 紳也 氏
Hashizume Shinya

Q

大阪の街づくりや魅力発信に
関わるようになったのは、
なぜですか？

私が生まれたのは、いわゆる「ミナミ」の

すね。川沿いには当時の最先端であるモダ

い空間を創出することもできました。そして

ンな建築が並び、産業においても文化にお

もちろん、大阪国際会議場がある。新旧の

いても、クリエイティブな街づくりが展開さ

感性が調和し、グローバルとローカルが交

れていました。この時代に建てられた近代

錯する…このユニークな街の個性を、もっ

建築群は、今も数多く残されていますが、

と積極的にアピールするべきだと思うので

Q

見ごたえのある美しいビルばかりです。

大阪は、アジアを代表する
水の都だったのですね。

私が推進している「水都大阪」プロジェ
クト※1は、遠い記憶となりつつある「水辺
と都市の関係性」を現代へ受け継ぎ、確か

といえるでしょう。大学院では都市計画を
学んだのですが、80年代に「江戸東京学」

する人間は「イキリ」と言って嫌われますし
（笑）
。

Q

橋爪さんが大阪自慢を
するとしたら、どこですか。

例えば私は、御堂筋の秋って素晴らしく

げるアイデアです。中でも、川に囲まれた

きれいだと思うんです。通りが真っ黄色に

中之島エリアは水都の中心となる地域だと

染まるあんな風景は、世界のどこへ行って

いえるでしょう。現在、
「梅田北ヤード」や

もそうそうない。なのに大阪人は「紅葉見

「あべのハルカス」など、キタとミナミに注

るならどこ？」と聞かれて、
「嵐山」とか「箕

目が集まる大阪ですが、そのような喧噪と

面」とか答えるでしょう。まず御堂筋と言え

は彩りを異にした 文化的な水際の風景"

といいたい（笑）
。あとは…そうですね、今

に出会えるのが中之島です。認知度という

や夏の風物詩といえる「屋上ビアガーデン」

点ではまだまだですが、大阪の「顔」となる

の第1号店が大阪にあったことをご存知で

ポテンシャルがあると思います。

すか。昭和29年、大阪第一生命ビルで日

中之島エリアの
ポテンシャルとは？

Q

本最初のビアガーデンが誕生したそうで
す。回転寿司も、しゃぶしゃぶも、カラオケ
も、インスタントラーメンも大阪が発祥。そ
んな優れたビジネスモデルを多く生み出し
ている大阪人の知恵と文化を、何よりも誇

が流行しました。江戸東京学とは、東京は

先ほど申し上げた「大大阪時代」の遺産

近代以降に出現した都市ではなく、江戸と

が集積しており、古き良き大阪を最も色濃

いう基盤の上に築かれたものという見方。

く残しているのが中之島です。加えて、美

都市の連続性を再発見する…この方法論

術館やギャラリーなどのアートスポットも

に感銘を受けつつも、当時の大阪にはその

多く、いわゆる「お笑い、粉もん、大阪城」

ような研究がなかった。だから私が、過去

とは全く違う大阪に出会えるエリアではな

から現在、未来につながる大阪の歴史を解

いでしょうか。水都大阪プロジェクトによっ

たくさんあるのですが、これからの季節

き明かし、現代の街づくりに生かそうと考

※2
※3
て「北 浜テラス」
や「中之 島BANKS」

にぴったりな、とっておきのビアガーデンを

えたのです。そこから私にとって、大阪の

など、中之島の河川沿いにおしゃれな賑わ

ご紹介しましょう。本町にあるセントレジ

Q

都市研究がライフワークとなりました。

都市研究の結果、
橋爪さんが発見した
大阪の魅力とは？

大阪の歴史を紐解けば、かつて 東洋の
ベニス"と讃えられた、美しい水辺の都市
が浮かび上がります。都心部を横に水路が
走る大阪は、江戸時代から水運を通じた経
済の中心地でした。その黄金期といえるの
が大正から昭和初期にかけて。産業都市と
して繁栄を極め、東京をしのぐ人口を擁し
たといいます。いわゆる「大大阪」時代で

1

信するのが苦手なんですね。得意げに自慢

な土台に基づいた新しい街づくりへとつな

ど真ん中。大阪の街中で育ちました。です
から故郷への想いは、そのまま街への愛着

すが…。どうも大阪人は、自らの魅力を発

りを持って語りたいですね。

Q

大阪で、橋爪さんが
好きな場所を教えてください。

スホテル12階のビアテラス※4で、ここは都
心にありながらゆったりと過ごせる極上の
穴場。大阪が生んだビアガーデンが、ここ
まで進化した…という感慨に浸りつつビー

PROFILE
はしづめ しんや 1960年大阪府生まれ。建
築史家、大阪府立大学教授、府政策アドバイ
ザーなど多数の肩書きを持つ 市文化や街づ
くりの専門家 。
「大大阪モダン建築」
「大阪の
教科書」など著書多数。

大 阪 発 見 のヒ ン ト
「水都」大阪物語
橋爪紳也著／藤原書店
橋爪さんのお話にあっ
た「大阪と水の深い関
わり」を詳しく知りた
い方にぴったり。水都
大阪のはじまりから、
歴 史の中で姿を変え
てきた都市の物語が
展開される、読みごた
えのある一冊です。

広告のなかの名建築
橋爪紳也著／鹿島出版会
マッチラベルから絵葉
書、パンフレットまで
…建築をテーマとした
魅力的な広告媒体の
数々を紹介しつつ、そ
の時 代 背景を語りま
す。消 費 生 活と 建 築
が、これほど密接に関
係していたなんて…と
目から鱗。

ルを飲めば、より美味しく感じます（笑）
。
※1 大阪の都心部を流れる川を「水の回廊」と位置づけ、
船着き場の整備や水辺のにぎわい創出で、街づくりを行う
取り組み。
※2 中央公会堂や中之島公園が目前にある北浜エリアに
整備した「川床」
。
※3 堂島川左岸の堂島大橋から玉江橋までの全長400ｍ
の親水空間。ミュージアムやオープンカフェ、ビアガーデン
などが河川沿いに並ぶ。
※4 地 上50ｍの高さを誇る「天 空の庭」を開 放したビア
ガーデン。期間は10月31日まで。
営業時間／ 17：30 〜 22：00（Ｌ.Ｏ／ 21：30）
予約・問い合わせ／ 06-6258-3333

大阪府謎解き散歩
橋爪紳也編著／新人物文庫
日 本 全 国 の「謎 解き
散 歩シリーズ」
、最 後
の一冊として発刊され
た大阪編。プロの町歩
きガイドや、大阪検定
一級合格者が執筆し
た、ユニークで魅力あ
ふれる大阪の姿が浮
かび上がります。

2
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予約・問い合わせ／ 06-6258-3333

大阪府謎解き散歩
橋爪紳也編著／新人物文庫
日 本 全 国 の「謎 解き
散 歩シリーズ」
、最 後
の一冊として発刊され
た大阪編。プロの町歩
きガイドや、大阪検定
一級合格者が執筆し
た、ユニークで魅力あ
ふれる大阪の姿が浮
かび上がります。
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Nakanoshimap
Trip
ナカノシマップ・トリップ

レトロ建築に出合う
中之島さんぽ。

中之島は、明治から昭和初期にかけての近代建築の宝庫。大阪が日本第一の都市として栄え、
「大大阪」と呼ばれた黄金
時代を偲ばせる建物が数多く残っています。そんな名建築を訪ね、古き良き時代へ、浪漫の薫り漂う小さな時間旅行を楽しん
でみませんか。
04 中央電気倶楽部

JR

環状

線

西線

ベルギー国立銀行がモデル。
明治期の重厚感溢れるシルエット。

スパニッシュ風の褐色タイル壁
に半円と長方形を組合せた窓が印
象 的。1930（昭 和5）年 に法 律 特
許事務所として建てられたモダン
建築で、内部も大理石をふんだん
に使った贅沢な造り。2000年に登
録有形文化財に指定されています。
現在はレストランなどを主体にした
テナントビル。

ドーム屋根と石造りの壁で構成された威風堂々たる佇まい。東京駅舎を
手掛けた辰野金吾らにより、1903（明治36）年に建設された本格的ヨー
ロッパ建築です。玄関ポーチの柱にはイオニア式柱頭飾りが施されるなど、
荘厳な美しさは圧巻。予約をすれば内部を見学できます。
■DATA
住所：北区中之島2-1-45 ☎06-6202-1111
（代） 見学は午前10時〜11時20分と午後1
時30分〜2時50分 休：土･日･祝日＆年末年
始 ※見学希望日の3カ月前から2週間前ま
での事前予約制 アクセス：地下鉄御堂筋線・
京阪本線「淀屋橋」駅から徒歩約5分、京阪中
之島線
「大江橋」
駅から徒歩すぐ

■DATA
住所：西区土佐堀1-1-5

筋
なにわ

あみだ池筋

線

パティスリー モンシェール
堂島本店

肥後橋駅
淀屋橋駅
パティスリー モンシェール
肥後橋店

北浜レトロ

リーガロイヤル
ホテル

筋
わ
に
な
新

中之島公園

なにわ橋駅

莫大小会館
連続アール窓が郷愁漂う学校の趣き。
内部の陰影バランスも絶妙。

京阪本線

06 北浜レトロ

02

04

■DATA
住所：中央区北浜1-1-26 ☎06-6223-5858
営業時間：午前11時〜午後9時30分、土・日・祝
日は午前11時〜午後7時 休：お盆＆年末年始
アクセス：地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅から
徒歩約1分

おみやげにいかが ?

中央電気倶楽部

大阪有数の
倶楽部建築のひとつ。

堂島大橋のたもとに佇むシックなビル。大阪輸出莫大小工業組合が、帝
国奈良博物館や旧制灘中学校校舎などを手がけた宗兵蔵に依頼して1929
（昭和4）年に建築。採光が考慮された廊下や曲線を描く階段など、内部も
こだわりに満ちています。現在はカフェやギャラリーなどが入居。

100年の歴史を誇る会員制倶
楽部の社交場として1930（昭和
5）年に建てられた、スクラッチタ
イルが美しいビル。外観には大き
な壺飾りや上品なレリーフなど当
時流行のスペイン風意匠が施さ
れ、見 飽きることがありません。
大阪発展の歩みを物語る建物と
して近代化産業遺産（経済産業
省）に認定。

▲屋根の上のシンボル像

大正浪漫が薫り立つ、華麗なる赤レンガの殿堂。
赤レンガ壁に青銅ドーム屋根が美しい、ネオルネッサンス様式の壮麗な建
物。株式仲買人・岩本栄之助の寄付をもとに、1918（大正7）年に建築の粋
を集めて完成。ヘレン・ケラーやガガーリンらの講演会も開催されました。
公会堂建築物として西日本初の国重要文化財指定。
■DATA
住所：北区中之島1-1-27 ☎06-6208-2002 開館時間：午前9時30分〜午後9時30分 休：第4
火曜日（祝日の場合は直後の平日）＆12月28日〜1月4日 アクセス：地下鉄御堂筋線・京阪本線
「淀屋橋」駅から徒歩約5分、京阪中之島線「なにわ橋」駅から徒歩約1分 ※常時見学できる館内
（入場無料）は岩本記念室のみ。

株 式 の 仲 買を行う社 屋として
1912（明治45）年に、金融街･北浜
に竣工。英国グラスゴー派の影響
を受けた美しい建物は、百年の歳
月を経て、現在純英国式ティールー
ムとして人気の店に。2階からは中
之島バラ園を眺めながら優雅な時
間を過ごせます。国の登録有形文
化財に指定。

松屋町筋

メ リ ヤ ス

01 大阪市中央公会堂

北浜駅

堺筋

03 山内ビル

地下鉄御堂筋線

菅原ビル

地下鉄四つ橋線

住友病院

06

優雅なお茶も楽しめる
レンガ造りの英国風洋館。

御堂筋

市立科学館

01

アクセス：地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅から徒歩すぐ

渡辺橋駅

大阪国際会議場

3

05

小ぶりながらロマンチックで
風格ある佇まい。

大江橋駅

国立国際美術館

大阪市中央公会堂

日本銀行大阪支店

05 日本銀行大阪支店

四つ橋筋

JR 東

島
中之
京阪

02 莫大小会館

03

福島駅

新福島駅

中之島駅

山内ビル

今月の逸品

「堂島ロール」

喜ばれること受け合い！ ロールケーキ人気の火付け役。
たまご風味の生地の中に
北海道産のオリジナル生ク
リームがたっぷり。コクがあ
るのに甘すぎず、ペロリと食
べられてしまう「堂 島 ロー
ル」
。ここ中之島 界 隈には、
その 本 店・支 店が 揃 い、気
軽に立ち寄れます。予約をし
ておけば､並ばなくても帰り
際にピックアップOK。
■DATA
［パティスリー モンシェール堂島本店］住所：北区堂島浜2-1-2 ☎0120-96-1006（受付時
間 午前10時〜午後7時） 営業時間：午前9時〜午後9時、土･日･祝 午前9時〜午後8時
休：不定休 アクセス：京阪中之島線「渡辺橋」駅より徒歩約1分

■DATA
住所：福島区福島3-1-39 アクセス：京阪中之島線
「中之島」
駅から徒歩約5分

■DATA
住所：北区堂島浜2-1-25 アクセス：地下鉄四つ
橋線「肥後橋」駅から徒歩約6分、京阪中之島線「渡
辺橋」駅から徒歩約5分 ※一般公開されていな
いため、見学は外観のみ。

［パティスリー モンシェール肥後橋店］住所：西区江戸堀1-1-11大同生命東館1F ☎
0120-96-1006（受付時間 午前10時〜午後7時） 営業時間：月〜金 午前9時〜午後9
時、土 午前9時〜午後8時、日･祝 午前9時〜午後6時 休：不定休 アクセス：地下鉄四
ツ橋線「肥後橋」駅すぐ、京阪中之島線「渡辺橋」駅より徒歩約2分
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学会・イベントレポート

2013年前半も、大阪国際会議場では多彩な催しが行われました。
その中から、いくつかをピックアップしてご紹介します。

日本超音波医学会
第86回学術集会
2013年5月24日（金）〜26日（日）／全館

第40回全国バーテンダー技能競技大会、
第10回N. B. A.フレアテンディング・
バーテンダー・コンペティション
2013年6月2日（日）／5階メンホールほか

この度、
「超音波を活かす」をテーマとし、第86回日本超音

関西では9年ぶり、大阪では26年ぶりに全国大会が開催

波医学会学術集会を開催させていただきました。超音波医学

されました。当バーテンダー協会が一般社団法人となって第1

会は幅広い分野の専門家が一同に会する学会であり、領域横

回目の大会です。全国から技能競技大会に40名、フレアテン

断的に、そして各領域の最新の知見から日常臨床の問題点ま

ディング8名の選手が出場し、約3000人近いお客様がご来

でを活発に議論していただきました。

場くださいました。ロビーホワイエではカクテルフルーツの展

（会長：増山 理 兵庫医科大学 循環器内科 主任教授）

REPORT

未来のおとなたちへ。〜夢を宇宙へ広げよう〜
2013年3月23日（土）／12Ｆ特別会議場＆ホワイエ
インターナショナルな体験を通じて将来の夢を大きく宇宙にまで

会場では、目を輝かせて山崎さんのお話に聞き入る子ども達の真

広げてもらう事をテーマに、宇宙飛行士の山崎直子さんを講師にお

剣なまなざしとたくさんの笑顔であふれ、私たちスタッフもイベント

迎えした講演会と、外国語にふれる体験型コーナーからなる小学
生対象自主企画イベントを開催し、全国から359名の方にご参加

の持つ魅力と力を感じた一日になりました。
（応募者多数につき抽選とさせていただきました。たくさんのご応募

いただきました。

ありがとうございました。
）

示や、全国約50 社のメーカー様による試飲サービスを行い、
楽しいひとときとなりました。
（NBA 日本バーテンダー協会 大阪北支部 支部長 林 壮一）

第28回
日本老年学会総会
2013年6月4日（火）〜6日（木）／全館
「更なる健康長寿をめざして：超高齢社会における老年学

第23回JDPA
（日本デコラティブ
ペインティング協会）
コンベンション
2013年6月18日
（火）
〜20日
（木）／3Ｆイベントホール
JDPAとは、様々なものにペイント装飾をし、生活をより楽し

の役割」をテーマに、老年医学、老年社会科学、基礎老化学、

く豊かなものにするクラフトの普及と、会員の技術向上を目的

老年歯科学、老年精神学、ケアマネージメント学、老年看護学

にしている協会です。今回は、 世界のペイント紀行 と題し、

の7学会の会員が、2年に一度集まる合同大会です。
「老年学」

世界各国の民族衣装をペイントした人形やフォークアート作

関連の学会では国内最大規模で、約6600名が参加しました。

品のディスプレイや、また全国の会員による約700点の展示

（会長：荻原 俊男 森ノ宮医療大学 学長）

がありました。3日間で約１万人が来場し、手描き、手作りの暖
かさと楽しさを存分に味わって頂きました。
（JDPA 第23回コンベンション委員長 竹本 美恵子）

大阪国際会議場の利用状況について
1. 催事利用状況
利用状況

会議利用（うち、国際会議）

展示会利用

興行利用

第62期（平成22年）

1,574件（46件）

49件

110件

1,733

第63期（平成23年）

1,518件（41件）

50件

102件

1,670

第64期（平成24年）

1,489件（69件）

63件

78件

1,630

合

計

2. 施設の稼働率状況
利用状況

メインホール
①

イベントホール
②

10階会議室
③

左記平均
（①〜③）

その他会議室
④

全館平均
（①〜④）

第62期（平成22年）

85.1％

83.9％

85.6％

84.9％

62.1％

72.1％

第63期（平成23年）

79.9％

82.7％

81.5％

81.4％

67.6％

68.4％

第64期（平成24年）

72.8％

89.6％

84.4％

82.3％

71.7％

72.2％

（注）上記稼働率は年間24日のメンテナンス日を控除して算出しております。

3. 来館者数
来館者数
うち海外からの来館者数
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第62期（平成22年）

第63期（平成23年）

第64期（平成24年）

105万6千人

115万2千人

101万9千人

1万8千人

8千人

8千人
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学会・イベントレポート

2013年前半も、大阪国際会議場では多彩な催しが行われました。
その中から、いくつかをピックアップしてご紹介します。
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REPORT
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利 用 者の安 全を守るために
消 防 訓 練を実 施しました。

会議室編

施設クローズアップ

先月の6月26日（水）に消防
訓練を実 施 致しました。お客

1 0 名 以 下の利 用から、1 , 0 0 0 名 規 模のコンベンションまで。
ニーズに合わせて、様々なサイズの会 議 室が揃っています。

様の安 全、安心を追求し続け
ている私どもにはこの訓練は
とても大切な事です。そして、

グランキューブ大阪の会議室は特別会議場ほか全25室、いずれもフ

当館には消火器がなんと482

リーアクセスフロア。

グランキューブ大 阪から徒 歩 1 分！
中 之 島 B A N K Sにビアガーデン
「 H O O T E R S 」がお目見え。

それぞれの部屋を組み合わせることで、10人から1,000人規模の会議
やレセプション、展示会まで、開催規模や目的、ご利用人数に合わせて多

フーターズ

様に対応できるのが大きな特徴です。
６カ国同時通訳設備を備えた会議室（500人室）もご用意しており、中

グランキューブ大阪に隣接する中之島BANKSに、この夏、アメリカ

規模の国際会議も開催いただけます。

のカジュアルレストラン「HOOTERS」がビアガーデンをオープン。川沿

インターネット環 境も万 全 。

いの気持ちいいロケーションの中、アメリカンフードやドリンクを楽しみ

全会議室、主催者控室に情報コンセント（3系統）を設置。また、３階イ
ベントホール、大ホール、小ホール、各階ホワイエにおいてもＬＡＮ環境
がご利用いただけます。各発表会場とサーバーを接続し、演題進行など

特別会議場（12F）

のサポートにお役立ていただけます。

した日本画が描かれており、世界のＶＩＰをお迎えして開催される国際会議の場にふさわ

置。館内でインターネットをご利用いただけます。

しいハイグレードな空間を演出しております。

り使い方も大分上手になりました。今回は浸水に備えての土嚢積の訓
練も実施致しました。

館 内の案 内 表 示 設 備が
新しくなりました。

ませんか？チアリーダーをイメージしたフーターズガール達の明るいおも

従 来 のＬＥＤタイプから液

てなしに、きっと元気をもらえるはず。メニューは生ビール（680円）、大

晶タイプになり、表示できる文

人気のチキンウィング（10ピース1300円）、ナチョス・チーズ（880円）な

字の種類も増えました。また、

どバラエティ豊か。

電源制御が可能で従来よりも

見上げれば、最大天井高16.8ｍの開放感あふれるドーム型天井。大阪の祭をモチーフに

また、レストラン・カフェを除く全館にＷｉ−Ｆｉアクセスポイントを設

本もあります！練習の成果もあ

DATA

期間／9月30日まで（雨天中止） 営業時間／16：00〜22：00（土日祝は12：00〜
22：00）※予約は不可※混雑時は2時間制 問い合わせ／平日17：00〜23：00お
よび土日祝☎080-9459-0339・平日10：00〜17：00☎06-6445-5107（コトナ
ウェディングサロン）

省電力なものが 採用されてお
ります。

レストラン
「 グラントック 」 12F

レストラン・ナビ

8 0ｍの高 層から都 会を見 下ろす
ラグジュアリーな天 空のレストラン。
壁一面がガラスになった大きな窓から、大阪の街が一望。そんな最高のロケー
ションに加え、お料理にも大満足できるレストランです。それもそのはず、ここグ
ラントックはお隣のリーガロイヤルホテルの直営店。味もサービスも、一流ホテル

会議室 1001 〜 3（10F）

会議室 1004 〜 7（10F）

会議室 1202（12F）

３室を１室にすることで、シアター形式で1,000人規模の

1室ではシアター形式で約100名の会議に対応できます。

最上階の12階に位置する眺めの良い会議室です。スクー

会議にも対応可能です。天井高7.7ｍのゆったりとした空

4室を1室にすることも可能で、シアター形式で約400名

ル形式で約100名の会議に対応可能です。会議室前には

間で会議が開催いただけます。

の会議にも対応可能です。

屋上庭園が見渡せるロビーがあり、憩いの空間を演出して
おります。

私のお気に入りスポット

メニューの種類は豊富で、洋食ランチから和定食、カレーやパスタ、さらには
ちょっと贅沢なコースメニューまで多彩。中でも人気の「シーフードピラフ」は、本
家リーガロイヤルでも大ヒットした 伝説のピラフ だとか。またプラス315円（税

受 付

前田

弘美

込）でサラダバーが付くので、野菜をたっぷりいただけるのも嬉しいですね。
■メニューの一例

「特別会議場」の天井絵が、
大好きです。
グランキューブ大阪は単なる会議場ではなく、各フロ
アに現代アートが 飾られていたり、ちょっとした
ミュージアム の趣きもあります。中でも私が好きな
のは、12階の特別会議場の天井に描かれた日本画。
いくた

かちょう

生田花朝女さんという地元の画家によるもので、ドー
ム型の天井に大阪の祭り風景が鮮やかな躍動感と
共に表現されています。残念ながら、ふだん誰もが
見学できるわけではないのですが…ご興味がある方
はぜひ、こちらの会議室をご利用ください（笑）
。

7

のクオリティなのです。

シェフのおすすめメニュー
国産豚背肉のジンジャーステーキ 1,785 円
※サラダ、ライスまたはパン、コーヒー
コース料理 3,150 円
※アミューズ、スープ、前菜、メイン、
パン、デザート、コーヒー

洋食ランチ 1,680 円〜
シーフードカレー 1,785 円
シーフードピラフ 1,680 円
もち豚ロースカツ膳 1,785 円
ステーキ御膳 1,890 円 ほか
※価格は全て税込です。

シェフからのメッセージ
リーガロイヤルホテル調理部国際会議場課統括シェフ

小松 浩

月ごとに内容が変わる「シェフのおすすめメニュー」は、8月いっぱい
まで「国産豚背肉のジンジャーステーキ」をご提供しています。国産の
もち豚ロースの柔らかい部分だけを贅沢に使い、ショウガや香味野菜
でスパイシーに味付け。ズッキーニなど夏野菜もたっぷり添えたスタミ
ナメニューです。また、お客様には「パンが美味しい」と喜んでいただい
ています。上質な材料を使い、モッチリと焼き上げたホテルメイドのパ
ンは特に女性に人気です。
PROFILE こまつ ひろし／1990年、リーガロイヤルホテル大阪入社。その後リーガロイヤルグループの様々なレストランの
シェフを務め、2011年に大阪国際会議場の統括シェフに。

▲シーフードピラフ

DATA

▲国産豚背肉のジンジャーステーキ

営業時間／ランチ11：00〜14：00・ディナー17：00〜21：00
※ディナーは前日までの予約制。1名様5,197円〜のコースとなり5名様
より承ります。
座席数／84席 個室／2室（6〜18名様） TEL／06-6441-1485
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ションに加え、お料理にも大満足できるレストランです。それもそのはず、ここグ
ラントックはお隣のリーガロイヤルホテルの直営店。味もサービスも、一流ホテル

会議室 1001 〜 3（10F）

会議室 1004 〜 7（10F）

会議室 1202（12F）

３室を１室にすることで、シアター形式で1,000人規模の

1室ではシアター形式で約100名の会議に対応できます。

最上階の12階に位置する眺めの良い会議室です。スクー

会議にも対応可能です。天井高7.7ｍのゆったりとした空

4室を1室にすることも可能で、シアター形式で約400名

ル形式で約100名の会議に対応可能です。会議室前には

間で会議が開催いただけます。

の会議にも対応可能です。

屋上庭園が見渡せるロビーがあり、憩いの空間を演出して
おります。

私のお気に入りスポット

メニューの種類は豊富で、洋食ランチから和定食、カレーやパスタ、さらには
ちょっと贅沢なコースメニューまで多彩。中でも人気の「シーフードピラフ」は、本
家リーガロイヤルでも大ヒットした 伝説のピラフ だとか。またプラス315円（税

受 付

前田

弘美

込）でサラダバーが付くので、野菜をたっぷりいただけるのも嬉しいですね。
■メニューの一例

「特別会議場」の天井絵が、
大好きです。
グランキューブ大阪は単なる会議場ではなく、各フロ
アに現代アートが 飾られていたり、ちょっとした
ミュージアム の趣きもあります。中でも私が好きな
のは、12階の特別会議場の天井に描かれた日本画。
いくた

かちょう

生田花朝女さんという地元の画家によるもので、ドー
ム型の天井に大阪の祭り風景が鮮やかな躍動感と
共に表現されています。残念ながら、ふだん誰もが
見学できるわけではないのですが…ご興味がある方
はぜひ、こちらの会議室をご利用ください（笑）
。
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のクオリティなのです。

シェフのおすすめメニュー
国産豚背肉のジンジャーステーキ 1,785 円
※サラダ、ライスまたはパン、コーヒー
コース料理 3,150 円
※アミューズ、スープ、前菜、メイン、
パン、デザート、コーヒー

洋食ランチ 1,680 円〜
シーフードカレー 1,785 円
シーフードピラフ 1,680 円
もち豚ロースカツ膳 1,785 円
ステーキ御膳 1,890 円 ほか
※価格は全て税込です。

シェフからのメッセージ
リーガロイヤルホテル調理部国際会議場課統括シェフ

小松 浩

月ごとに内容が変わる「シェフのおすすめメニュー」は、8月いっぱい
まで「国産豚背肉のジンジャーステーキ」をご提供しています。国産の
もち豚ロースの柔らかい部分だけを贅沢に使い、ショウガや香味野菜
でスパイシーに味付け。ズッキーニなど夏野菜もたっぷり添えたスタミ
ナメニューです。また、お客様には「パンが美味しい」と喜んでいただい
ています。上質な材料を使い、モッチリと焼き上げたホテルメイドのパ
ンは特に女性に人気です。
PROFILE こまつ ひろし／1990年、リーガロイヤルホテル大阪入社。その後リーガロイヤルグループの様々なレストランの
シェフを務め、2011年に大阪国際会議場の統括シェフに。

▲シーフードピラフ

DATA

▲国産豚背肉のジンジャーステーキ

営業時間／ランチ11：00〜14：00・ディナー17：00〜21：00
※ディナーは前日までの予約制。1名様5,197円〜のコースとなり5名様
より承ります。
座席数／84席 個室／2室（6〜18名様） TEL／06-6441-1485
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フロアガイド

12F

特別会議場
最 大 天 井 高16.8ｍの 開
放 感あふれるドーム型 天
井。世界のVIPをお迎えす
る国際会議にふさわしい、
ハイグレードな雰囲気と設
備を備えた空間です。

12 F

レストラン

グラントック

会議室
1202

11 F

会議室1203

屋上庭園

会議室

会議室1201

全25室の会議室が揃って
おり、いずれもフリーアクセ
スフロア。部屋を組み合わ
せることで10名から1,000
名規模の会議、
レセプショ
ン、展示会に対応。

ビジネス
センター
同時通訳ブース
会議室1006
会議室1007

10 F

会議室
1009
会議室
1008 会議室1004

同時通訳ブース

9F

会議室1010

株式会社
大阪国際会議場

12（金）〜14（日）

7月
July

3（土）
4（日）
4（日）

3F
2階客席
後部

会議室805
会議室806

会議室804

7F

8F

会議室803

2階客席
前部

会議室802
会議室801

会議室701
会議室502

カフェテリア

キューブサンク

5F
会議室501

23（金）〜24（土）

レストラン

27（火）〜28（水）

7（土）
7（土）〜8（日）

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

カフェキューブ

1F

営業／ 11：00 〜 15：00（Ｌ.Ｏ15：00） TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。

2F

ティールーム

カフェキューブ

プラザステージ 受付
地下駐車場
エレベータ
案内板

電光掲示板

カフェテリア

セルフサービススタイルで、上質な
料理を気軽なお値段で楽しめるカ
フェテリアです。

2F

ティールーム

リーガロイヤル
ホテルへの出入口

9（月）〜10（火）
14（土）

キューブサンク

イベントホール

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。

地下駐車場出口

正面出入口

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
「HOT SPOT」
「Mzone」がご利用いただけます。

営業／ 11：00 〜 19：00（Ｌ.Ｏ18：30）
TEL ／ 06-4803-5561

地下駐車場入口
エレベーター

エスカレーター

AED

お手洗い

身障者用お手洗い

男性用お手洗い

13（火）〜18（日）

21（水）

営業／ 11：00 〜 14：00（Ｌ.Ｏ14：00） TEL ／ 06-6441-1485
※貸切営業の場合もございますので、予めお問い合わせください。
※時間外はご予約にて承ります。

5F

11（日）

20（火）

地上80ｍの最上階から大阪を一望
する最高のロケーション。
メニューは
南欧風の洋食メニューが中心です
が、ランチは和定食もご用意してい
ます。個室も2室（6〜18名様）
あり。

3F

9

August

グラントック

1階客席
後部

同時通訳ブース

8月

Restaurant & Cafe
12F

会議室702

9（金）〜10（土）

イベントホール
柱が1本もない広さ2,600
㎡、高さ9.4ｍの大空間。
レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、
レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

16（火）〜17（水）

21（日）

最大2,754名を収容可能
な大 空 間。国 際 会 議、各
種式典、コンサートまで、可
変ステージによって多彩な
用途に対応する上質の大
規模空間です。

会議室
1002

13（土）

21（日）

メインホール

会議室
1001

イベントカレンダー

35th Annual International Conference of the IEEE Engineering
in Medicine and Biology Society in conjunction with 52nd Annual Conference of
Japanese Society for Medical and Biological Engineering
http://embc2013.embs.org/ 詳細はＨＰ参照

5F

会議室1005
会議室
1003

3（水）〜7（日）

12F・11F・10F・8F・7F・5F

特別会議場

会議室1102
会議室1101

Event Calendar

15（日）

9月

September

19（木）〜20（金）

フォーサム２０１３大阪

http://www.congre.co.jp/fs2013 詳細はＨＰ参照

全国国公立・有名私大相談会２０１３ｉｎ大阪
http://www.52school.com/entry/

無料

※事前申込要

遊助コンサートツアー２０１３「あの・・素敵な時間つくりたいんですケド。」
http://www.yuusuke.jp/ 全席指定 5,800円

一般社団法人日本認知症ケア学会 ２０１３年度関西地域大会

参加費 会員（事前 6,000円、当日 8,000円）、非会員（事前・当日 10,000円）

平成２５年度外国人学生のための進学説明会

http://www.jasso.go.jp/study̲j/info̲guidance̲fair̲13.html 日本語教育機関等に在籍する外国人学生入場無料（予約不要）

Kalafina LIVE TOUR 2013
全席指定 6,300円

Consolation

※未就学児童入場不可

私立小・中・高進学ガイダンス２０１４

進学・受験を考える児童・生徒とその保護者入場無料

※事前申込不要

バレエスーパーガラ 15回記念スペシャル公演
http://mrb.matsudatoshiko.net

SS席 9,500円、S席 9,000円、A席 6,000円（当日券は500円UP）

大阪府吹奏楽コンクール

一般 1,000円、中学生以下 800円

倉木麻衣 MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013
全席指定 6,500円

RE:

※6歳以上有料、5歳以下入場不可

2013 ITAA国際大会 in OSAKA

http://2013itaa.com/jp/ 参加申込受付終了

主要大学説明会２０１３

高校１年生以上、保護者、教員無料

http://daigakujc.jp

アジアン・カルチャー・パフォーマンス〜アジアの高校生たちによるカルチャー・パフォーマンス〜
http://www.jafs.or.jp

一般 1,000円、高校生以下 300円

※事前申込要

三浦大知 DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown全席指定 6,300円

※4歳以上チケット要、3歳以下入場不可

遊助コンサートツアー２０１３「あの・・素敵な時間つくりたいんですケド。」
http://www.yuusuke.jp/ SOLD OUT

公益社団法人

日本麻酔科学会

第５９回関西支部学術集会

http://www.anesth.or.jp/branch/2013/kansai2013/ 一般 参加費 3,000円

ＳＯＵＬ

ＰＯＷＥＲ

全席指定 7,000円

なにわ

ＳＵＭＭＩＴ

２０１３

みんなねっと大阪大会
http://daikaren.org/

家族・当事者・支援者 参加費 3,000円（当事者 500円、学生 1,000円）

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団

２０１３年日本公演

全席指定 S席 8,000円、A席 7,000円、B席 6,000円

※未就学児童入場不可

第８１回大阪透析研究会

http://plaza.umin.ac.jp/odm/ 参加費 2,000円

第４４回日本看護学会−看護管理−学術集会
http://www.nurse.or.jp/ 詳細はＨＰ参照

22（日）〜23（月・祝） 第４６回日本薬剤師会学術大会

http://jpa46.umin.jp/ 事前登録 9,000円（学生2,000円）、当日参加 10,000円（学生2,000円）

23（月・祝）〜25（水） 17th International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid
http://rgsv.net/ischs17/01.html 参加費 20,000円

26（木）〜27（金）
28（土）〜29（日）
29（日）

The 20th Annual Meeting of The Japanese Society for the Research of Hepatic Cells
http://hepato20.umin.jp/ 参加費 5,000円

第１９回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

http://jspd19.jp/ 参加費（抄録代含む）正会員、施設会員 10,000円、非会員（その他） 12,000円

第６回宝酒造杯クラス別チャンピオン戦

http://www.takarashuzo.co.jp/takarashuzocup

大阪大会

20歳以上の方

有段者 3,500円、級位者 2,500円

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。
女性用お手洗い
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最 大 天 井 高16.8ｍの 開
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備を備えた空間です。
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会議室
1202

11 F
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全25室の会議室が揃って
おり、いずれもフリーアクセ
スフロア。部屋を組み合わ
せることで10名から1,000
名規模の会議、
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ン、展示会に対応。

ビジネス
センター
同時通訳ブース
会議室1006
会議室1007

10 F

会議室
1009
会議室
1008 会議室1004

同時通訳ブース

9F

会議室1010

株式会社
大阪国際会議場

12（金）〜14（日）

7月
July

3（土）
4（日）
4（日）

3F
2階客席
後部

会議室805
会議室806

会議室804

7F

8F

会議室803

2階客席
前部

会議室802
会議室801

会議室701
会議室502

カフェテリア

キューブサンク

5F
会議室501

23（金）〜24（土）

レストラン

27（火）〜28（水）

7（土）
7（土）〜8（日）

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
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営業／ 11：00 〜 15：00（Ｌ.Ｏ15：00） TEL ／ 06-4803-5563
※催事の状況により、営業時間を延長する場合もあります。
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地下駐車場
エレベータ
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セルフサービススタイルで、上質な
料理を気軽なお値段で楽しめるカ
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ホテルへの出入口
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14（土）

キューブサンク

イベントホール

モダンなインテリアの中でくつろぎの
ひとときを。喫茶メニューを中心に、
カレーやサンドイッチなどの軽食もご
用意しています。

地下駐車場出口

正面出入口

※高速ワイヤレスインターネット「フレッツスポット」
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地上80ｍの最上階から大阪を一望
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が、ランチは和定食もご用意してい
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㎡、高さ9.4ｍの大空間。
レ
イアウトも演出も思いのま
ま、各種展示会やイベント、
会議、
レセプションに。規模
に応じて分割も可能です。

16（火）〜17（水）

21（日）

最大2,754名を収容可能
な大 空 間。国 際 会 議、各
種式典、コンサートまで、可
変ステージによって多彩な
用途に対応する上質の大
規模空間です。
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35th Annual International Conference of the IEEE Engineering
in Medicine and Biology Society in conjunction with 52nd Annual Conference of
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参加費 会員（事前 6,000円、当日 8,000円）、非会員（事前・当日 10,000円）
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http://www.jasso.go.jp/study̲j/info̲guidance̲fair̲13.html 日本語教育機関等に在籍する外国人学生入場無料（予約不要）
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一般 1,000円、中学生以下 800円

倉木麻衣 MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013
全席指定 6,500円

RE:

※6歳以上有料、5歳以下入場不可

2013 ITAA国際大会 in OSAKA

http://2013itaa.com/jp/ 参加申込受付終了

主要大学説明会２０１３

高校１年生以上、保護者、教員無料

http://daigakujc.jp

アジアン・カルチャー・パフォーマンス〜アジアの高校生たちによるカルチャー・パフォーマンス〜
http://www.jafs.or.jp

一般 1,000円、高校生以下 300円

※事前申込要

三浦大知 DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown全席指定 6,300円

※4歳以上チケット要、3歳以下入場不可

遊助コンサートツアー２０１３「あの・・素敵な時間つくりたいんですケド。」
http://www.yuusuke.jp/ SOLD OUT

公益社団法人

日本麻酔科学会

第５９回関西支部学術集会

http://www.anesth.or.jp/branch/2013/kansai2013/ 一般 参加費 3,000円

ＳＯＵＬ

ＰＯＷＥＲ

全席指定 7,000円

なにわ

ＳＵＭＭＩＴ

２０１３

みんなねっと大阪大会
http://daikaren.org/

家族・当事者・支援者 参加費 3,000円（当事者 500円、学生 1,000円）

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団

２０１３年日本公演

全席指定 S席 8,000円、A席 7,000円、B席 6,000円

※未就学児童入場不可

第８１回大阪透析研究会

http://plaza.umin.ac.jp/odm/ 参加費 2,000円

第４４回日本看護学会−看護管理−学術集会
http://www.nurse.or.jp/ 詳細はＨＰ参照

22（日）〜23（月・祝） 第４６回日本薬剤師会学術大会

http://jpa46.umin.jp/ 事前登録 9,000円（学生2,000円）、当日参加 10,000円（学生2,000円）

23（月・祝）〜25（水） 17th International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid
http://rgsv.net/ischs17/01.html 参加費 20,000円

26（木）〜27（金）
28（土）〜29（日）
29（日）

The 20th Annual Meeting of The Japanese Society for the Research of Hepatic Cells
http://hepato20.umin.jp/ 参加費 5,000円

第１９回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

http://jspd19.jp/ 参加費（抄録代含む）正会員、施設会員 10,000円、非会員（その他） 12,000円

第６回宝酒造杯クラス別チャンピオン戦

http://www.takarashuzo.co.jp/takarashuzocup

大阪大会

20歳以上の方

有段者 3,500円、級位者 2,500円

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。
女性用お手洗い
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グ ラ ン
キューブ
便
り

表紙のグランキューブ
ンティークなデザインの街灯に映った、グランキューブ大阪の壁
面。レトロとハイテクがさり気なく融合した、表紙写真です。歴史

ある古い街並みと、現代の都市プロジェクトが調和する…そんな中之島エ
リアのコンセプトが見事に表現されています。
ところでこのノスタルジックな街灯は、グランキューブ大阪のすぐ北西に
ある「堂島大橋」の欄干に並んでいるもの。手前から数えてちょうど5つ目

Vol. 5

の街灯が、撮影スポットです。堂

2013 春・夏号

島大橋は1927年に完成したとい

Spring&Summer

う、まさに「大大阪時代」の遺 産
ともいえる橋。両岸から張り出す
石 積みの 橋 台は、広場 のような
空間のあるアーチで、なかなかに
重厚な趣きです。水運が盛んだっ
た時代の名残りで、桁下がすっき
りするようデザインされた「非タ
イド下路アーチ橋」というスタイ
ルですが、日本に現存するのはこ
こだけ。一度ゆっくり、ご覧になっ
写真

てみませんか。

岡タカシ

特 集

編集後記
先日、大阪についてもっと知識を身につけ、少しでも話のタネを増や

と育成されていると思いました。

そうという思いで「大阪検定」を受験しました。テキストを片手に学ぶ中

今号は、春夏合併号というかたちで、表紙や記事企画をリニューアル

で、大阪の歴史や文化の豊饒さをあらためて実感。普段の中之島の風景

して発行させていただきました。皆さまと大阪国際会議場（グランキュー

も違ったものに見え始めました。また試験当日、会場を出ると受験者達

ブ大阪）を結び、その魅力を発信できる広報誌を目指して…大阪検定で

の間では「あの問題の川の名前はどう答えた？」
「あー間違えたぁ」と

学んだ（？）知識を持って、今後も紙面に工夫を加えて参りたいと考えて

いった会話が交わされており、その熱心さにびっくり。単に大阪弁をしゃ

おります。そのために皆さまの忌憚のないご意見を、お寄せいただけれ

べるだけでない、確かな知識に裏打ちされた これからの大阪人 が着々

ば幸いです。
（Ｍ）

〈バス〉
JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営バス
（53系統 船津橋行）
または
（55系統 鶴町四行）
で約15分、
「堂島大橋」バス停下車すぐ
シャトルバスが、
「リーガロイヤルホテル」
とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、
ご利用いただけます
（定員28名）
中之島ループバス
「ふらら」
で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」
（4番出口・住友ビル前）
から約15分
大阪国際会議場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3-51 TEL.06-4803-5555（代）
●編集･発行/株式会社大阪国際会議場 ●発行日/2013年7月25日 ●http://www.gco.co.jp/

グランキューブ便りは、地球にやさしい広報誌。
この印刷物は環境に配慮した植物油インクを使用しています。

Nakanoshimap Trip

ナカノシマップ・トリップ

レトロ建築に
出合う中之島さんぽ。
学会・イベントレポート
グランキューブ情報局
フロアガイド／イベントカレンダー

大阪府立大教授 橋爪 紳也 氏

〈電車〉
京阪電車中之島線「中之島
（大阪国際会議場）
駅」
（2番出口）
すぐ
JR大阪環状線「福島駅」
から徒歩約10分
JR東西線「新福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
阪神本線「福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」
（中央線1号出口・千日前線9号出口）
から徒歩約10分

大阪は古き良き時代と︑
新しい感性がしっくりと
調和するユニークな都市︒

大阪発見

