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明治 33 年建築・神戸 北野町の一般非公開異人館「レイン邸」
正統派フレンチレストランとして、３月 20 日一般利用スタート
～本物志向の大人に向けたサービスで、かつて訪れた北野町界隈への再訪機会を提供～
婚礼事業のコンサルティング・運営のバリューマネジメント株式会社（本社：大阪市北区 代表
取締役：他力野 淳）は、昨年12月に一般非公開の異人館・レイン邸（神戸市中央区）の運営権を
取得しました。これにより、本年1月より邸宅式婚礼会場「北野迎賓館」としての営業を継承すると
共に、3月20日より新たに正統派フレンチレストランとして一般利用をスタートします。かつて
北野町を訪れた本物志向の大人が好む上質なサービスを新たに展開することで、思い出の町へ再
来する機会を提供します。さらには今も美しい景観と異人館を維持する、神戸の町や市民にとっ
て大切な北野町界隈の地域活性化への貢献を目指します。

「重要伝統的建造物群保存地区」北野町界隈
神戸の北野町界隈には明治から昭和初期にかけ、急増した来日外国人向けの住宅として200以上
の洋館が建てられましたが、現在はレイン邸を含む約40棟のみとなりました。日本の高度経済成
長期には、西洋と日本の文化が混ざり合う、エキゾチックな街並みが若者を中心に人気を集め、
NHK朝の連ドラの舞台となるなど一世を風靡。昭和55年4月には国の「重要伝統的建造物群保存地区」
にも選定されました。しかし近年、神戸ではシーサイドに新しいスポットが次々とオープンし、神戸
市発表の観光入込客数の推移からも、山の手にある北野町界隈に客足が増えていないことが見てとれ
ます。（参考資料参照）
優雅・絢爛がコンセプトの大人向け正統派フレンチ
新しくスタートするレストランは、優雅・絢爛をコンセプトに伝統的建造物「レイン邸」に相応
しい正統派フレンチを提供。世界的レストランガイド『ザガットサーベイ*』で神戸エリア料理部門4
年連続1位に導いた経験のある石井之悠シェフなどの一流料理人が、美しくシンプルな盛り付け、食感、
色彩の対比を追求した料理を提供します。
若い頃にデートなどで北野町を利用した大人の男女に、再び北野町に訪れたいと思ってもらえるよう
な本物の味や上質なサービスを目指し、北野町ブーム再来の呼び水になればと思います。また、まず
は婚礼の前取り撮影場所として隣接する北野天満神社に協力を仰ぐなど、今後街でのつながりを構築
し、街全体で地域活性化に取り組めればと考えています。
本件に関するメディアからのお問い合わせ先
バリューマネジメント株式会社
担当：企画部
京都オフィス 〒600-8014 京都府京都市下京区木屋町仏光寺下ル和泉屋町 164
TEL: 075-354-7021 e-mail: media@vmc.co.jp
北野迎賓館

HP: http://www.kitanorein.com/wedding/

バリューマネジメント HP：http://www.vmc.co.jp/
* 『ミシュラン』と並ぶ2 大レストランガイド

参考資料
邸宅レストラン・レイン邸
■所在地
■営業時間
■MENU

概要

神戸市中央区北野町 2-12-12
11:30～14:00（L.O.）17:30～21:00（L.O.）定休日：火曜日

◆ランチ 3800 円（税サ別）

◆ディナー

・アミューズ
・オードブル 2 種類からのチョイス
・スープ
・メイン
お魚 1 種類 お肉料理 3 種類からのチョイス
・デザート 5 種類からのチョイス
・コーヒー プチフール
（5500 円のフルコースもご用意しています）

・アミューズ
・前菜
・スープ
・魚料理 又は お肉料理 合計 3 種類からのチョイス
・デザート（5 種類からチョイス）
・コーヒー プチフール
（9000 円、12000 円のフルコースもご用意しています）

■客席
4 席×12 テーブル
■ご予約、お問い合わせ先

6000 円（税サ別）

0120-060-652

■シェフ
エグゼクティブシェフ 中山 邦員
渡仏 10 年、「マキシム」「コンコルドホテル」「トロワグロ」などの三ツ星レストランで修行を積む。その間「フ
ランス国内料理コンクール」優勝など数々の受賞歴を誇り、ひまわりを象ったオードブル「海の幸のジュレ～ひ
まわり～」で「パリ市長賞金賞」を受賞。帰国後、神戸にてフレンチレストラン「TuTu」をオープンし、現在、
バリューマネジメント株式会社のエグゼクティブシェフを務める。
■グランシェフ 石井 之悠
スイスのグランメゾンで活躍し、帰国後神戸で「ラ・ピエール・ジパング」をオープン（『ミシュラン』と並ぶ 2
大レストランガイド、
『ザガットサーベイ』で神戸エリア料理部門 4 年連続 1 位を獲得）。現在、
「FUNATSURU KYOTO
KAMOGAWARESORT」「ザ・ヒルサイド六甲山ノ手」「リバースイート大阪」「BRIDES HOUSE」「神戸北野迎賓
館 VICTORIAN HOUSEREINTEI」のグランシェフを務めるなど幅広く活躍中。

■レイン邸
レイン邸は 1900 年（明治 33 年）、神戸に居留した外国人のために建てられました。北野に異人館が建ち始めた
のは明治 20 年頃なので、現存する異人館としては比較的初期のものです。八角形のオペラシートに象徴されるヴ
ィクトリアン様式の洋館ですが、屋根瓦など日本伝統の建築技術が随所に採用されているため、どこか懐かしい
オリエンタルな薫りも漂います。
■神戸市発表の観光入込客数の推移
（単位万人）
平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
前年比
6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
都市
市街地
831 243 616 718 810 866 836 819 945 919 1061 1066 1259 1153 1216 1249 1 0 2 .7 %
観光群 うち北野 166
41 112 116 157 161 160 153 151 145 161 138 158 161 160 149
9 3 .1 %
神戸港
217
56 127 146 159 154 152 146 153 162 154 146 143 174 146 190
130.1%

神戸市ホームページより抜粋 http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/sightseeing/data/index.html
■バリューマネジメントについて
人生において大切な節目であり、家族の絆を見つめ直す結婚式の企画、運営、婚礼式場の経営、店舗開発のコン
サルティング、人材開発コンサルティングなどを手がけています。「マネジメント」「オペレーション」に特化
し、モノやサービスの本来持つ価値を最大化させるプロフェッショナルオペレーター集団として、「顧客満足度」
「従業員満足度」「パートナー満足度」を念頭に、社会や組織、関わるすべての人々に対し、幸福をもたらすこ
とを企業理念としています。
婚礼事業では、未来に残していくべき歴史的建築物を婚礼会場として再生させることで、地域資源である文化財
の修復及び存続、そして結果的に地域の活性化にも繋げたいと考えています。また、日本の良き文化としての結
婚式を次世代に継承するため、一般的なサービス業の観点からは不合理とも言える古き慣習が残る婚礼サービス
の変革に取り組み、結婚披露宴実施率の向上を目指しています。
■創業の地、神戸への思い
当社は 2005 年に神戸でスタートしました。創業の地、そしてウエディングの聖地である神戸への思い入れは強く、
地域貢献に値する事業を目指し、現在「北野迎賓館」の他、須磨の「神戸迎賓館」、
「ザ・ヒルサイド六甲山ノ手」、
神戸市立フルーツフラワーパークの活性化プロジェクト「ブライズハウス」計 4 か所の運営に力を注いでおりま
す。
■会社概要
社名

バリューマネジメント株式会社

本社

大阪市北区梅田 2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F

資本金

3,000 万

代表者

他力野 淳

社員数

160 名

設立

2005 年 2 月

事業内容

・婚礼事業のコンサルティング及び企画、運営、請負
・婚礼会場の経営
・店舗開発に関する調査、企画、設計及び監理
・戦略コンサルティング
・人材育成及び職業能力開発のための教育事業並びに社員教育の受託

運営会場

・東山を一望する 140 年の歴史ある元老舗料亭「鮒鶴京都鴨川リゾート」
・静かな森に立つ、大正建築の邸宅を改装したゲストハウス「京都東山アカガネリゾート」
・世界的建築家 安藤忠雄のデザイナーズゲストハウス「ザ・ヒルサイド六甲山ノ手」
・3000 坪の敷地に佇む文化財指定迎賓館「神戸迎賓館」
・オランダ国立美術館を模したゲストハウス「ブライズハウス」
・ウォーターフロントのリゾートゲストハウス「リバースイート大阪」
・びわ湖畔のリゾートホテルウエディング「ロイヤルオークホテル」
・歴史と由緒に彩られた本格フレンチレストラン「銀座マキシム・ド・パリ」
・伝統的建造物認定の白亜の洋館の文化財指定迎賓館「神戸北野迎賓館」

