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エア・ドゥ、２号機機内に広告を掲出 

～ 道内２１２市町村をＰＲ ～ 

 

 

 
 北海道国際航空株式会社（エア・ドゥ、代表取締役社長 石子 彭培）は９月１３日（木）、弊社

２号機（ＪＡ０１ＨＤ）の機内座席のテーブルに、下記の通り北海道内２１２市町村のＰＲ写真を

掲出いたします。 

 これによりまして、豊かな自然をモチーフにした機体広告と共に、機内にて北海道の美しい景色

をあわせてＰＲしてまいります。 

 なお、機内では掲出いたします写真のご案内ができますよう、冊子を用意いたします。 

 

 

－ 記 － 

 

１． 日  時 ： 平成１３年９月１３日（木）より。 

 

２． 場  所 ： 弊社２号機（ＪＡ０１ＨＤ）機内の座席テーブル 

掲出座席については別紙をご参照ください。 

 

３．大きさ：   縦１４ｃｍ×横１２ｃｍ 

 

３． その他：   １ヶ所につき２面。 

北海道内の風景写真２種類に加え、北海道内２１２市町村（２１２種類）の 

ＰＲとなる写真を掲出いたします。 

機内に写真の解説用冊子を搭載いたします。 

 

 

以上 

 

 

 

 



別紙

列 A左 A右 C左 C右 D左 D右 E左 E右 H左 H右 J左 J右 L左 L右 列
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

ビデオモニター ビデオモニター

14 14
15 愛別 赤井川 赤平 阿寒 朝日 旭川 芦別 厚沢部 足寄 厚岸 厚田 厚真 網走 虻田 15
16 生田原 池田 石狩 今金 岩内 岩見沢 歌志内 歌登 浦河 浦臼 浦幌 江差 雨竜 枝幸 16
17 恵山 恵庭 江別 えりも 遠軽 遠別 17
18 ビデオモニター 大地・Ｙ 追分 雄武 大滝 大地・Ｙ 大野 ビデオモニター 18
19 大地・Ｂ 奥尻 大地・Ｙ 置戸 大地・Ｂ 興部 19
20 大地・Ｙ 長万部 大地・Ｂ 小樽 大地・Ｙ 音威子府 20
21 大地・Ｂ 音更 大地・Ｙ 乙部 大地・Ｂ 音別 大地・Ｙ 帯広 大地・Ｂ 小平 大地・Ｙ 上磯 大地・Ｂ 上川 21
22 大地・Ｙ 上士幌 大地・Ｂ 上砂川 大地・Ｙ 上ノ国 大地・Ｂ 上富良野 大地・Ｙ 神恵内 大地・Ｂ 上湧別 大地・Ｙ 木古内 22
23 大地・Ｂ 北広島 大地・Ｙ 北檜山 大地・Ｂ 北見 大地・Ｙ 北村 大地・Ｂ 喜茂別 大地・Ｙ 京極 大地・Ｂ 共和 23
24 大地・Ｙ 清里 大地・Ｂ 倶知安 大地・Ｙ 熊石 大地・Ｂ 黒松内 大地・Ｙ 栗沢 大地・Ｂ 栗山 大地・Ｙ 訓子府 24

25 25

26 26
27 大地・Ｂ 釧路 大地・Ｙ 剣淵 大地・Ｂ 釧路町 大地・Ｙ 小清水 大地・Ｂ 札幌 大地・Ｙ 様似 大地・Ｂ 更別 27
28 大地・Ｙ 猿払 大地・Ｂ 砂原 大地・Ｙ 佐呂間 大地・Ｂ 鹿部 大地・Ｙ 鹿追 大地・Ｂ 静内 大地・Ｙ 士別 28
30 大地・Ｂ 士幌 大地・Ｙ 標津 大地・Ｂ 標茶 大地・Ｙ 島牧 大地・Ｂ 清水 大地・Ｙ 占冠 大地・Ｂ 下川 30
31 大地・Ｂ 積丹 大地・Ｙ 初山別 大地・Ｂ 斜里 大地・Ｙ 白滝 大地・Ｂ 白糠 大地・Ｙ 白老 大地・Ｂ 知内 31
32 大地・Ｙ 新得 大地・Ｂ 新篠津 大地・Ｙ 新十津川 大地・Ｂ 寿都 大地・Ｙ 瀬棚 大地・Ｂ 砂川 大地・Ｙ 壮瞥 32
33 大地・Ｂ 大樹 大地・Ｙ 鷹栖 大地・Ｂ 大成 大地・Ｙ 滝川 大地・Ｂ 伊達 大地・Ｙ 滝上 大地・Ｂ 端野 33
34 大地・Ｙ 千歳 大地・Ｂ 秩父別 大地・Ｙ 忠類 大地・Ｂ 月形 大地・Ｙ 津別 大地・Ｂ 鶴居 大地・Ｙ 天塩 34
35 大地・Ｂ 弟子屈 大地・Ｙ 戸井 大地・Ｂ 当別 大地・Ｙ 当麻 大地・Ｂ 洞爺 大地・Ｙ 椴法華 大地・Ｂ 常呂 35
36 大地・Ｙ 苫小牧 大地・Ｂ 苫前 大地・Ｙ 泊 大地・Ｂ 豊頃 大地・Ｙ 豊浦 大地・Ｂ 豊富 大地・Ｙ 奈井江 36
37 大地・Ｂ 中川 大地・Ｙ 中札内 大地・Ｂ 中標津 大地・Ｙ 中頓別 大地・Ｂ 中富良野 大地・Ｙ 長沼 大地・Ｂ 七飯 37
38 大地・Ｙ 名寄 大地・Ｂ 南幌 大地・Ｙ 新冠 大地・Ｂ 仁木 大地・Ｙ 西興部 大地・Ｂ ニセコ 大地・Ｙ 沼田 38
39 大地・Ｙ 根室 大地・Ｂ 登別 大地・Ｙ 函館 大地・Ｂ 浜頓別 大地・Ｙ 羽幌 大地・Ｂ 浜益 大地・Ｙ 早来 39
40 大地・Ｂ 浜中 大地・Ｙ 美瑛 大地・Ｂ 東神楽 大地・Ｙ 東川 大地・Ｂ 東藻琴 大地・Ｙ 日高 大地・Ｂ 美唄 40
41 大地・Ｙ 比布 大地・Ｂ 美深 大地・Ｙ 美幌 大地・Ｂ 平取 大地・Ｙ 広尾 大地・Ｂ 風連 大地・Ｙ 福島 41
42 大地・Ｂ 深川 大地・Ｙ 富良野 大地・Ｂ 古平 大地・Ｙ 別海 大地・Ｂ 北竜 大地・Ｙ 穂別 大地・Ｂ 幌加内 42
43 大地・Ｙ 幌延 大地・Ｂ 本別 大地・Ｙ 幕別 大地・Ｂ 増毛 大地・Ｙ 真狩 大地・Ｂ 丸瀬布 大地・Ｙ 松前 43
44 大地・Ｂ 三笠 大地・Ｙ 三石 大地・Ｂ 南茅部 大地・Ｙ 南富良野 大地・Ｂ 鵡川 大地・Ｙ 室蘭 大地・Ｂ 女満別 44
45 大地・Ｙ 芽室 大地・Ｂ 妹背牛 大地・Ｙ 森 大地・Ｂ 紋別 大地・Ｙ 八雲 大地・Ｂ 門別 大地・Ｙ 夕張 45
46 大地・Ｂ 由仁 大地・Ｙ 湧別 大地・Ｂ 余市 大地・Ｙ 羅臼 大地・Ｂ 蘭越 大地・Ｙ 陸別 大地・Ｂ 利尻 46
47 大地・Ｙ 利尻富士 大地・Ｂ 留寿都 大地・Ｙ 留辺蕊 大地・Ｂ 留萌 大地・Ｙ 稚内 大地・Ｂ 礼文 大地・Ｙ 和寒 47
48 大地・Ｂ 大地・Ｙ 大地・Ｙ 大地・Ｂ 大地・Ｂ 大地・Ｙ 大地・Ｙ 大地・Ｂ 大地・Ｂ 大地・Ｙ 大地・Ｙ 大地・Ｂ 大地・Ｂ 大地・Ｙ 48

ビデオモニター

ビデオモニター

2号機・座席テーブル一覧 この表は「お座りいただいた際に見ることが出来る市町村名」を表しています。
たとえば15Aの座席にお座りいただくと「向かって左に愛別、右に赤井川」を見ることができます。
なお実際のシールは14Aの座席の後ろに貼ってあることになります。

2001年9月
AIR DO北海道国際航空

「大地・Ｂ」「大地・Ｙ」は、それぞれ北海道イメージアップキャンペーンの「試される大地」の2種のシール（ブルーを基調としたも
の、イエローを基調としたもの）を表しています。


