【広報資料】

2009 年 7 月 30 日
北海道国際航空株式会社

機内オーディオサービスを４チャンネルに拡大し、
より楽しい空の旅をご提供します
～お客様のご要望に応え、チャンネル内容もリニューアル～

北海道国際航空株式会社（本社：札幌市、代表取締役社長：淡路 均、以下：エア・ドゥ）は、2009 年
8 月 1 日より、機内オーディオサービスをリニューアルいたします。
チャンネル数をこれまでの 2 チャンネルから 4 チャンネルに拡大するとともに、エア・ドゥでは初となる
「スポンサー提供チャンネル」を新設します。また、従来にないジャンルとして「癒しをテーマとしたチャ
ンネル」および「キッズ向けチャンネル」をあわせて新設し、これまで以上に、より幅広い層の方が楽し
める空の旅をご提供いたします。
記
1.チャンネル内容
チャンネル名称

内容

ROYCE’Sweet Bitter Music – AIR DO Special
※新設チャンネル

エア・ドゥでは初となるスポンサー提供チャンネル。
初回のスポンサーに、株式会社ロイズコンフェクト（本
社：札幌市）を迎え、同社の CM と 60～70’年代中心の
懐かしい洋楽ポップスで構成します。FM 世田谷、FM ノ
ースウェーブ等で現在放送されている番組のエア・ド
ゥ・スペシャルプログラムを実施します。

くりっぱ presents
※新設チャンネル

自然が生み出す四季折々の贈り物をテーマに、癒し
の空をご提供いたします。北海道テレビ放送のアナウ
ンサーを経てフリーで活躍する、くりっぱ（栗葉貴代子）
さんがパーソナリティを務めます。

癒しの空

宮崎駿アニメの主題歌とテーマ曲をヨーロッパの街
頭手回しオルガン「ストリートオルガン」やピアノ、ハー
プの音色で奏でます。お子様から大人まで幅広くお楽
しみいただけます。夏限定として 9 月 30 日まで実施し
ます。

【夏限定】
キッズ・サマー・スペシャル
※新設チャンネル

Scene from Hokkaido

～北の空より～

北海道出身のアーティストや北海道にゆかりのある
曲を中心に懐メロから最新曲まで幅広くご提供します。
北海道の演劇ユニット「TEAM NACS」の音尾琢真さん
がパーソナリティを務めます。

※詳細なプログラム内容は別紙参照願います。

2. リニューアル開始日
2009 年 8 月 1 日より
※新設チャンネルのうち「癒しの空」は 7 月 1 日より実施
＜本件に関する問い合わせ先＞
総務部 TEL：011-252-5533
北海道国際航空株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 2 丁目９ オーク札幌ビル 8Ｆ

ご予約.0120-057-333

TEL.011-252-5533

FAX.011-252-5580
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60分プログラム

さんぽ

〜
「となりのトトロ」より

晴れた日に…

〜
「魔女の宅急便」より

やさしさに包まれたなら

崖の上のポニョ

いつも何時でも

〜
「千と千尋の神隠し」より

君をのせて

〜
「天空の城ラピュタ」より

となりのトトロ

『ストリートオルガンが
奏でる宮崎 駿の世界』

〜
「となりのトトロ」より

海の見える街

くりっぱ（栗葉貴代子）

旭 川 市 出 身。 演 劇 ユ ニット「TEAM
NACS」
に所属、役者としての道を歩み始
める。北海道のテレビ、ラジオで大活躍
中。CMナレーション出演も数多く、キャ
ラクター性に富んだナレーションが好評。

上砂川町出身。北海道テレビ放送のアナ
ウンサーを経て、フリーとなり司会業、ナ
レーターとして活躍中。ＦＭコミュニテ
ィ放送「さっぽろ村ラジオ」でジャンボと
クリッパの
「ジャンクリ珍道中」
OA中。

[オープニング]

Take My Breath Away～愛は吐息のように

作曲：さだまさし（ユーキャン）

渚の誓い／
Making Love Out of Nothing at All

もののけ姫

エア・サプライ （BMG JAPAN）

カントリー・ロード

〜
「耳をすませば」より

『リラクシング・ピアノ
〜宮崎 駿コレクション』

風の谷のナウシカ

〜
「風の谷のナウシカ」より

鳥の人～エンディング

From Russia With Love
～ロシアより愛をこめて

All Time High

アドリアの海へ

リタ・クーリッジ（ユニバーサル インターナショナル）

〜
「紅の豚」より

『リラクシング・ハープ
〜宮崎 駿コレクション』

提供：
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以下のうち作動時に電波を発信する状態にあるもの ※1

Scarborough Fair

● 携帯電話

● ワイヤレスマイク

● 電子ゲーム機

● PHS

※2

● 電池内蔵ICタグ

● 無線通信機能付歩数計

●トランシーバー

● 携帯情報端末

● 無線通信機能付心拍測定計

● 無線操縦玩具

● ワイヤレスの

● 無線通信機能付腕時計

● ワイヤレスヘッドホン
● ワイヤレスイヤホン

パーソナルコンピューター
周辺機器

● 無線式キー

サラ・ブライトマン（EMIミュージック・ジャパン）

港函館

Fotografia

小野リサ（エイベックス）

このせかいに

村岸カンナ （ユニバーサル ミュージック）

花 / 草原

ジョージ・ウィンストン（BMG JAPAN）

Asience-fast piano

坂本龍一（ワーナーミュージック・ジャパン）

［PICK UP道産子ミュージック 2
 009夏のミュージックイベント ］

ポロシャツの頃

放課後の音楽室

GONTITI（エピックレコードジャパン）

2

駐機中・地上走行中・離着陸時に使用できない機器

Restrictions

●上記機器のうち作動時に電波を発信しない状態
（設定）
にあるもの

※3

●テレビ

●デジタルカメラ

● 電子辞書

●ラジオ

●デジタルオーディオ機器

● 愛玩用おもちゃ

故郷

●ポケットベル

● 有線かつ電池式ヘッ
ドホン

You Raise Me Up

● GPS 受信機

● 有線かつ電池式イヤホン

●ビデオカメラ

●ワードプロセッサー

●ビデオプレーヤー

●パーソナルコンピューター

● DVDプレーヤー

● 電子手帳

夏空蝶～ early in summer ～

南こうせつ （日本クラウン）

Nite Sky ー寄り添うふたつの星ー

谷本光（Dream star）

ネイティブダンサー

Jack s Time

WAO!

ケルティック・ウーマン（EMIミュージック・ジャパン）

●プリンター
● 充電器

電子ペット（音声または接触に感応して
スピーカー及びモニターが作動するものに限る。
）

［日本初のラーメン！ 南京そば］

俺は待ってるぜ

石原裕次郎（テイチクエンタテインメント）

ボヘミアン ひのき屋（ヒトココチ）

ご不明な点などございましたら、お気軽に客室乗務員までお知らせください。

q

常時使用できない機器

青い影／ A Whiter Shade Of Pale

北島三郎（日本クラウン）

B767-300 タイプ②

r

チェン・ミン（EMIミュージック・ジャパン）
サラ・ブライトマン（EMIミュージック・ジャパン）

エルヴィス・プレスリー（BMG JAPAN）

B767-300 タイプ①

w

［祝・開港150年、函館港］

［エンディング］

Can’
t Help Falling In Love
～好きにならずにいられない

座席スイッチの使い方

q

福原美穂（ソニー ･ミュージックレコーズ）

UNICORN （キューンレコード）

シャーリー・バッシー（EMIミュージック・ジャパン）

〜
「ハウルの動く城」より

feel the moon

HANABI SKY

サカナクション （ビクターエンタテインメント）

Gold Finger

人生のメリーゴーランド

コルビー・キャレイ（ユニバーサル インターナショナル）

冨田ラボ（rhythm zone）

木原健太郎 with Very Merry Orchestra （SORA RECORDS）

［Play For Bitter Side］

マット・モンロー （EMIミュージック・ジャパン）

〜
「風の谷のナウシカ」より

Bubbly

I am xxx

マイケル・ジャクソン （ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

〜
「もののけ姫」より

ヘイリー（ユニバーサル クラシックス＆ジャズ）

Etoile feat. KIRINJI

GLAY （EMIミュージック・ジャパン）

Billie Jean

ふたたび

〜
「千と千尋の神隠し」より

Amazing Grace

都会のテーマ

う〜み（ベルウッド・レコード）

Star Wars Theme ～スター・ウォーズのテーマ

1
Restrictions

Open Arms

ミーコ （ユニバーサル インターナショナル）

通信用の電波を発する携帯電話などの電子機器類の使用は航空法で禁止されて
います。必ず主電源を切ってからご搭乗ください。
航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通省が告
示で定めた電子機器は下のとおりです。

Restrictions

パーソナリティー ＞＞ くりっぱ

東京都出身。日本テレビ系列「NEWS ZERO」
、ディズニー映
画予告をはじめ、CM・プラネタリウム等のナレーションやラ
ジオパーソナリティ、俳優など幅広く活躍中。パーソナリティ
を務める「ROYCE' Sweet Bitter Music」は、FM NORTH
WAVE、FM世田谷で絶賛OA中。

［Play For Another Side 80's］

〜
「魔女の宅急便」より

パーソナリティー ＞＞ 音尾琢真
おとお たくま

［Back to 60's & 70's］

〜
「となりのトトロ」より

癒しの空

CH

音尾琢真

（全曲：BMG JAPAN）

風のとおり道

～北の空より～

機内での電子機器の使用制限について

くりっぱ presents

わた なべ か つ み

Lonely Boy
Crazy Love
Puppy Love
Diana
The Longest Day 〜史上最大の作戦〜

〜
「崖の上のポニョ」より

9

安全情報

60分プログラム

渡辺克己

［Play For Sweet Side］〜ポール・アンカ特集〜

〜
「ハウルの動く城」より

CH

パーソナリティー ＞＞ 渡辺克己

ベルリン（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

世界の約束

8 from Hokkaido
Scene

Sweet Bitter Music
━ AIR DO Special

ジャーニー（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

〜
「魔女の宅急便」より

60分プログラム

ROYCE’

CH

特別企画

感動を呼ぶ名作の数々……、宮崎 駿アニメの主題歌＆テーマ
曲をヨーロッパの街頭手回しオルガン「ストリートオルガン」
やピアノ、ハープの音色で奏でます。お子様から大人まで、心
躍るひと時をお楽しみください。

60分プログラム

6

キッズ・サマー・
スペシャル ! 夏限定

Safety Information

B737-500 の機体では、月末は翌月の
プログラムになっている場合がございます。

機内オーディオ案内

AIR DO Information

B737-500 タイプ③

t
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qヘッドホンソケット wチャンネルスイッチ e音量スイッチ r読書灯スイッチ t客室乗務員呼び出しボタン

w

e

※ 1 作動時に電波を発信しない状態に保てる場合は、駐機中・地上走行中・離着陸時を除き、使用できます。
※ 2「NTT ドコモキッズケータイ TMSA800i」
「au ジュニアケータイ A5520SA Ⅱ」は、電源が切れている状態でも電源 OFF 通知に設定
されていると定期的に電源が入るため、完全に電源を切るか、電源 OFF 通知設定を OFF にしてください。
※ 3 電波を発信しない状態
（設定）
とは、電源を ON にしていても通話やメールなどの送受信機能が OFF になっている状態を指します。

耳が痛くなった時には……
飛行機に乗ると、どうして耳が痛くなるのでしょう。皆
さんも経験がおありかと思いますが、飛行機が上昇・降
下して機内の気圧が変化すると起こるものです。気圧が
変化すると、耳の中と外の圧力も変化します。この時、
鼓膜が急激に引っ張られて、痛みを感じるのです。
風邪をひいていたり、アレルギー性鼻炎の方はかかりや
すいといわれていますが、搭乗前や着陸前に点鼻薬を使
用すると軽くすむことがあります。

また、
●飲み物を飲む。ガム、アメなどを食べる
●あくびをする
●首を左右に、あごを上下に動かす
などで和らげることができます。離陸・着陸の前から
行うと、
より効果的です。もし症状が回復しない時には、
お気軽に客室乗務員にお知らせください。

※ B737 の r tは座席の上、天井部にございます。※タイプ②では 1CH で NHK ラジオ第一放送がお聴きになれます。
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