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北海道の動物園。
スゴイぞ! 円山動物園。／北の動物園だからできること。
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が語源です。

知床は、
柵のない動物園?／いま、旭山動物園が伝えたいこと。
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アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」
（
「こんにちは」の意）は「北海道の
おもてなし」のキーワードです。

AIRDOは「ウポポイ（民族共生象
徴空間）交流促進官民応援ネット
ワーク」のサポーター企業として
誘客促進および情報発信等の応援
をしています。

※掲載商品等の価格は、
すべて消費税込みの価格となります。
※本誌掲載の情報は2020年7月現在のものです。

今月の表紙
2018年3月にオープンした〈 札幌
市円山動物園 〉のホッキョクグマ
館の放飼場で、飼育員がセットし
た朝ごはんを探すリラ（5歳）。自
分の能力を使ってエサを探すよう
にと考えられている。
photo: Kei Furuse

3

営業時間や休業日等が変更になる場合もございますので、
お出かけの際は、
ご確認いただけますようお願い申し上げます。
本誌掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。

©2020 AIRDO Co.,Ltd.
AIRDOは北海道と包括連携協定を締結しています。

本誌は環境に配慮し、
植物油インキ
を使用しております。
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北海道の

動物園。
迫力ある姿に驚いたり、
ふとした表情に癒されたり、
深く観察することで環境や福祉について学ぶこともできる。
動物を身近に感じる機会が多い北海道だからこそ、
広い園内をゆっくりと巡って、
いろんなことを考えてみよう。
photo: Kei Furuse (P4-7), Naoki Wagatsuma (P8·9), Shinnosuke Futagami (P10·11)
text: Rie Nishikawa (P4·6-9·14·15), Yoshiko Nakayama (P10·11), Satoko Nakano(P12·13)

札幌市円山動物園 のホッキョクグ
マ館では、
水の中を潜り、
泳ぐホッキョ
クグマの姿をこんなにも間近に見るこ
とができる。水中トンネルからは足の
裏や毛並みの様子までも仔細に。

5

Zoo in Hokkaido
4

クグマが潜れる深さのプールや天然の樹木や

草花の生えた屋外のスペース、自由に行き来

できるバックヤードを持つ。2018年に新設。

w

所なのである︒

らの動物園は︑そんな心を育む場

境を考える入り口となる︒これか

の大切さや人と動物を取り巻く環

幸せそうな動物本来の姿が︑命

る工夫が施されている︒

ができるなど︑生き生きと暮らせ

ために冬でも屋内プールで水浴び

ちのために砂を敷き︑健康維持の

り︑砂浴びが好きなアジアゾウた

たり群れで過ごせるスペースがあ

のゾウ舎は屋内︑屋外ともにゆっ

物園のあり方である︒国内最大級

感じられるのは︑そんな新たな動

園のホッキョクグマ館やゾウ舎で

動物福祉も重要︒札幌市円山動物

暮らしていける環境を整えること︑

の役割だ︒また動物たちが幸せに

れを伝えるための教育施設として

るのは希少動物の保護や研究︑そ

トの要素に加えて︑求められてい

を見て楽しむエンターテインメン

る︒珍しい動物やかわいい生き物

動物園はいま︑変わりつつあ

Key

w

歳︑

ゾウ舎
K ey

ッキョクグマのリラは
まだ子どもっぽさが残る動

きは本当に愛らしい︒水中を自在
に泳ぎ︑掃除をするかのようにガ
ラスで背中をこすったかと思えば︑
木の下でエサを探し︑日陰になっ
た岩の上でゆったりと体を休める︒
春の換毛が終わったばかりの体毛
は真っ白で︑日を浴びてキラキラ
と光っている︒そんなホッキョク
グマの自然な姿をいろいろな角度
から見られる動物園は︑国内でも
ここ︿札幌市円山動物園﹀だけだ︒
従 来の 獣 舎 よ り も ずっと 広い
ホッキョクグマ館は国際基準を満
たしており︑現在はリラ 頭がのび
のびと暮らしている︒主食とする
アザラシが隣り合わせで展示され︑
仕切りで隔てられているものの︑
自然界のように水中で一緒に泳い
プールの下から︑草地は同じ目線

でいるように見える︒見学者には

生息地であるカナダの環境を再現。ホッキョ
にしかわ・りえ／動物園と水族館に詳
しいジャーナリスト。国内だけでなく、
海外の動物園や水族館の取材も行う。
2 0 1 2 年より、生物多様性マガジン
『Iki・Tomo』
（国連生物多様性の10年
日本委員会発行）の編集に携わる。

ビューポイントが用意され︑距離

ホッキョクグマ館
文・西川里枝

で︑少し上からもと︑さまざまな

また館内ではホッキョクグマの

:1

o rd
Profile

も近く︑なかなかの迫力である︒
暮らしや問題点が丁寧に解説され
の生態系ピラミッドの頂点にいる

ている︒ホッキョクグマは北極圏
動物で︑その生態を知ることは︑

住 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
☎ 011-621-1426

5

地球温暖化や環境の変化を知るこ
とにもつながるのだ︒

Sapporo Maruyama Zoo

Zoo in
Hokkaido

S a p p o ro M a r u y a m a Zo o
Information
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1
札幌市円山動物園

1

:2

o rd

ホ

ミャンマーからやって来た4頭のア

ジアゾウのための新施設。屋外と屋
内スペースがあり、オスのシーシュ
暮らしている。2019年公開。

と母娘を合わせたメス3頭は別々に

スゴイぞ !
円山動物園。
時代とともに変わりつつある動物園のいま。

札幌市円山動物園で見られるのは、

楽しい、
かわいいだけじゃない、
その先の発見へ。

Ku sh i ro Zo o

上／一般公開されている義足のタンチョ
ウ。下／それぞれに保護の状況などを説
明。大樹町から運ばれてきた「モモ」は、
観測ロケットMOMOにちなんで命名。

一般公開が

歳 のモモか ら 始 め︑園
羽を公開︒タンチョ

で暮らす義足の 羽のう
ち
ウは国の特別天然記念物

多いという︒治療後︑野生で生き
ていくのが難しい場合は︑動物園

り︑もがいているうちに脚が折れ
致 命 的 な の で︑
年から

てしまうことも︒脚のトラブルは

東︑主に釧路湿原に生息するタン

ル担当の飯間裕子獣医は言う︒道

えているそうだ︒

明治期に絶滅が危惧さ

羽を越すまでに増

なるのではないでしょうか︒野生

﹁札幌でも普通に見られるように

願って公開しました﹂
︵飯間獣医︶

えるきっかけになってくれればと

ヒナが巣立つことは少ない︒

に死亡していたり︑重篤なケース

な取り組みで︑ここ︿釧路市動物

ムとトカチも５年前に巣を擬木に

﹁かなり神経質で︑相性のいいム

がほとんどで︑助けられない命も

園﹀は繁殖の拠点だ︒シマフクロ

回

個しか卵を産まないのも︑増

かったこともありました︒年に

変えた時は居つかず︑産卵が難し

ウは日本では北海道にのみ生息す
羽 ほ ど と︑

る世界最大のフクロウ︒現在の生
息 数 は たったの

絶滅が危惧されている︒

年ぶりの繁殖のため︑ 月に

えない理由ですね﹂
︵木村さん︶

くて︑限られた生息地が減少して

を作ります︒食住のこだわりが強

大人とほぼ同じ大きさで︑異なる

どなのに体はすでに約

年ぶりという︒孵化して

センチ︑

か月ほ

巣立ったばかりのヒナの公開も

の森林に棲み︑広葉樹の大木に巣

いることから︑個体数が増えるの

は親離れして︑ヒナは別の場所に

釧路市動物園

Kushiro Zoo

親子の姿を見ることができる︒

移る予定だが︑それまでは貴重な
して旭山動物園や札幌市円山動物

Information

10
住 釧路市阿寒町下仁々志別11番
☎ 0154-56-2121

園内で飼育しているシマフクロ

のはふわふわとした綿毛だ︒秋に

50 2
ウはヒナを含め 羽︒分散飼育と

員の木村久美子さん︒

は難しいんです﹂と言うのは学芸

6

1

園などにペアを貸し出しているが︑

53

またシマフクロウの保全も大切

動物とどう共生していくのかを考

加している︒数が増えると︑事故
護収容数は 羽︒交通事故ですで

も多くなる︒昨年のタンチョウ保

あって

チョウだが︑徐々に道内全域に増

で︑国内最大級の野鳥だ︒ 義足作りを始めたんです﹂と︑ツ

2
0
1
4

5

﹁農業用ネットやフェンスに絡ま

年夏から始まっている︒ に残り︑ここで暮らしていく︒

2
0
1

足のタンチョウの

Zoo in
Hokkaido

義
3 9

3

1
8
0
0

れたが︑北海道で十数羽が再発見

この地だからこその動物園の役割がある。
さ れ て 以 降︑ 保 全 活 動 の か い も

知っておきたい釧路市動物園の保護活動を紹介する。

﹁主食である魚が獲れる河川近く

2

10

一番上／ヒナはまだ性別不明。飛行訓練中
で、エサは親から。上／左から母親のムム、
父親のトカチ。トカチは野生から保護され
た個体。この2羽の間に4羽のヒナが育った。

野生動物と近いところに人々の暮らしがある北海道。

2
1
6
5
19

北の動物園だから
できること。
ている。現在、
今春生まれのヒナが公開中。

8
9

シマフクロウの繁殖
K ey

:4

w

o rd

タンチョウ・レスキュー
K ey

:3

w

o rd

野生のタンチョウの傷病治療を1975年の開

園時より行っている。園内で飼育されている
による月1回のガイドツアーも秀逸だ。

タンチョウの様子をSNSなどでも発信。獣医

1995 年に飼育下での初の繁殖に成功し、

国の天然記念物、シマフクロウを保護増殖。

人工孵化も含め、その後も繁殖を成功させ

w

動物ともソーシャル・ディス

の共存が知床のキーポイントです﹂

タンスが大事ということですね︒

︱
﹁はい︒たとえばヒグマとは最低

ことをシステム化しています︒地
上遊歩道ツアーでヒグマ対策を身
につけた自然ガイドが引率するの
で︑動物の生活圏内を安全に散策
だけではなく生態を学ぶことで必

できるんです︒〝大きいね︑
怖いね〟
要以上に恐れなくなる︒さらに自
分たちで歩くだけでは得られない
情報がたくさん︒美術館のガイド
トークと同様︑背景がわかると面
白さが増します︒足跡や糞などの
痕跡を教えてもらうと︑森の見え
海でも動物は見られますか？

方が違ってきますよ﹂

︱

見ると︑安全にヒグマを観察でき

﹁クルーズツアーで海上から陸を
ます︒知床の夏は︑カモメ類やケ
イマフリなどの海鳥が繁殖してい
たり︑羅臼側ではシャチやクジラ
がほぼ毎日見られたり︑にぎやか
で す︒ 海 鳥 と 同 じ 目 線 に な れ る
動物とは︑共存者︒フラット

シーカヤックもおすすめ！﹂
な関係を目指しているのですね︒

︱

存するのではなく︑自力で生きる

﹁野生動物は人間と仲良くなり依
ことがすべて︒動物側の都合も考
えて行動してみよう︑というのが
知床の世界自然遺産たるゆえんで
す︒そこに魅力を感じて訪れてく

shiretoko.or.jp）。直近の目撃件数や状況などをタイムリー

K ey

人間側のモラルも問われます︒キタ

よりリアルな体験が味わえますが︑
キツネ

﹁そうですね︒それゆえに動物園

し︑日常レベルで観察できる︒ま
渋滞したり︑動物を巻き込む交通

自然遺産・知床︒ヒグマやエゾシ

るで柵のない動物園のようだが︑
事故︵ロード・キル︶も多く︑動物と

匹の撮影のために道路が

実際はどうなのだろうか︒ヒトと
知床の

野生動物の関係性と︑ここならで

︱

は の 楽 し み 方 と は？
野生動物の保護管理に携わる公益
財団法人・知床財団普及企画係の
山本幸さんに聞いてみた︒

でも メートル︑エゾシカとは
メートルの距離をとるようお願い
しています︒人間との付き合いと
一緒で︑一歩引いて相手の気持ち
になってみると︑動物側も緊張感
が解けて︑本来の自然な姿を見せ
人間側から見ると︑まるで柵

てくれます﹂

︱
のない動物園のようにも感じられ
ますが⁝⁝︒
の市街地は︑ヒグマやエゾシカの

﹁実は︑知床は逆︒斜里町ウトロ
侵入防止のための電気柵でぐるり
と囲われています︒人間が〝柵の
中〟なので︑その外にある野生動
物の世界に行くときは〝おじゃま
します〟という気持ちです︒人間
の管理下にある動物園と違い︑野
生の世界ではゴミを捨てたり︑動
物の餌付けは厳禁︒とくにヒグマ
がその味を覚えて人間側に近づく
ようになり︑被害を及ぼす危険性
があれば︑やむなく駆除しなけれ
ばならないことも⁝⁝︒共存する
ために〝 ヒグマに出合わない・近
づかない・餌をあげない〟などの
では︑そのルールを守ったう

ルールを伝えています﹂

︱

えで︑おすすめの動物観光は？

w

3

知床では到着したとたん︑野

Zoo in
Hokkaido

生動物の気配が濃厚ですね︒

︱

私たち人間が知っておくべき心構えを再認識しよう。

カなどの野生動物が高密度で生息

管内羅臼町にまたがる世界

観察に最高のロケーション？ 訪ねる前に、
れると︑うれしいですね﹂

知 床 財 団 が 運 営 す る ヒ グ マ 情 報 サ イ ト（ b r o w n b e a r.

20メートル×高さ12メートルのスクリーンを持つ4Kシア
ター。旭川市出身の今津秀邦監督による新作2本を7月から公
地域住民と
開。丸2年をかけて知床の四季と野生動物を追い、

K ey

ホーツク管内斜里町と根室

ヒグマ、
エゾシカ、
キタキツネ。
シャチやマッコウクジラまで。

期に合わせて利用の仕方を変える

知床自然センターの〈 MEGAスクリーンKINETOKO 〉は、
幅
オホーツク管内斜里町出身。
2011年に町内の仲間とミニ
コミ『シリエトクノート』を
創刊。冊子作りのほか、アー
トイベントの企画、移動古書
店の活動などを展開中。

意見交換を重ねて完成した『知床の冒険』と、
ヒグマの保護管

970件、羅臼町が339件。ヒグマの人慣れ、撮影による渋滞、人
理に奔走する知床財団の人々を取材した『THE LIMIT』だ。

間が捨てたゴミへの餌付きなどが問題になっている。

斜里郡斜里町大字
遠音別村字岩宇別531
☎ 0152-24-2114

S h i re to k o

﹁知床五湖では︑ヒグマの活動時

文・中山芳子

10
11

に発信し、
ヒグマの生態、
遭遇時の対処法なども紹介。知床散

写真・二神慎之介

自然写真家。ヒグマを中心と
した日本の野生動物や、漁師
など自然と関わって生きる
人々を被写体に撮影。自然教
室といった子どもに向けた活
動も。www.sinh11.com
住

1

策の前は必見だ。2019 年度のヒグマ目撃件数は、斜里町が

KINETOKO
Shiretoko National Park Nature Center

Profile

知床自然センター

多くの野生動物が生息する知床は、

30

知床のひぐま
Profile

Information

オ
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知床は、
柵のない動物園?
50

北海道を代表する動物園のひとつ、
旭山動物園。

型コロナウイルスが猛威を

A s ah i y am a Zo o

Zoo in
Hokkaido
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か月ほど遅い 月 日に再オー

の準備期を経て休園し︑例年より

宣言を出した後︑旭山動物園は春

振るい︑北海道が緊急事態

心に何を届けるかを考えてきたの

物を見てもらうことでお客さんの

出してしまいました︒私たちは動

かつて廃園寸前に陥った頃を思い

休園して人がいなかった時期は︑

動物園の存在意義について、
改めて考えたそうです。
改めて動物園の存在意義について

で︑それができなくなったことで

そこで行き着いたのが︑インス

思いをめぐらせたのです︒

あり︑動物たちは未来に向かって

みんな退屈そうでしたね︒

をひそめる習性があるから︒当た

す︒なぜなら夜行性で︑日中は姿

見たことがある人は少ないはずで

も︑園ではいつものような日常が

タライブ︒世の中がどんな状況で

生きています︒その事実が︑人々

り前に身近にいる動物のことを︑
よく﹁ 自然を大切に ﹂と言うけ
れど︑同じ土地に生きている動物

私たちは意外と知らないんです︒

のことさえ知らないのに︑自然の

インスタライブでは動物の近況
が真剣に取り組んでいきたい環境

した回は︑お互いの地元動物自慢

なかでも沖縄こどもの国とコラボ

のヒナの育て方はよく知らない︒

方を知っていても︑シジュウカラ

すよね︒私だってライオンの育て

んと意見の言える動物園にならな

でも︑身近な生き物についてちゃ

北海道に住む動物を自分の言葉

旭山に足を運んでほしいし︑本州

だから北海道の皆さんにはもっと

る気持ちもより強くなるはずです︒

で自慢できたら︑この土地を愛す

が 暮 ら し て い る エ リ ア で す︒
﹁北

の人にとっても旭山を訪れること
が北海道を感じる出発点になる︑

住 旭川市東旭川町倉沼
☎ 0166-36-1104

Profile

坂東 元さん

旭山動物園園長、獣医師。旭川
市生まれ。1990 年代の半ばか
ら、動物が本来の能力や習性を
見せる「行動展示」を提案。来園
者増加の一端を担い、廃園寸前
だった園を救った。

そんな施設を目指したいですね︒

Asahiyama Zoo

れるかもしれませんが︑道民でも
エゾタヌキが歩いているところを

旭山動物園

なぜわざわざ動物園に？﹂と思わ

海道で日常的に出合える動物を︑

やエゾタヌキなど︑北海道の動物

﹁ 北 海道産動物舎 ﹂︒キ タ キ ツ ネ

その際に私たちが紹介したのが

らこそヒットしたのだと思います︒ ければ︑という使命感があります︒

のような臨場感がある場だか

ばかり登場しましたが︑これは

といった感じ︒マニアックな動物

き︑予想以上に反響がありました︒ 何を守ればいいのかわからないで

問題についてもまとまった話がで

を伝えられただけでなく︑私たち

かと思ったんです︒

に夢を持たせてくれるんじゃない

中はそういう遊び相手がおらず︑

回るなどしているのですが︑休館

中で子どもを追いかけてクルクル

プンしました︒いつもは小さい子

1

が来ると︑アザラシも円柱水槽の
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閉館中、
人のいない静かな園内で、
坂東園長は

S
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北海道の森を再現している北海道産動物舎には、
ワシミミズク（右）やクマタカ（左）などの鳥類も多い。白い冬毛のエゾユキウサギ（中）は、3月に撮影された。
片足立ちをしているオオコノハズク（左）はフクロウの仲間。エゾモモンガ（中）やエゾリス（右）も、
動物園ではじっくり観察できるから楽しい。

いま、旭山動物園が
伝えたいこと。
新
1

N
S

旭山動物園のインスタグラムから、
北海道産動物舎の仲間を紹介。左から、
エゾフクロウ、
オシドリ。エゾタヌキは北海道小動物コーナーにも。
キタキツネ（左）も北海道を代表する動物。エゾクロテン（中）はホンドテンとの比較展示もされている。黄色いくちばしのオオワシ（右）は日本の天然記念物。

アイドルの姿を楽しみながら、北海道の自然環境についてもお勉強。
生態を知ることで興味が増す、
道内各地に棲む動物たちにも注目。

人気者が大集合!

サンピアザ水族館

おたる水族館

札幌市

Sunpiazza Aquarium

アクセス抜群！ 総合的な都市型水族館

野生に近い姿の海獣たちの魅力を発見

ショッピングセン
新さっぽろ駅の地下鉄直結でJRの駅からもすぐ、
ター隣接の身近な水族館。ゴマフアザラシやコツメカワウソ、
ケープ
ペンギンといった人気の生き物から、
クリオネやミズダコなどの北海
道に生息する魚たち、
暖かい海、
川と湖の魚とコンパクトながら見ど
ころがたくさん。きっと誰もが楽しめる展示を、
じっくり観察しよう。

巨大なセイウチ、
アシカの仲間で一番大きなトド、オタリアに加え、
日
本近海で見られる4種のアザラシが約50頭も。それらの海獣たちが
入り江の海を仕切った豪快なプールで生き生きと暮らしている。歴
史ある水族館で大切に育てられているだけあって、
ホッケやミズダコ、
カレイ、
イトウなど、
特大サイズの北の生き物たちも見どころだ。

住

Information

札幌市厚別区厚別中央2-5-7-5

上／北海道沿岸に生息するネズミイルカの飼育は、世界的にも珍しい。人懐っこいマナ。
右上／館の人気者セイウチのウチオとウーリャ。右下／自然の海に造られた海獣のプール。

☎ 011-890-2455

ノーザンホースパーク

馬と自然と触れ合える北海道らしいテーマパーク

サケの一生を本物の川の中で観察

乗馬や観光馬車、
冬には馬そりなど、
馬と楽しむアクティビティが豊
富。競走馬の生産育成牧場ノーザンファームが母体となっていて、
サラブレッドをはじめ、
愛らしいショーを行うポニーから馬車をひ
く大きな馬まで、
約80頭が暮らしている。自然の中で馬と触れ合う、
ここでしかできない特別な体験を楽しんで。

支笏湖を抜けて石狩川に合流し、日本海へと抜ける千歳川。サケの
ふるさとでもある清流の左岸に埋め込まれた部屋の窓から水中を見
学。春には海に向かうサケの稚魚、夏にはサクラマスやヤツメウナ
ギ、秋にはサケの群れが遡上する姿などが見られる。また秋に始ま
る屋外のインディアン水車でサケを捕獲する様子は秋の風物詩だ。

住

Information

苫小牧市美沢114-7

上／海から千歳川に遡上してくるサケの群れを見られる秋の水中観察ゾーン。右上／日本屈
指の水質を誇る支笏湖の美しい景観を再現。右下／世界各地の珍しい淡水魚を紹介する水槽。

☎ 0144-58-2116

北の大地の水族館 山の水族館

新得町

Sahoro Resort Bear Mountain

リアルな水辺の世界を再現する

山の中で暮らすヒグマの世界にお邪魔する

新江ノ島水族館などを手がけた水族館プロデューサーが展示や設計
のアドバイスをしてリニューアル。頭上から大量に流れ落ちる滝を
下から見上げる滝つぼ水槽や、
冬には水面が凍りその下で生息する
魚たちの様子を観察できる四季の水槽など、
ほかでは見られない仕
掛けが話題。北海道の水辺の生き物たちの世界を疑似体験できる。

15ヘクタールの山林の中で12頭のエゾヒグマを放し飼い。高台の遊
歩道や専用バスから観察でき、
園内中央のベアウォッチング施設では
人工池や洞窟で過ごすヒグマたちを間近に見ることができる。ここ
日高山脈の佐幌岳もヒグマの生息地。絶滅が危惧されるヒグマと人
との共生を考えさせられる。冬季はヒグマたちが冬眠中のため休業。

Information
住

Information

北見市留辺蘂（るべしべ）町松山1-4

上／丸い顔とお尻が特徴のヒロタケはアイドル的存在。右上／ほかのクマたちとほとんど
ケンカをしないという優しいモコ。右下／小柄ながらベア・マウンテン最強のサンタ。

☎ 0157-45-2223

おびひろ動物園

住 上川郡新得町狩勝高原
☎ 0156-64-7007

登別マリンパークニクス

帯広市

Obihiro Zoo

登別市

Noboribetsu Marine Park Nixe

動物たちが近い地元密着型の動物園

海洋ファンタジーを楽しめる北欧のお城

エゾタヌキやキタキツネ、
イイズナなどの道産動物に力を入れてお
り、行動が見えやすい展示が人気。住宅街にありながらも自然豊か
な公園内なので、
柵の外でもエゾモモンガやエゾリス、
シマエナガと
いった野生動物が見られることも。ホッキョクグマやキリンが屋外
で過ごしている様子に癒される。のんびりと散策したい。

デンマークに実存する城を模したニクス城の建物が丸ごと水族館。
8メートルものタワー水槽や寒流と暖流、水温の異なる2つのトンネ
ル水槽があり、
巨大なサメ・シロワニやエイが悠々と泳いでいる。イ
ルカやアシカのショーなど、
さまざまなイベントのなかでも一番人
気がペンギンパレード。目の前をヨチヨチと歩く姿が愛らしい。

Information
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住 千歳市花園2-312
☎ 0123-42-3001

サホロリゾート ベア・マウンテン

北見市

Yama no Aquarium

上／エゾタヌキのあん。森の奥深くに棲んでいるので、姿が見られるのは動物園ならでは。
右上／今春生まれのゴマフアザラシ、
レラ。右下／アメリカビーバーのナツとソラ。

千歳市

The Birthplace of Salmon CHITOSE AQUARIUM

Information

上／北海道の一部で生息が確認される巨大な淡水魚イトウ。大水槽に1メートル級が20匹
も。右上／激流の滝つぼを再現したドーム状水槽。右下／淡水フグ、
テトラオドン・ムブ。

住 小樽市祝津3-303
☎ 0134-33-1400

サケのふるさと 千歳水族館

苫小牧市

Northern Horse Park

フォワード。右上／サラブ
上／ポニーのチッチは北海道コンサドーレ札幌の背番号77番、
レッドが暮らす伯舎。右下／緑一面の牧場が見渡せる展望台、
馬見（うまみ）の丘。

小樽市

Otaru Aquarium

Information
上／コツメカワウソのミミは大きな目が特徴。右上／ゴマフアザラシのすずは1歳。トレー
ドマークのゴマ模様がはっきりとしてきた。右下／サンゴ礁に暮らす美しい魚たち。

北海道の動物園 & 水族館。

住

帯広市緑ヶ丘2

☎ 0155-24-2437

Information
上／令和生まれのゼニガタアシカ、レイワくんは好奇心旺盛。右上／パレードではキング
ペンギンやケープペンギンが広場を行進。右下／1万匹のイワシが泳ぐ「銀河水槽」。

住 登別市登別東町1-22
☎ 0143-83-3800
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Profile

作り手の熱量が形になって
私たちの暮らしを彩ってくれる。
今回の手しごとは、
さまざまな動物の
形を生かした、無垢の木のパズル。

前島拓也（まえじま・たくや）
／熊本県生まれ。埼玉県・自由
の森学園の美術の授業で木工
を始める。大学卒業後は東海
大学旭川校で家具作りを学ぶ。
国際家具デザインコンペティ
ション旭川（ IFDA2014 ）ブ
ロンズリーフ賞受賞。

photo: Masatsugu Sugawara text: Chigusa Ide
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19センチ四方の木の箱に納められた13ピー
スは、
ヒグマ（親子3頭）、
エゾシカ（親子）、
ア
ザラシ、
オオワシ、
ハクチョウ、
エゾタヌキ、
キ
タキツネ、シマフクロウ、ナキウサギ、エゾリ
ス。Team Hokkaido (Animal Puzzle)
¥13,700（前島商店 0001.handcrafted.jp）

木工作家としてテーブルやイスを

10

作っている前島拓也さんが︑動物パ

ズルの面白さに目覚めたのは 年前︒

旭川市の︿ 科学館サイパル ﹀に勤務

し子どもたち向けの木工教室を担当︑

糸のこを使ったのがきっかけだった︒

昨年の秋には︑北海道の動物シリー

﹁最初はゾウやライオンから始まり︑

ズを作りました﹂︒計算され尽くし

年︒ ま ず は 入 れ た い 動 物 の

た美しい組み合わせに決まるまで︑

名前を紙に書き出して︑隣に正方形

構想

を描く︒うまくはまる配置を試行錯

誤しながら︑ ピースを入れた︒
﹁ヒ

グマは大きく︑エゾリスは小さく︒

大きさもなんとなくイメージして﹂︒

図案が完成した後は木の板に貼り︑

糸のこで精密にカットして︑最後に

丁寧にやすりをかけて曲線を整える︒

﹁無垢の木は手触りがいいので︑
触っ

木も使いたいですね﹂

ているだけで楽しい︒今後は地元の

13

2

前島商店
（木工／新得町）

正方形の木枠の中が
北海道の動物園に。

右／ 17 センチ四方の木の板に
図案を貼って 、電動糸のこで
カット。1 点 1 時間以上かかる。
神経集中 ! 中／北海道シリー
ズの図案が完成するまでには、
7枚の下書きが。左／Kirin（左）
はヘビやワニなど 5 種、Raion
（右）はカンガルーやオオカミ
などの6種から構成されている。
ほかに、
ZouやButaも。
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特別編

北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

今月は特別編、
「北海道とつながるカフェ」
のインフルエンサーにインタビュー。

北海道には
「美しいなまえ」
がたくさんあります。
好きな店や住んでいた町など、
思い出とともに心に残っていることも。
北海道に縁のある方に尋ねました。
「美しいなまえ」
は何ですか?

美しい

photo: Atsushi Takahara text: Chigusa Ide

な まえ

photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano
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Person

松原陸人さん
移住歴：中川町→滝川市→
神奈川県→札幌市
中川町で生まれ育ち、滝川高校
を卒業後、神奈川大学に進学。
大学 3 年時に「北海道とつなが
るカフェ」を知り、インフルエン
サーとしても参加。2020 年春に
U ターンし、札幌市にある株式
会社ティーピーパックに就職。

この春から、パッケー
ジデザインや包装資材
の販売、商品企画を行
う会社の営業部に所属。

「私の知らない北海道」
との出合いの場になってほしい。
Q.「北海道とつながるカフェ」との出合

Q. その企画ではどんなことを ?

す。観光地とは違うローカルな雰囲気

いは ?

北海道の各エリアを暮らすように旅し

が魅力的でした。ゲストハウスのス

大学 3 年生の時、就職セミナーで知っ

て、その様子を発信します。僕は、函

タッフさんも温かかったです。

たのがきっかけ。カフェに参加し、横

館市のある道南エリアのインフルエン

のつながりも広がりました。そのうち

サー。カフェゲストスピーカーの蒲生

がもう

Q. カフェに参加する方へ望むことは ?

ひろゆき

のひとりを地元の中川町に招待した際

寛之さんが営むゲストハウスを拠点に、 参加者と話をすると、北海道が気になっ

に、地域のお祭りやローカルな釣りス

道南の各地を巡りました。

ポットを案内しながら「旅をするように

ている人が多い印象を受けます。個人
的には、同年代の参加者がもっと増え

暮らすってこんな感じかな」と実感。

Q. 旅の中で印象に残ったのは ?

てほしい。僕は関東と北海道で就職先

SNS で発信したところ「『北海道とつ

函館山の麓にある西部地区は、リノベー

を迷いましたが、知っていて選ばない

ながるカフェ』の企画で、地域の魅力

ションした古い建物が並ぶ味のある街。 のと知らずに選べないのは違います。

や、地域の方との交流を発信してみま

セレクトショップや飲食店などのお

カフェに参加することで、選択肢のひ

せんか？」とお声がけいただいたんです。 しゃれなお店がたくさんあるエリアで

とつに北海道が入れば、と思います。

すすきの

僕は札幌の薄野のど真ん中で生

歳の頃で︑このときに

3

まれましたが︑その後︑ほんの少

2

しだけ宮の森に住んでいました︒

多分 ︑

家の窓から見た辺り一面が雪の︑

何もない原野の︑白い風景を覚え

ています︒自分の記憶の中でいち

そこには冷たい風の記憶があり

ばん古い︑いわゆる原風景です︒

ますが︑音の記憶はまったくなく

取ってしまうイメージがあります

て︒雪景色って︑音や言葉を奪い

ピック﹄の中で︑笠谷幸生選手が

70

よ ね︒ 記 録 映 画 の﹃ 札 幌 オ リ ン

ダルを取る︒あの決定的瞬間が︑

男子 メートル級ジャンプで金メ

なぜかスローモーションで無音に

現実の何もかもを覆い尽くして

なるでしょう︒あんな感じです︒

しまう︑自然の美しさ︒言葉を奪

われて︑黙りこくって︑やがて人

間は自分と対話するしかなくなる︒

﹁ 宮 の 森 ﹂と い う 言 葉 は︑ 僕 に そ

年にリリースした︑自

2
0
1
1

んな雪景色を連想させるのです︒

の地域情報、
移住に関する相談窓口です。気軽に
ご連絡ください。
（☎ 090-1541-0011）

分にとって初のソロアルバムの

取材協力：函館市企画部企画管理課

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海道

ジャケットは雪景色でした︒当時

19

移住相談窓口〈どさんこ交流テラス〉

は︑
﹁ 初 夏 の リ リ ー ス な の に︑ な

「北海道とつながるカフェ」は、
道内で活躍している移住者の方や地域おこし協力隊
の方から、
北海道での魅力ある暮らしや仕事の情報を、
首都圏にいながら得ることが
でき、
楽しみながら交流できるイベントです。詳細は、
公式ホームページをご覧くだ
さい。www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/ijukouryuu/tsunagarucafe.htm

ぜ？﹂と よ く 尋 ね ら れ ま し た が︑

「北海道とつながるカフェ」
を紹介します！

小西康陽（音楽家）

www.readymade.co.jp/journal

いちばんの理由は︑
﹁宮の森﹂の風

Information

地域ブランド調査の魅力度ランキングで、過去5年のうちに函館市
が1位となったのは実に4回。観光都市として、
多くの人が名前を挙
げる街ですが、本当の良さがわかるのは住んでみてから。ほとんど
の住宅街や商業施設、観光地は空港から車で30分圏内、過ごしやす
い気候、
豊富な農産物や水産物……etc. ぜひいらしてください！

宮の森

数々のアーティストをプロデュースし、楽曲提供や
リミックスなども手がける。6 月には、ソロ・プロ
ジェクトPIZZICATO ONEの初のライブアルバム
『前夜 ピチカート・ワン・イン・パースン』が発売に。

景を再現したかったからなのかも

地域情報
［函館市］

こ に し・や す は る ／ 札 幌 市 生 ま れ 、東 京 都 在 住 。
1985 年にピチカート・ファイヴとしてデビュー。

しれません︒
︵本人談︶

観光だけの街じゃないんです！

Place

「夏に雪景色を見ると、
何かうれしさを感じます。シャキッと背筋が伸びるような」と小西さん。写真は、12月に撮影した音更町の雪景色。
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が着く空港からの旅

東京・高輪

高輪歴史
今年 月︑ 田町駅と品川駅の間に︑
山手線としては 年ぶりとなる新駅︑
高輪ゲートウェイ駅が開業︒
駅名にある高輪エリアには︑
かつて江戸の
出入り口となった大木戸があったという︒
赤穂義士ゆかりの地でもある街の
江戸から 現在へと続く歴史スポットを巡る︒

49

日本初の英国公使館として
激動の幕末を見守った古刹

1859年から7年間、初代英国公使ラザフォード・オー
ルコックの宿所兼英国公使館となる。2010年、
幕末の
公使館の姿をいまに伝える寺院として、国の史跡に指
定。本堂の正面には、
江戸時代にしたためられた「海上
禅林（かいじょうぜんりん）」の扁額（へんがく）が。

photo: Tada text: Ai Sakamoto

東京都港区高輪3-16-16
住

みち

なわて

京湾を望む高台に︑縄手

真っすぐな道︶が通って

道︵ 縄を伸ばしたような

いたことから﹁ 高縄手道 ﹂と呼ば
たかなわ

れ︑それが転じて地名となったと
される高輪︒海沿いに東海道が整
にほんえのき

備されるまでの旧街道でもあった︑
現在の二本榎通りがその高縄手道
拡張や大火のために︑多くの寺院

である︒江戸時代には︑江戸城の
がこの地に移転︒寺町としての名
数多い寺院のなかでも︑とりわ

残をいまに残す︒
け歴史好きに人気なのは
︿泉岳寺﹀
と
︿東禅寺﹀
だろう︒泉岳寺は︑﹁忠
ながのり

月と 月には赤穂義士

泉岳寺
年創建

Sengakuji
1
6
1
2

臣蔵﹂でおなじみの赤穂藩主・浅
たくみのかみ

野 家 の 菩 提 寺︒ 境 内 に 浅 野 長 矩
り︑毎年

︵ 内匠頭 ︶と四十七士の墓所があ

静謐な空気が流れている︒

とが起こったとは信じがたいほど

が立つ境内には︑そんな物騒なこ

入れされた参道や︑美しい三重塔

ただ︑現在の山門から続くよく手

受け︑双方に血が流れたという︒

度も尊王攘夷派による襲撃を

のイギリス公使館が置かれた場所︒

一方の東禅寺は︑日本で初めて

祭も開かれる︒
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そぞろ歩き︒

年創建

東禅寺
Tozenji

住 東京都港区高輪2-11-1
☎ 03-3441-5560 時 7:00〜18:00

1612
Data

4

3

20
21

Data

1610

東
2

A
I
R
D
O
平安時代から続く古道で、
旧東海道にあたる二本榎通
りと、桂坂の交差点に佇む
〈 高輪消防署 二本榎出張
所 〉。昭和8（1933）年築の
近代建築だが、いまも現役
で活躍している。→P23

1
6
1
0

江戸時代から続く寺町で往時に思いを馳せる。

全国から多くのファンが訪れる
赤穂義士ゆかりの寺院

赤穂藩主・浅野家の菩提寺。境内には、
四十七士
が吉良上野介（きらこうずけのすけ）の首を洗っ
たとされる首洗い井戸や、討ち入り300年を記
念して建てられた赤穂義士記念館（拝観料500
円）も。隣り合って立つ浅野長矩と四十七士の
墓所は、
1922年、国の史跡に指定されている。

高輪消防署 二本榎出張所

当初は、高輪消防署として建設。鉄筋コン
クリート造り地上3階建ての上に円筒形の
望楼（火の見櫓）が設けられている。ドイツ
表現主義らしい円形講堂や曲線の階段など
のほか、
日本初の国産消防車を見学できる。

年竣工

灯台や軍艦と呼ばれた
高台のランドマーク

1
9
3
3

Takanawa Fire Department Nihonenoki Branch

1933

Data
東京都港区高輪2-6-17 ☎ 03-3473-0119
9:00〜16:30（見学可能時間）
※見学は5名まで。10名以上の場合は事前連絡が必要。災
害出場などで見学できない場合もある。高輪消防署 二本榎
出張所からのお願い：これからも暑い日が続きます。熱中
症にならないよう早めにこまめな水分補給をしましょう。
住
時

時代を経てなお使い続けられる名建築。

江

迎賓館の設計で知られる片山東熊
（とうくま）ら宮内省内匠寮（たく
みりょう）が手がけた。腰折れ（マ
ンサード）屋根と、その屋根に設
けられた窓（ドーマー窓）が象徴
的な外観。優美な内装は、建築家・
村野藤吾により改修・復元された。
婚礼や会食の利用者のみ入館可。

Data
住 東京都港区高輪3-13-1
☎ 03-3447-1111

Grand Prince Hotel Takanawa Kihinkan

旧宮家の邸宅を生かした
ラグジュアリーな施設

1
9
1
1

グランドプリンスホテル 高輪
貴賓館

歩きやすい
スニーカーで
出かけよう！

1911

年竣工

戸時代︑寺院や大名の下

屋敷が立ち並んだ高輪

の地に大きな変化が訪

れたのは明治のこと︒大名屋敷が

新政府に没収されるなどして︑そ

の跡地に皇族や華族︑政財界人の

しかし︑第二次大戦後の宮家の

邸宅が建てられたのである︒

解体や華族制度の廃止などにより︑

それらの屋敷が売却されると︑一

︶
年︑旧竹田宮邸洋

部はホテルなどに転用される︒明

治 ︵

館として建てられた︿グランドプ

ひとつ︒ヨーロッパの宮殿を思わ

リンスホテル高輪 貴賓館﹀もその

高輪
ゲートウェイ駅

2020

せる︑フランス・バロックを基調

とした建築は︑いまでは結婚式や

また︑二本榎通りには竣工時と

会合などに活用されている︒

︶

8
1
9
3
3

同じ用途で使い続けられている近

代建築もある︒昭和 ︵

所﹀は︑ドイツ表現主義の代表的

年 築 の︿ 高 輪 消 防 署 二 本 榎 出 張

な建物として東京都選定歴史的建

造物に選定︒海抜 メートルの高

台の交差点に立ち︑当時は海まで

周囲に高い建物が並ぶ現在は︑

を一望できたという︒

往時の景色を望むべくもないが︑

年竣工

Takanawa Gateway Station

JR山手線と京浜東北線が乗り入れる。
折り紙をモチーフにした大屋根の下に、
吹き抜けやガラス面を設け、街と一体
化した空間に仕上げた。環境保全に取
り組むと同時に、AIロボットや無人AI
決済店舗の導入など先進的な試みも。
周辺の街開きは2024年頃を予定。

2
0
2
0

かつて海だった場所に︑いまは高

品川駅

高輪
ゲートウェイ駅

輪ゲートウェイ駅が立っている︒東

泉岳寺駅

海道における江戸の玄関口であっ

た大木戸に由来する︑ゲートウェ

イの名を持つ新駅︒高輪の街に︑

またひとつ新たな歴史が加わった︒
隈研吾がデザインした
山手線30番目の新駅
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羽田空港

Access

羽田空港から高輪へのアクセス
羽田空港国内線ターミナル駅から京浜
急行（都営浅草線）に乗り、
品川駅もし
くは泉岳寺駅で下車。高輪ゲートウェ
イ駅へは品川駅でJR山手線・京浜東北
線に乗り換えて 1 駅。高輪エリアは坂
が多いので、
歩きやすい靴で訪れたい。

23

伊能忠敬が測量の起点とした
高輪大木戸跡を訪ねる
歴史散歩で立ち寄りたいのは、第一京浜沿い
にある大木戸跡。いまは、木戸の両側に築か
れた石垣の片方が残るのみだが、現存する唯
一の遺構だ。坂が多い高輪を歩くなら、その
名前や由来を調べながら行くと、
また楽しい。

22

TOKYO HOLIDAY

text: Miki Hayashi

北海道の翼として、道内 6 空港から、北海道の皆様を東京へ。
東京で半日時間が空いたら行ってみたい場所をご案内するコーナーです。
※一部内容の中止、
会期や営業時間短縮などの変更が生じる場合があります。
最新情報はホームページなどでご確認ください。

4

3

2

1

シンガポール・シーフード・
リパブリック 品川

品川フィッシングガーデン

物流博物館

マクセル アクアパーク品川

Shinagawa Fishing Garden

Museum of Logistics

Maxell Aqua Park Shinagawa

Singapore Seafood Republic

1

2

FIKAFABRIKEN

シンガポール政府一押しの
名物料理に舌鼓！
〈ジャンボシーフードレストラン〉など
シンガポールを代表する4店舗が一堂に
会した人気店。コロニアル様式の建物が
旅気分を演出する。自慢は、
生きたまま
空輸されるマッドクラブ。カニの旨みと
濃厚ソースが絡み合う、
写真のチリクラ
ブ（500g 5970円〜）は絶品。

大切な人と味わいたい
おいしさあふれる北欧菓子
スウェーデン式ティータイム “フィーカ ” の定

品川駅徒歩3分の釣り堀で
手ぶらで釣りを楽しむ

物流に関する展示を行う、
日本で唯一の博物館

水族館と先端技術が融合した
都市型エンタメスポットへ

品川駅前に立つホテルの裏庭に位置。か
つての屋外プールが釣り堀になっている。
都会のエアポケットみたいな場所で釣れ
るのは鯉。道具はレンタルできるので、
気軽にチャレンジしよう。9月までは併
設のバーベキュー場も営業中で、
こちら
も手ぶらで利用できる（要予約）。

江戸時代以降の日本の物流の歴史と、
現
代の物流産業について展示する。ゲーム
やクイズを通して学べるコーナーも。必
見は、
空港、
港湾、
鉄道、
トラックの各ター
ミナルを150分の1スケールで再現した
大型ジオラマ（写真）。昭和20〜50年代
の物流に関する映画フィルムも視聴可。

約350種、
2万点の生き物を展示。最先端
の技術を駆使した、
音・光・映像による演
出が人気を呼んでいる。マンタを間近で
見られる海中トンネル「ワンダーチュー
ブ」
（写真）など11のエリアに分かれた
館内では、
ライド系のアトラクションや、
イルカショーなども楽しめる。

住 東京都港区高輪3-13-3
シナガワグース内
☎ 070-5561-8289
料 1時間大人790円、
子ども590円
時 11:00〜21:00
（土・日・祝9:00〜、
最終受け付け20:00） 休 不定

住 東京都港区高輪4-7-15
☎ 03-3280-1616
料 大人200円、
中学生以下無料
時 10:00〜17:00
（最終入館16:30）
休 月、
第4火（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日

住 東京都港区高輪4-10-30
品川プリンスホテル内
☎ 03-5421-1111 料 大人2300円、
小・中学生1200円、
幼児700円
※日により、
日時指定のWeb入場整理券が
必要。詳しくはHPをご確認ください。

番であるシナモンロールをはじめ、スウェー
デンを中心とした北欧菓子が並ぶ店。シナモ
ンが効いたキャロットケーキやカルダモンが
住
時
休

東京都世田谷区豪徳寺1-22-3
12:00〜19:00（カフェテリア18:30LO）
火・水

パブロバ（ミックスベリー／シトラス）
単品1000円 、
ドリンクセット1300円

香るクッキーなど、北欧ならではの味わいと
出合えます。常時 7 種がそろうクッキーは日

Paul Bassett 渋谷ヒカリエ
ShinQs 東横のれん街

持ちもするので、お土産にもおすすめです。

〈マリトッツォ〉
。左上から時計回りにパンナ 381円、
フラーゴラ 436円、ティラミス 436円、
チョコラート 436円（すべて税抜き）

テーマ

ひと口で旅 気分も味わ える
東京で楽しむ
〝海外スイーツ 〟
︒

3

おいしいコーヒーと味わう
ニュージーランドのスイーツ

JR線路の下を走る

バリスタ世界チャンピオンによるエスプ

高輪ゲートウェイ駅の北には「おば
けトンネル」の異名を持つ高輪橋架
道橋下区道がある。天井高170セン
チ前後とかなり低いが、
以前は車も
通っていたのだから驚き。現在は車
両通行止めだが、
人の通行は可能。

プンした店舗では、オーブンで焼き上げ
たメレンゲにカスタードやフルーツをの
せたニュージーランド発祥のスイーツ

店内のカフェ＆バーでは、オレンジ風味

住 東京都渋谷区渋谷2-21-1
渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 B2
☎ 03-5468-3165
時 11:00〜20:00
（19:30LO）※営業時間に
ついては電話でお問い合わせください。
休 施設に準ずる

マヨルカ島発祥の菓子パン〈エンサイ

マの名物スイーツ〈マリトッツォ〉も味

マーダ〉や、口の中でホロッとほぐれる

わえます。テイクアウトも可能なので、

焼き菓子〈ポルボロン〉など、スペイン
各地で愛される伝統菓子も取りそろえた
東京都世田谷区玉川1-14-1
二子玉川ライズS.C. テラスマーケット2F
☎ 03-6432-7220 時 9:00〜23:00
（売り場〜21:00、
カフェ・レストラン21:00LO）
休 施設に準ずる
住

住 東京都渋谷区神宮前 1-14-30 ウィズ原宿3F
☎ 03-6432-9080
時 11:00〜23:00
（22:00LO）
休 施設に準ずる

25

8

の生地にクリームをたっぷり挟んだロー

手土産や原宿散策のお供にぜひ。

食から水族館、
日本で唯一の博物館までが楽しめる。

ヒータイムを過ごしてみて。

スペインの伝統菓子もそろう
王室御用達のグルメストア

楽しめるレストランが併設された店舗。

東京でも有数のターミナル駅、
品川駅も最寄りの
高輪エリアには、
立ち寄りスポットがいっぱい。

が勢ぞろい。いつもとはひと味違うコー

Mallorca 二子玉川

マーケットと、イタリア各地域の料理を

歴史以外の魅力もいっぱい!
高輪エリアを遊び尽くす。

〈パブロバ〉や、ガレットなどのメニュー

4

約 300 種類のイタリアの食材がそろう

おばけトンネル

レッソカフェ。6 月にリニューアルオー

EATALY HARAJUKU
思わずほおばりたくなる
ローマで愛されるスイーツ

住 東京都港区高輪3-13-3
シナガワグース前庭
☎ 03-5449-8080
時 11:00〜15:00、
16:30〜22:00LO
休 なし

スペイン王室御用達のグルメストア。併
設されたオープンカフェで人気のバスク
チ ー ズ ケ ー キ や タ パ ス を 味 わ え ば、
ちょっとした旅行気分にもひたれそう。

7

6

5

BOULANGERIE SEIJI
ASAKURA

Atsushi Hatae 高輪店

玉川屋惣八

メインバー あさま

アツシ ハタエ

Tamagawaya Sohachi

ASAMA Main Bar

3つ星シェフが認める
華やかなスイーツを味わう

知る人ぞ知る名店の
四季を愛でる和菓子

巨匠が手がけた空間で
シグネチャーなカクテルを

アラン・デュカス グループのレストラン
などでシェフパティシエを務めた波多江
篤さんが昨年7月に立ち上げた新ブラン
ド。看板商品は写真の〈バニーユ・フレー
ズ〉
（800円、
税抜き）。苺のジュレとバ
ニラのババロア、
バタークリームなどが
9層に重ねられた贅沢な味わいが魅力。

多くの茶人に愛される茶菓子を手がける
和菓子店。その一方で、
四季折々の生菓
子を一般販売もしている。小ぶりで端正
なお菓子は、
どれも程よい甘さの上品な
味わい。大石内蔵助家の家紋が焼き印さ
れた写真の討入り蕎麦まんじゅう（1個
180円）はお土産にも。

小山敬三が描いたホテルロビーの大壁画
『紅浅間』の奥に広がるバー。約5メート
ルもの天井高を持つ、
重厚ながら親密な
雰囲気に満ちた空間は、
日本を代表する
建築家・村野藤吾が晩年に設計した。こ
こでは、
創業時から続くオリジナルカク
テル〈紅あさま〉を飲むのがオススメ。

住 東京都港区高輪3-10-7
高輪アパートメント101
☎ 03-6450-2004 時 11:00〜19:00
休 月
（祝日の場合は翌日）

住 東京都港区高輪1-26-15
☎ 03-3441-7307
時 9:00〜18:00
休 不定

住 東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪1F
☎ 03-3447-1139
時 17:00〜23:00 休 なし

ブーランジェリー セイジアサクラ

フランス仕込みの技が生む
オリジナリティあふれるパン
フランスの名店で修業を積んだ店主の朝
倉誠二さんが2008年にオープン。以来、
行列の絶えない人気店として知られる。
3種の自家製酵母を使い分けて作る個性
的なパンのなかでも、
一番人気は写真の
チーズカレー（330円）。小麦の香り豊か
なバゲット（370円、
ともに税抜き）も。
住 東京都港区高輪2-6-20
朝日高輪マンション104
☎ 03-3446-4619
時 9:00〜17:30 休 木

※営業時間や休業日は状況により変更が生じる場合があります。最新情報はホームページなどでご確認ください。
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、Webメディア
『IN&OUT –ハコダテとヒト–』、
十勝の
「10100」
プロジェクトから！
今月は、
小樽市のショップ〈yukimichi〉

プレイ人数は 〜 人︒﹁愛して
る﹂
﹁永久に﹂
﹁金﹂
﹁おじいちゃん﹂
枚︒そのうちの

に︑プレイヤーのさじ加減ひとつ
で感動や笑いを呼ぶこのボード
優秀作品賞を受賞した︒

ゲームは︑ゲームマーケット大賞

人組だ︒

ナーなどいくつもの顔を持つ 代
の
ゲームが

代表のこだまじゅんじろうさん
は︑﹁生まれた時から

︒アーティストやデザイ
ClaGla

ゲームもプロデュースするのが︑

美術館や水族館を舞台に謎解き
ヒットの背景を語る︒さらに﹁こ

の体験︒新鮮な感覚なんです﹂と

アナログなボードゲームは初めて

こうしたアナログゲームのほか︑ 当たり前だった若い世代にとって︑

T
V

などさまざまな言葉が書かれた
カードが
枚を使って︑ を数える間にとび
きりのプロポーズの言葉を考える
葉を君に捧ぐよ︒
﹀︒シンプルなの

︿たった今考えたプロポーズの言

れは世界的な傾向で︑最先端はド
イツやフランス︒アジアでは台湾
や韓国が盛り上がっていて︑日本
点以上の

は遅れているくらいです﹂と︑各
国から集められた
ボードゲームを前に︑その面白さ
デジタルとは違い︑発案から商

れるボードゲームと謎解き︒その

ヤーの笑顔や反応を間近に感じら

お り に 作 る こ と が で き︑ プ レ イ

品化まですべて自分たちの思いど

大切なコミュニケーションツール

非日常なんです︒いまの時代は︑

ゲ ー ム は︑も う 少 し〝 先 に あ る 〟

何人かが集まって楽しむボード

のひとつにもなっている︒
〝密〟に

ゲームも然り︒だけど

庭づくりに力を入れること

今年はお休み︒そんな中︑

夏恒例の軒下マルシェも︑

丸くなっている︒愛おしい

過して︑大変な思いをして

石って︑いろんな場所を通

穏やかになる︒それに丸い

足元に石があると︑心が

い気がする︒石の魅力を実
感する日々です︒

内側と外側 ︑ つの視点から
函館のリアルな 姿が見えてくる︒

なる野望をのぞかせた︒

能性を探っていきたい﹂と︑さら

は注意が必要だけれど︑新たな可

世界に魅了された彼らは︑次々と
楽しい構想を練っている︒
ける︒

﹁本を開けば︑非日常の世界に行

にしました︒地面を掘ると

ですよね︒この石畳を歩く

たとえば︑朝の釣り︑休

楽しく頭を使おう！

た私は驚きました︒十勝が

２０１５年にＵターンし

ガイドブックの発行などを

トや︑十勝の魅力を集めた

ン物産展﹁十勝もったいな

拡大防止を受け︑オンライ

新型コロナウイルス感染

手がけました︒

新しい動きを起こしてい

０︵十勝の ︶１００︵１０

アピールしていこうと﹁１

ルな十勝の魅力をみんなで

ンも画策中︒十勝は︑適応

月２日まで︶︑次なるプラ

い 大 百 貨 店 ﹂を 開 催 し︵ ８

る

昨年から︑今のリア

いプレイヤーが出てきて︑

変わった！ あちこちで若

﹁十勝が何 だか面白そう﹂︒
そんな 空気感をみんなでアピール！

大樹町

を教えてくれた︒

出てくる丸い石を敷き詰め

た び に︑
﹁あんな年があっ

この地にある石を掘 り起こして
いまできることを︑
コツコツと︒

メートル近いアプ

て︑道路から店の入り口ま
での

Ｗｅ ｂメディアをスタート

日のキャンプ⁝⁝日常に︑

from
ローカルのおすすめ満載

T
V

ローチを石畳にしています︒ たなぁ﹂と思い出すのもい
コツコツと︑やっと５分の

しました︒自分も含め﹁子

積み重ねてスキルアップで

１くらいができました︒

育ては地元の函館で﹂と感

きる楽しさがある︒ 歳の

多くの体験談から︑まちの

じている人に向けて︑移住

時には物足りなく感じた函

５ 年 前﹃ Ｉ Ｎ ＆ Ｏ Ｕ Ｔ

者
︵ＩＮ︶
の声を︒進路に悩

館ですが︑いまは豊かな暮

特性が見えてきました︒

む 歳のためには︑外に出

2

40

トを始動︒都内でのイベン

０ 個 の こ と ︶﹂プ ロ ジ ェ ク

シュなエリアです︒

力にも長けた︑エネルギッ

smiles.co.jp/projects/
tokachiguidebook/

らしがあると惹かれます︒

中神美佳さん

ハ
‒ コダテとヒト ﹄
‒という

催された「モモイロの箱」などのリアル謎解きゲー
ムも手がける。札幌の中心地にあるビルの地下に、
ボードゲームカフェ〈 ゆこる 〉と謎解き空間〈 ナ
ゾグラ 〉が併設した施設をオープン。clagla.jp

yukimichi-otaru.com

12

こだまじゅんじろうさん（写真左）
センバノブユキさん（写真右）

26
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Profile

3

2
0
10 0

ゲーム開発

2
0
1
8
2018年5月に設立。アナログゲームの開発や商品
化のほか、2019年1月に札幌市民交流プラザで開

6

ClaGla
8
0
0

2

「十勝もったいない大百貨店」の
目玉商品〈 オンライン収穫体験〜
坂東農場の朝もぎとうもろこし
10本付き〜 〉は、バーチャルで収
穫した数日後に、とれたてとうも
ろこしが届くという仕組み。
スマイルズ北海道支社勤務。
5年前にUターン後、再び東
京へ。昨年帰郷。小冊子『十
勝の大百科 2020』はWeb
で も 公 開 。c r e a t i v e .

１︑２年のうちに移住かな︒

函館市

10

18

北海道に愛着やこだわりを持って働く人々がいます。
21回目にお届けするのは札幌市のClaGla。
「ちょっと身近な非日常」
から生まれるアナログゲームは、
笑顔をもたらすエンターテインメント。
道内各地に暮らす情報通なあの人から、
なんだかほっこり、楽しくなるようなニュースをお届けします。

VOL.21
from

!!

愛すべきフォルム

たちの話を︒２つの視点の

hakodate.com

〈 器と暮らしのもの、喫茶
yukimichi 〉店主。3 年前、
張碓（はりうす）町に移転
オープン。
両親が畑にしてい
た土地に、
無垢の道産カラ
マツを外壁に店舗を建てた。

Web 上だけでなくリアルな場
でも人に会う機会をつくるなど、
フレキシブルに活動する阿部さ
ん。
「いまの時代、実体験を伴っ
た暮らしに関わる情報が求めら
れているのでは」

小樽市

て活躍している人
︵ＯＵＴ︶

阿部光平さん

20

謎解き空間〈 ナゾグラ 〉ではさまざまな謎解きゲームが体験できる（右）。大ヒットのボードゲーム〈 たった今考えたプロポーズの言葉を
君に捧ぐよ。
〉
（中）。ボードゲームカフェ〈 ゆこる 〉には、
世界中のボードゲームが。個室を借りてグループで楽しむことも（左上、
左下）。
店内には、五十嵐さんが好きな
作家の器が並ぶ。丸い石のよう
な一輪挿しは、札幌市の陶芸家、
安部郁乃さんの作品。
「つるん
とした感触と、野草が似合う素
朴な感じも気に入っています」
ライター、
編集者。函館市生
まれ。18歳のときに東京へ。
現在は、
2拠点生活。函館を
俯瞰したいという思いを込
め、HP には飛行機から見
た函館山を。inandout-

五十嵐有紀さん
ヒトがいてマチがある

from

18

HOKKAIDO

HAPPY NEWS
illustration: Yoshifumi Takeda
text: Chigusa Ide

北海道発

photo: Asako Yoshikawa text: Aya Shomura

係員はバッジを着用しています。

AIRDO INFORMATION

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

お見かけの際はお気軽にお声がけください。

www.airdo.jp
北海道観光マスター

TOPIC

2

北海道フードマイスター

AIRDOからのお知らせやキャンペーン情報を皆様にお伝えします。

サービス介助士

TOPIC

My AIRDO会員限定

人気の機内販売品を、期間限定でAIRDOポイントと交換ができる
「DO MILE MARCHE」
の第 2 弾を実施中!!

1

世界中の北海道ファンへ北海道の魅力を発信！

AIRDOは HOKKAIDO LOVE！プロジェクトを応援しています。

AIRDOポイントで機内販売品と交換できる

「HOKKAIDO LOVE！」

「DO MILE MARCHE」

このキャッチフレーズの下、北海道を愛する

ご好評により、9月30日まで第2弾を実施しています。

世界中の北海道ファンと思いをひとつにしてみませんか？

今回は、
さらに商品を増やしてお待ちしております！
期間

いつかまた北海道へいらっしゃることを待ち望んでいる
世界中の北海道ファンと、
皆さんの北海道の思い出や、

〜9月30日(水)

魅力ある北海道の食や景色、
動植物などの写真や動画を

SNSに投稿することで、交流してみましょう。
をつけて、
「#hokkaidolove」
twitterやインスタグラムで投稿してみてください。

※商品㳋予告㳆㲫変更㲵㳧場合㲨㲞㳦㳚㲵。
※商品㳋㳆㲫㳆㳦次第終了㲠㲻㲳㳚㲵。
詳㲳㲫㳋㲯㲽㳥。
https://www.airdo.jp/campaign/myairdo_domilemarche2/

あなたの写真を本プロジェクトのホームページで紹介いたします。
6月17日に行われた記者会見の様子（鈴木知事のスマートフォン撮影による）。
（株）社長、鈴木直道・北海道知事、
右から蒲生 猛・北海道エアポート
堰八義博・前北海道観光振興機構会長、北海道観光PRキャラクター・キュンちゃん。

HOKKAIDO LOVE! プロジェクトとは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い打撃を受けた
エコバッグ

北海道スープ
2 種セット

ステンレスボトル

コンパクトに持ち歩ける
人気アイテム

北海道の野菜がしっかり
味わえるスープ

オフィスでも
レジャーでも活躍

生まれた天然アロマ入浴剤

蒸し暑い季節に必須の
人気アイテム

お買い物に便利なエコバッグ。

北海道北見地方産のたまねぎ

北海道の花に指定されている

カレンデュラやラベンダーな

紺色の涼しげなデザインの扇

マチもあり、
バゲットなども

の旨みが凝縮したオニオン

ハマナスがデザインされたス

ど、北海道の厳選素材で作っ

子。同色のカバーも付いてい

入るたっぷりサイズです。持

スープと、
北海道産のじゃがい

テンレスボトル。保温・保冷

た天然アロマの入浴剤セット。

ます。シルクと竹材で作られ

ち手には補強がしてあるので

もとバターを使用した、
なめら

にすぐれ、飲み口にはパッキ

客室乗務員がデザインまでこ

たシンプルな扇子は、お土産

安心。折りたたんでポケット

かなとろみのじゃがバタースー

ンが付いているので、取り外

だわりました。5 種類のアロ

にも喜ばれそう。ベア・ドゥ

にコンパクトに収納でき、旅

プの2種セット。朝食にも、お

して洗えて衛生的。持ち歩き

マ に 、フ ットリフ レ ッシュ

と花火のイラストがかわいら

詳細はHOKKAIDO LOVE！プロジェクト特設ホームページをご覧ください。

機内でHOKKAIDO LOVE！プロジェクトの

先でも重宝しそうです。

料理の隠し味にもどうぞ。

もしやすいサイズです。

ジェルクリーム付き。

しい人気アイテムです。

https://hokkaidolove.jp/

コンセプトムービーを放映しています。
（一部の機材を除く）
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アロマバス
エッセンス

CAのアイデアから

扇子

北海道内各地の観光産業を支援し、観光需要の回復を目的として発足。
観光関連事業者をはじめ北海道内のさまざまな事業者へも協力を依頼し、
観光復活に向けたオール北海道によるプロジェクトとして
さまざまな取り組みを予定しています。
主催:北海道㳿㳹㴴㱟㴟株式会社、
北海道、
公益社団法人北海道観光振興機構
協力:北海道運輸局、
北海道旅客鉄道株式会社㳗㲧
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SAFETY INFORMATION

安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

機内の安全を阻害する行為について
航空機の安全を阻害する行為のほか、機内の乗客・乗員や機器に危害を
及ぼしたり、機内の秩序や法律を乱したりする行為は「航空法第 73 条
の 3」で禁じられています。特に国土交通省が定めた以下の行為につい
ては、機長の命令に背き行為を中止しなかった場合、50 万円以下の罰
金が科せられます。

1 乗降口または非常口などの扉の開閉装置を操作すること
2 化粧室で喫煙すること
※「喫煙」
には、
電子タバコや加熱式タバコなど、
蒸気を発生させるものも含む

3 乗務員の職務を妨害し、安全の保持などに支障を及ぼす恐れがある
行為をすること

4 禁止された電子機器を使用すること
シートベルトを着用しないこと
5 指示に従わず、

6 離着陸時に、テーブルと座席のリクライニングを元に戻さないこと
7 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
を操作、
移動させること
8 非常用の装置または器具（救命胴衣や消火器など）

安全なご旅行のために

Behavior that jeopardizes the safety of
the aircraft is prohibited by law.
Article 73-3 of the Civil Aeronautics Law of Japan prohibits the following
behavior:
Jeopardizing the safety of the aircraft, endangering its passengers and
their properties, disrupting the order of the cabin, breaking the rules of the
cabin; especially regarding following behavior, as decreed by the Japanese
Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, owing to the
special circumstances onboard an aircraft, in the event that such behavior
is continued against the orders of the Captain, a fine of up to 500 000 JPY
will be charged.
1. Operating the opening / closing devices of cabin doors / emergency
exits
2. Smoking* in the lavatory
*This includes the use of smoking devices that generate vapor.
3. Behavior that interferes with the duties of the crew, which may hinder
the safety of the aircraft
4. Using an electronic device whose use is prohibited
5. Not wearing a seat belt despite being instructed to do so
6. Not returning the seat back and table to their original position despite
being instructed to do so
7. Leaving baggage where it might obstruct an emergency evacuation
8. Operating or moving emergency equipment (such as life vests and fire
extinguishing equipment)

機内での電子機器の使用について
乗降口閉鎖
Door is closed

作動時に電波を発信する
状態にある電子機器
使用可能

使用可能

について、以下のとおり定めています。

作動時に電波を発信する状態にあるものは、出発時
「航空機の乗降口が閉まった時」
から
「着陸後の滑走が終了する時」
までご使用いただけません。
機内モードなどの電波を発信しない状態にするか、電源をお切りください。
［B737-700］
●航空機外の設備と無線通信を行う状態にある以下のもの
携帯電話
（スマートフォン含む）
・PHS・パーソナルコンピュータ・携帯情報端末・
電子ゲーム機・携帯型データ通信端末
●トランシーバー●無線操縦玩具●無線式マイク
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）は常時ご使用になれます。

化粧室内を含む全席での喫煙および火気使用は、火災につながる恐れがあるので固くお断りします。感知器
が作動した場合、引き返しや近くの空港への緊急着陸など重大な事態に至ることがあります。電子タバコや
加熱式タバコなどの蒸気を発生させる喫煙器具も、化粧室内を含め、機内での使用は禁止されています。

タバコ
Cigarette

電子タバコ
E-Cigarette

［B767-300］
●携帯電話
●PHS●パーソナルコンピュータ●携帯情報端末
（スマートフォン含む）
●電子ゲーム機●携帯型データ通信端末●トランシーバー●無線操縦玩具
●無線式マイク●無線式ヘッドホン●無線式イヤホン●電池式ICタグ
●その他、
ほかの電子機器と無線通信を行う機能を有するもの
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
接続
（電子ゲーム機など）
はご使用になれません。
Wi-Fi

・ペースメーカーなど、
医療機器に影響を及ぼす恐れがある場合は、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
また、
機長の判断により使用可能な時期であっても、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
・電子機器の状態の確認のため、
客室乗務員が声をおかけすることがあります。
・緊急時脱出の妨げとなる電子機器類（大型のノートパソコンなど）は、
離着陸時はご収納ください。

お手荷物について

使用可能

使用不可

作動時に電波を発信しない
状態にある電子機器

国土交通省の告示で
「航空機の運航の安全に支障を及ぼす恐れのあるもの」

禁煙のお願いと火気使用について

着陸後の滑走が終了
Taxing

・携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

機内安全のため、持ち込み手荷物削減にご協力をお願いいたします。
機内に持ち込めるお手荷物は、身の回り品（ハンドバッグ、カメラ、

Regarding the use of electronic
devices within the aircraft
Types of electronic devices may differ depending on how an aircraft is
shielded against radio waves. Please check the aircraft type you will board.
[B737-700]
• The following, which conduct wireless communication with facilities
outside the aircraft: Cell phones (including smart phones) / PHS / Personal
Computers / Personal Digital Assistants / Electronic game devices /
Portable data communication devices
• Transceivers • Remote controlled toys • Wireless microphones
* If the wireless communications is not directed “outside the aircraft”, such
as Bluetooth connection between devices (wireless mice and wireless
headphones etc.) and Wi-Fi connection (of electronic game devices etc.)
they can be used at any time.
[B767-300]
• Cell phones (including smart phones) • PHS • Personal Computers
• Personal Digital Assistants • Electronic game devices • Portable data
communication devices • Transceivers • Remote controlled toys
• Wireless microphones • Wireless headphones • Wireless earphones
• Battery operated IC tags • Other devices that communicate wirelessly
with other devices
* No wireless communication within the aircraft is allowed (Bluetooth
connections between devices and Wi-Fi connections etc.).
The use of the above electronic devices is restricted from the time of
departure when the cabin doors are closed, to when the aircraft has
finished taxiing after landing. Please make sure that your devices are set to
not emit radio waves by the time the cabin doors are closed.
Please stow large electronic devices under the seat in the front of you so
that it does not block escape in an emergency.
We may ask you to discontinue using your device if the Captain decides
the safety of the flight is at risk, even if it is a period that they can be used.

傘など）のほか、下記の条件のお手荷物 1 個となります。なお、下
記のサイズ以内のお手荷物の場合でも、客室内に収納できない場合
には、お預かりの手荷物として貨物室に搭載させていただく場合が

機内持ち込み制限品の取り扱いについて

ありますので、ご了承ください。下記のサイズを超えるお手荷物
（キャリーバッグ、ベビーカー、土産袋など）はお預けください。
サイズ

3辺の合計が115cm以内（55cm×40cm×25cm以内）

重量

おひとり様10kg以内
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10㎏以内
例1：
H＝40cm以内
＝
W 55cm以内
D＝25cm以内

10㎏以内
例2：
H＝55cm以内
＝
W 40cm以内
D＝25cm以内

喫煙用ライターはおひとり様1個に限り、
持ち込みができます（オイルタンク式ライター、
プリミキシングライターなどを
除く）。ハサミ・ナイフ類、
その他凶器となり得る物品をお持ちの場合は、
手荷物カウンターでお預けいただくか、
「放棄品
箱」へ廃棄願います。花火や引火性物質などの危険物は、
航空機への持ち込みおよびお預かり手荷物としての取り扱いはで
きません。危険物を所持している場合は、
出発保安検査場に設置されている「放棄品箱」に廃棄願います。詳しくは国土交通
省のホームぺージ（ホーム＞航空＞航空機を利用される方へ＞航空機への危険物の持込みについて）をご確認ください。

ハサミ

カッター

花火
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SAFETY INFORMATION

安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

Please cooperate during
an emergency evacuation

緊急脱出時のご協力のお願い
緊急時は客室乗務員の指示に従って落ち着いて
脱出してください。
非常口座席にお座りのお客様は
緊急脱出時に援助をお願いします。
座席のポケットにある
「非常口座席のお客様へ」
を確認し、
必ず出発前までに援助内容を確認してください。
不明な点があれば、
客室乗務員にお尋ねください。

In the unlikely event of an emergency, please follow the instructions of the cabin crew and remain calm.
Customers sitting near an emergency exit will be asked to give assistance during an emergency evacuation. Please check the card
“[EXIT SEATING] IF YOU ARE ASSIGNED TO EXIT ROW SEAT…”
in the seat pocket, and be sure to confirm the details concerning
assistance before takeoff. If you have any questions, please ask a
flight attendant.

安全なご旅行のために

機内でのお願い
快適にお過ごしいただくために

出発時の機内非常用設備に関するご案内
（ビデオ上映、
客室乗務員
デモンストレーション）
にご注目ください。
安全に関する客室乗務員の案内に
ご協力をお願いします。

● 手荷物収納時や取り出しの際に手荷物が落
下し、負傷する事象が発生しています。手荷
物の収納、取り出しの際はご注意ください。手
荷物は前の座席の下にも置いていただけます。
● 水筒やペットボトルは上の棚に入れずに
シートポケットをお使いください。

Requests while in the cabin

Q なぜ上の棚に入れてはいけないの？
A 上空では気圧の関係で膨張し、蓋が緩

Please pay attention to the pre-takeoff briefing
concerning emergency equipment in the aircraft (video
and demonstration by flight attendants). Please pay
attention to the safety information provided by the
flight attendants.

んでいると水漏れするケースがあります。

緊急脱出時のお願い

Request for assistance during
an emergency evacuation

● 速やかに、また安全に脱出するために、手荷
物は持たないでください。撮影は禁止です。ハ
イヒールは脱いで脱出してください。

To ensure a rapid, safe evacuation, leave
behind all hand luggage. You cannot
assume the correct escape posture if
you are carrying hand luggage. Hand
luggage may get caught in the seat and
impede your escape. Photography and
video recording are prohibited when
you evacuate. Remove high heels before
evacuating.
Before sliding down the evacuation
chute, spread your legs to shoulder
width, put your arms in front of you, and
tilt forward as much as possible.

Q なぜ手荷物を持って脱出してはいけないの？
A 手荷物を持っていると、正しい脱出姿勢が
とれません。また、手荷物が座席に引っ掛か
るなど、脱出の妨げになることがあります。
Q なぜハイヒールは脱がなければいけないの？
A ハイヒールで脱出用シューターを破損してし
まう恐れがあります。
● 脱出用シューターを滑る際は、足を肩幅に広
げ、両腕を前に出してできるだけ前傾姿勢をとっ
てください。
● 脱出後は飛行機から離れてください。
● 客室乗務員が援助のお願いをさせていただく
場合があります。
● 脱出用シューターの脇に立ち、後から滑り降
りてくる人の腕を引き起こしてください。

After evacuating, move far away from the
aircraft.
A flight attendant may ask you to provide
assistance during an emergency evacuation. Please cooperate with the flight
attendant at that time.
During an emergency evacuation, please
encourage others by saying, “Stay calm,
it will be OK.” Stand by the side of the
chute and assist the person who slides after you by pulling on that person's arms.
Tell them to distance themselves from
the aircraft by saying, “Move far away.”

● 飛行機から離れるように「遠くへ逃げて」と
声をおかけください。
●「大丈夫！ 落ち着いて！」とお客様同士で声を
おかけください。

● リクライニング使用時は後ろのお客様への
ご配慮をお願いします。
● テーブルの出し入れはゆっくりと行ってくだ
さい。

For your comfort
There have been incidents where luggage
has fallen and caused injury to others while
passengers were stowing and removing hand
luggage. Please take care when stowing and
removing your hand luggage.
Hand luggage can also be placed under the
seat in front of you.
Water bottles and PET bottles that have
already been opened are susceptible to
leaking due to changes in air pressure during
the flight. Please refrain from stowing them in
the overhead compartment, and use the seat
pocket instead.
Please be mindful of the person behind you
when reclining your seat.
Please take care when opening and closing
the table.

Passengers with children

● シートベルトの金具やひじ掛け、収納式
テーブルに指を挟まないようにお気をつけく
ださい。化粧室の扉、ごみ箱の蓋に指を挟ま
ないようにお気をつけください。

Please take care that your
child’s fingers do not get
pinched by the seatbelt buckle,
the armrest, or the folding
table. Please also take care that
your child's fingers do not get
caught in the lavatory door or
waste bin lid.

Q なぜ幼児は同じ座席列に 1 名までなの？
A 減圧時の酸素マスクは座席数プラス 1 個
（2 列席は 3 個、3 列席は 4 個）ついており、
座席のない幼児が 2 名以上いると足りなく
なってしまいます。

Before takeoff

● 所定の座席にお座りにな
り、シートベルトをお締めくだ
さい。皆様の着席を確認し
た後、飛行機は出発します。

Please take your assigned seats and fasten
your seatbelts. The
airplane will take off after we confirm that all
passengers are seated.

ドア操作中の
お手伝いについて

お子様をお連れのお客様へ

● 同じ座席列に複数名の幼児は着席いただ
けません（座席を確保している場合は除く）。

出発に際し

There is one more oxygen
mask than the number of seats.
Because of the limited number
of oxygen masks, no more than
one infant may sit in the same
row (except when individual
seats are secured).

● 飛行機の出発時、到着時
は客室乗務員がドア操作を
実施します。お手伝いの必要
なお客様へはドア操作実施
後にお手伝いに伺います。

シートベルト
着用サイン点灯中
● 急な揺れに備え、座席で
は常 時シートベルトをお 締
めください。毛布をお使い
の場合は毛布の上からシー
トベルトをお締めください。
シートベルト着用サイン点灯
中は揺れが予想されるため、
座席をお立ちにならないよう
お願いします。化粧室の使
用はシートベルト着用サイン
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乗務員より

Message from the crew

消灯中にお願いします。

緊急事態発生時には皆様のご協力が大きな力になります。
ご協力をお願いいたします。

Having everyone’s cooperation during an
emergency evacuation can make a significant
difference. We look forward to your cooperation.

● ご用のあるお客様はシー
トベルト着用サイン消灯後に

Assistance in
operating doors
The cabin crew will operate the doors before
takeoff and upon landing. After performing
the door operations, the
cabin crew will come
to provide assistance to
passengers requiring it.

When the
seatbelt sign is on
Keep your seatbelt
fastened at all times
in case of sudden
turbulence. If you are
using a blanket, secure
your seatbelt over the
blanket. While the seatbelt sign is turned on,
please remain in your
seat as turbulence can
be expected. Please
use the lavatory when
the seatbelt sign is off.
Flight attendants will
attend to passengers
seeking service once
the seatbelt sign is
turned off.

対応させていただきます。
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知床岬

西単冠山

択捉島

天売島

多楽島

積丹岬
神威岬

仙台

札幌

札幌

0
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名古屋

函館

羊蹄山
洞但湖
内浦湾
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km

東京
（羽田）

札幌

東京
（羽田）

帯広

函館空港

渡島半島

札幌
千歳

登別

室蘭

富良野

東京
（羽田）

函館

女満別

東京
（羽田）

釧路

白神岬

津軽海峡 恵山岬

知床岬
知床半島
羅臼岳

屈斜路湖
摩周湖

阿寒湖

帯広
函館

網走
女満別

北見

苫小牧
日高山脈

東京
（羽田）

旭川

Memanbetsu Airport

サロマ湖
網走湖

支笏湖

Hakodate Airport

東京
（羽田）

女満別空港
大雪山
-旭岳-

奥尻島

紋別

旭川
小樽

新千歳空港

名古屋

Center of Hokkaido
Asahikawa Airport

石狩湾

積丹半島

神戸

New Chitose Airport

1:3,620,000

名寄
士別

留萌

AIRDOが就航している北海道内就航地域にて

札幌

北海道のまん中
旭川空港

焼尻島

歯舞群島 色丹島

（2020年7月31日現在）
※運航航路は天候等の理由により変更される場合もあります。

植樹等森林整備活動を実施しているエリア

稚内

天塩川

太平洋

北海道と各地を結ぶ、10路線を運航しております。

AIRDO絆の森

利尻島
利尻山

ラッキベツ岬

神威岳

色丹水道

志発島

根室半島

国後島

ケラムイ崎
水晶島
納沙布岬

野付崎

野付水道

根室

運航区間

但但岳

野寒布岬 宗谷岬

散布山

オホーツク海

羅臼岳

ルートマップ

就航空港

礼文島

知床半島

国後水道

ROUTE MAP

斜里岳

中標津

十勝川

釧路

野付崎
納沙布岬

根室
根室半島

浦河
十三湖
竹島

恐山

津軽半島

たんちょう釧路空港

下北半島
襟裳岬

Tanchˉo-Kushiro Airport

青森
小川原湖

八甲田山
男鹿半島

とかち帯広空港

三沢
十和田湖

Tokachi-Obihiro Airport
八戸

秋田
田沢湖
隠岐諸島
酒田

佐渡島
出雲

大山

鳥取

瀬戸内海

石鎚山

小豆島

坂出

高松

三好

阿波

高知

剣山

福井

若狭湾

明石

播磨灘

鳴門 淡路島

徳島

富山

京都

神戸
大津
大阪
奈良
和歌山
津

大台ヶ原山

田辺

熊野
潮岬

磐梯山

AIRCRAFT

諏訪湖
諏訪

木曽川

駒ヶ岳

名古屋

甲府

豊橋

新宮

中部国際空港
Chˉubu Airport

遠州灘

静岡
大井川 駿河湾
御前崎

山中湖

さいたま
東京

箱根山 横浜
芦ノ湖
三浦半島
伊豆半島
大島

全長54.94m、全幅47.57m、全高15.85m
座席数 286・288・289席
最大飛行高度※ 約13,150m 巡航速度※ 約862km/h

Sendai Airport

日立

ボーイング737-700

水戸
霞ヶ浦

沼津

下田

仙台空港

大子

筑波山
河口湖

ボーイング767-300

いわき

宇都宮

八ヶ岳

富士山
富士川

阿武隈川

北上川
石巻

中禅寺湖

前橋

伊勢湾

松島
仙台湾

那須岳

飯田

豊田

仙台

郡山
男体山

三陸海岸

気仙沼

福島

会津若松
猪苗代湖

白根山

穂高岳
松本

岐阜

浜松
天竜川

蔵王山
米沢
白石

長野

槍ヶ岳

御嶽山

志摩

山形

長岡

黒部川 白馬岳 妙高山
鑓ヶ岳

高山

琵琶湖

柏崎

黒部

立山

白川

小浜

釈迦ヶ岳

紀伊半島
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白山

新潟
富山湾

乗鞍岳

蒲生田岬
室戸
室戸岬

舞鶴

氷見
高岡
神通川

姫路

安芸

土佐湾

金沢

加賀

福知山

岡山

小松

東尋坊

経ヶ岬

美作
倉敷

朝日岳

七尾

K obe
ˉ Airport

豊岡

四国中央

佂石

神戸空港

倉吉

三次

福山

使用機材

月山

米子

尾道

宮古

松江

浜田

花巻

鶴岡

能登半島

宍道湖

八幡平

盛岡

鳥海山

木更津

千葉

北浦
犬吠埼

東京国際（羽田）
空港
Tˉokyˉo (Haneda) Airport

全長33.60m、全幅35.80m、全高12.50m
座席数 144席
最大飛行高度※ 約12,500m 巡航速度※ 約830km/h
※AIRDOの運航諸元による

銚子
九十九里浜

館山
房総半島

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
（承認番号 令和情使、第415-GISMAP42612号）
2万5千分の１地形図を使用した。
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My AIRDO / AIRDO ONLINE Service

AIRDO CHANNEL

AIRDOをさらに便利に、お得にご利用いただくためのご案内

「AIRDO CHANNEL」
ではAIRDOが力を注ぐさまざまな取り組みを隔月でお知らせします！

AIRDOのCSR活動について
「北海道の翼」
としていまできることを、
地域の皆様に順次お届けしています。
My AIRDO

AIRDO ONLINE Service

「My AIRDO」
とは、
会員専用ページで簡単にご予約ができ、
ご搭乗で貯めたAIRDOポイントを特典航空券に交換できる
AIRDOのWeb会員サービスです。

「AIRDO ONLINE Service」
は、
あなたの旅のコンシェルジュ。
旅のご提案から搭乗のサポートまで、いつもあなたのそばに。
頼れる旅の味方です。

※通信にかかる費用は、お客様のご負担となります。

1

2

新型コロナウイルス医療関係者の
方々に機内食などを寄贈

小樽の老舗酒蔵〈田中酒造〉
による
消毒用エタノールの使用を開始

AIRDO ONLINE Serviceでできること
My AIRDOに入会すると……
1

AIRDO ポイントを貯めて
特典航空券と交換！（DO マイル）

インターネット予約キャンセル
待ちサービスの利用が可能！

ご利用いただく搭乗日・区間・便ごと

ご希望のフライトが満席の場合、My

に必要な AIRDO ポイント数が異なり
ます。

AIR DO 会 員 の 方 限 定 で AIRDO
Web サイト（PC・スマートフォン）よ

※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭

り予約キャンセル待ちをお申し込みい

乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

ただけます。座席がご用意できた場

搭乗いただいた AIRDO ポイントが有
効期限日までにマイページへ反映され
た場合、都度有効期限が更新されます。
※ボーナスポイントの有効期限は更新
されません。
※特典航空券ご利用日において、有
効期限が過ぎているポイントは使用で
きません。

LINE で搭乗

「旅」「航空」「北海道」に関する情報

指定を済ませていれば、予約照会をし

をゆるく発信していきます。あなたの

て、搭乗に必要な 2 次元バーコード

旅のよりみちをお手伝い！

を LINE で取得できます。保安検査場

が送信されません）
。

道民会員の登録が可能！

My AIRDO 会員に限り、道民割引運
賃をご利用の際に必要な「道民会員
登録」が可能です。

AIRDO は北海道庁を通じて、新型コロナウイルスと闘う医
療関係者の方々に機内食などを寄贈しました。
新型コロナウイルス感染拡大を受け、最前線で対応される
医療関係者の方々への支援に向けた各種取り組みがなされて

AIRDO では空港および機内消毒用として、小樽の老舗酒蔵
〈田中酒造〉が製造する消毒用エタノールの使用を開始しま
した。
空港における手指消毒用として空港搭乗口に設置するほか、

4 空席照会・予約 ＊2

います。AIRDO においても航空会社としていまできる支援と

毎日の夜間の機内消毒にも使用しています。 この消毒用エタ

でかざしてスマートに。空の旅が、さ

5 予約確認・購入・座席指定 ＊2

して、感謝の気持ちを込めてお届けしました。

ノールは北海道産の酒米を使った商品で、同社では感染拡大

らにシンプル・手軽になります。

6 運航の見通し ＊2

でも搭 乗 口でも、AIRDO なら LINE

合は、メールでご連絡いたします（一
部の運賃は預かり期限当日のメール

3 北海道の旅情報〜旅のよりみち〜

エアライン初！*1 予約・購入・座席

7
2

My AIRDO会員ログイン ＊2

My AIRDO 会員連携

会員連携により、航空券のご予約・

＊ 1 「LINE ビジネスコネクト」を活用

ご購入等に、これまでメールにて配信

し、エアラインとして初めて、搭乗サー

していた確認メッセージを LINE でお

ビスおよび搭乗サポートサービスの提

受け取りいただけるほか、2 次元バー

供を開始（LINE 社調べ）。

コードの取得も簡単にできるようにな

＊2

ります。

なお、今回の寄贈にあたっては、寄贈商品のひとつ〈丘のお
かしセット〉を販売する美瑛町農業協同組合（JA びえい）様に

の収束と酒米消費につなげるべく、製造を行っています。

AIRDO はこれからも北海道にこだわりながら、安全・安心

趣旨をご賛同いただき、数多くを無償でご提供いただきました。

な空港・機内環境づくりに努めてまいります。

上／中野祐介北海道副知事
（右）
、
AIRDO 取締役（CSR担当）大橋裕二（左）。
下／寄贈先である医療従事者の皆様。

上／田中酒造 代表取締役社長・田中一良氏、
AIRDO 執行役員運送本部長・辻新一。
下／空港搭乗口に設置する手指消毒 田中酒造 アルコール70 。

4・5・6・7 の 機 能 は AIRDO
Web サイトに移動します。

航空券の予約＆購入がスムーズ！

My AIRDO にログインすると、名前

My AIRDOに

や電話番号などの基本情報が自動表

入会してね

示され、航空券の予約・購入がスムー
ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認 ができ、
メールサービスへの登録も簡単です。

AIRDOでは Web 会員を
随時募集しています。

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？
「AIRDO」LINE公式アカウントでご利用いただけるサービスです。
AIRDO ONLINE Serviceは、
以下の方法で友だち登録をしてください。
「・・・」
をタップ 2. 公式アカウントをタップ
1. LINEを起動し、
またはアカウントID
「@airdo」
を入力
3. ページ上部の名前またはID検索に「AIRDO」

ウェブサイト
（www.airdo.jp）にアクセス。抽選でプレゼントが当たります！
ウェブサイトからアンケートにお答えいただくと、
「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼント!
入会費・年会費無料。

その他の取り組み・支援

2020年度 AIRDO航空教室がスタートしました！
6月23日・24日、十勝管内の小・中学校にて今年度初めての「AIRDO航空教室」を実施しました。
2009年の開始から12年目を迎えた航空教室では、運航乗務員・客室乗務員・整備士が講師となり、
飛行機が飛ぶ仕組みや機内アナウンス体験、
一日の業務の流れなど、実体験を交えながら、
仕事と向き合う姿勢、
やりがい、
コミュニケーションの重要性を児童・生徒さんにお伝えしています。
今年度は例年と異なり新型コロナウイルス感染症の対策として、
マスク着用や
ソーシャルディスタンスを確保するなど、小・中学生の皆さんの安全・安心を最優先に実施してまいります。
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大きさの目安

5cm

10cm

15cm

20cm

25cm

スープカレーの縦サイズ

INFLIGHT SALES

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長
北海道スープ2種セットの縦サイズ
オニオンスープの縦サイズ

機内販売
機内では、
北海道にこだわったAIRDOオリジナルグッズも販売しております。

北海道スープ2 種セット

スープカレー

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

Soup Curry

北海道浓汤组合
（两种）
／北海道濃湯組合
（兩種）
홋카이도산 야채 컵스프 2종 세트(양파, 감자)

汤咖哩／湯咖哩
스프 카레

¥1,000

¥1,100

じゃがバター6.5g×15本
内容量：たまねぎ5g×15本、
パッケージサイズ：縦約14.5cm×横約15.3cm×奥行約4.5cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

内容量：450g
（具材スープ350g、
カレースープ100g）
パッケージサイズ：縦約21.8cm×横約16cm×奥行約4cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

北海道の野菜が
しっかり味わえるスープ

高校生たちが丹念に
育てた野菜がたっぷり

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝縮したオニ

北海道で農業を学ぶ高校生たちが作った野菜をたっ

オンスープと、
北海道産のじゃがいもとバターを使

ぷり使ったレトルトのスープカレー。道内14の高校

用した、
なめらかなとろみのじゃがバタースープの2

とAIRDOによる「空飛ぶスープカレープロジェク

種セット。朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

ト」から生まれた、
産学連携の商品です。

オニオンスープ

CA ベア・ドゥぬいぐるみ

Cup Soup Onion

Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

Bear Do 空姐泰迪熊／Bear Do 空姐泰迪熊
Bear Do 승무원 테디베어

¥500

¥2,000

内容量：たまねぎ5g×15本
パッケージサイズ：縦約12.2cm×横約8.2cm×奥行約4cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

北海道北見地方産の
たまねぎの豊かな風味

大人気ベア・ドゥが
CAユニフォームで登場

全国一の収穫量を誇る北見地方産のたまねぎから抽

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続いて、
CA姿

出したエキスを粉末化し、
約40％も配合したオニオ

のベア・ドゥが登場。スカートのスリットにはAIRDO

ンスープ。そのままでも、
カレーや煮物などの味を

カラーが。袖口も実際のユニフォームを精巧に再現

引き立てる調味料としてもお使いいただけます。

しています。従来になく自立するのもポイント。

※予告なく販売商品を変更する場合があります。 ※各商品とも消費税込みの価格です。 ※写真内の小道具は販売商品に含まれません。
※写真は実際の商品と異なる場合がございます。 ※販売数に限りがございます。
ご了承ください。
※「大きさの目安」
は多少の誤差が生じる場合があります。
ご了承ください。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、販売の実施を控える場合があります。

39

※お支払いは現金のみとさせていただきます。 機内販売商品購入時に、
客室乗務員へAIRDOカードをご提示いただくと、
合計金額から以下のとおり値引きいたします。
合計金額500〜1000円は100円引き、合計金額1001〜2000円は200円引き、合計金額2001〜3000円は300円引き。以降1000円加算ごとに値引き額を100円加算いたします。
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AUDIO PROGRAM

FOOD & DRINK

機内オーディオ案内

お食事とお飲物

AIRDOがセレクトしたオリジナルの音楽番組をお届け。機内で北の音楽をお楽しみいただけます。

5ch

60 分
プログラム

6ch

Scene from Hokkaido

AIRDO♪

〜北の空より〜

空の上の半﨑美子

60 分
プログラム

8ch

60 分
プログラム

FM-JAGA presents
「まるっと北海道」

「さっぽろ応援大使」を務めるシンガーソン
グライター半﨑美子さん自らがナビゲート
する特別な 1 時間！ 彼女の歌の魅力たっ
ぷりにお送りします。

9ch

北海道にこだわった飲み物をご用意しております。お気軽にお近くの客室乗務員に声をおかけください。

60 分
プログラム

ソフトドリンクやアルコールをご用意しております。

有料

無料

なくなり次第終了

AIRDO♪
キッズソングおもちゃ箱

HOT

Blend Coffee

アニメの主題歌をお送りします。

北海道风味咖啡
北海道風味咖啡
홋카이도 블렌드 커피

OVER THE TOP

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

北海道

REAL×EYEZ
J×Takanori Nishikawa（エイベックス）
ハピネス*センセーション

［オープニング］
夏は来ぬ
かなりやとうばん（nobara records）
［夏の星空］
夜がくる

北海道各地の観光地や食、イベント情報の

明日を拓こう（日本クラウン）
布石 （日本クラウン）
お弁当ばこのうた〜あなたへのお手紙〜

ほか、音楽と帯広出身の落語家による落
語も楽しめます。ナビゲーターは、ラジオ局
〈FM-JAGA〉
（帯広市）の浅岡めぐみ。

川久保秀一（Big Luck Records）

（日本クラウン）

笠原瑠斗（SOUNDFOUN.C.C）

母へ （日本クラウン）

明日の空へ

朝凪 （日本クラウン）
さよなら人類（シングルヴァージョン）

銀河鉄道999

心の活路 （日本クラウン）

遠藤正明（ランティス）

明日への序奏 （日本クラウン）

Passerby（Piano Ver.）
Yui（OVERVIEW / SELECTIVE）

サクラ〜卒業できなかった君へ〜

ソリテュード

昴 -すばる谷村新司（ポリスター）
［夏の星空〜星座］

（日本クラウン）

永遠の絆 （Hanzaki Music）
感謝の根 （日本クラウン）

NAPOLIN Shochu and Soda

Hokkaido Haskap and
Guarana Soda

札幌经典啤酒
札幌經典啤酒
삿포로 클래식 맥주

NAPOLIN酸鸡尾酒
NAPOLIN酸雞尾酒
NAPOLIN 사워

蓝靛果味北海道瓜拉那饮料
藍靛果忍冬味北海道瓜拿納汽水
홋카이도 가라나 하스카프 맛

¥500

¥500

HOT

オニオンスープ
Onion Soup
北海道产洋葱汤
北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

※8月8日までの販売となります。

北海道北見地方産の
玉ねぎで作る人気の味。

¥100

たにぞう、
稲村なおこ、
スマイルキッズ

おまめ戦隊ビビンビ〜ン

アルコール飲料に
おつまみが付きます。

COLD

別海町郊楽苑のショートチーズ

エビカニクス〜キッズバージョン〜

ほたる日和（フタバレコード）

よさこい、
ソーラン！
真園ありす（キングレコード）

緑茶
Japanese Green Tea
日式绿茶
日式綠茶
일본 녹차

スマイルキッズ（キングレコード）

セピアフィッシュ

明日へ向かう人 （Hanzaki Music）

荒川ケンタウロス（exPoP!!!!! Label）

SAPPORO CLASSIC Beer

ブンバ・ボーン！

河野玄太、わたなべふみこ（キングレコード）

saji（キングレコード）

たま（日本クラウン）

天文学的少年

1・2・3
After the Rain（そらる×まふまふ）

ナポリンサワー

（キングレコード）

それでも、
ぼくはぞうきん （日本クラウン）

マーク・HAMA（日本クラウン）

小倉唯（キングレコード）

ハスカップガラナ

サッポロクラシック

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

Traveler

ブレンドコーヒー

家族みんなで楽しめる子どもの歌やテレビ

きただにひろし（エイベックス）

パーソナリティ：音尾琢真
旭川市出身。演劇ユニット〈TEAM NACS〉
所属。毎週木曜 24 時 15 分から『ハナタレ
ナックス』
（HTB）に出演。

ソフトドリンク各種を
無料でご用意しております。

国産茶葉100%使用の
香り高い緑茶飲料。

AIRDOのエコ活動について

紅蓮華

LiSA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

神山純一（FM-JAGA）

AIRDOでは環境に配慮した取り組みを行っております。

光射す方へ

COLD

宮野真守（キングレコード）

立川談吉の落語タイム
「猫と金魚」
帯広出身、
立川談吉の落語でお楽しみください。

おどるポンポコリン
ももいろクローバーZ

スターマーカー

KANA-BOON
（ソニー・ミュージックレーベルズ）

ミネラルウォーター
Mineral Water

エコステッカーの配布

矿泉水
礦泉水
홋카이도 미네랄 워터

機内販売商品をご購入いただき、
包装袋を不要とされたお客様にはノベルティとしてオ

feat.まるちゃんと仲間たち（キングレコード）

リジナルステッカーをお渡しいたします（1度の購入につき1枚）。ステッカーは4種類か

世界の地図

らお選びいただけます（なくなり次第終了）。

北海道大雪山のふもと、
上川町の天然水。

OAU（トイズファクトリー）
夏の大三角形

しり鳴りしゃもじ
（岩手県民話）

NICO Touches the Walls

乙女座 宮
岩崎宏美（テイチクエンタテインメント）

半﨑美子上京 20 年という節目に書いた、特
別な一曲。編曲は亀田誠治が担当。一途に
ひたむきに生きる人たちへ送る人生賛歌です。

Black & White
VII
Aireal

（TOKIWA RECORDS）

踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭

村松崇継（ミディ）

バイオマスを使用した包装袋

オトッペおんど

包装袋は、植物由来の原料であるバイ

天童よしみ、DJシーナ
（CV：久野美咲）、

1ch

高本一郎（Zipangu）

「うた弁 2」発売記念コンサートツアー 2019
『銀河鉄道 39 〜きらり途中下車の旅〜』
（DVD/Blu-ray）

script: こばやし さかえ

年に一度の集大成ツアー東京公演の模様
をほぼノーカットで収録。映像とともに見
せる物語のようなステージ作品です。

Voyage

大塚文雄（キングレコード）

ウィンディ
（CV：井口裕香）、

［テーマ曲］

苹果汁
蘋果汁
사과 주스

サトシン&河野玄太（キングレコード）
神山純一（FM-JAGA）

メタルク
（CV：千葉進歩）

ラジオ
放送

（テイチクエンタテインメント）

指定農園果実を使った、
芳醇な味わいとやさしい甘さ。

オマスを使用したエコ素材へリニュー
※お休み中のお客様には声をおかけしません。

アルいたしました。サトウキビ由来の

お目覚めの際、お気軽にお申しつけください。
※無料メニューは、すべて紙コップでの提供となります。

認
バイオマス原料を25%以上配合し、
証を得てバイオマスマークを取得した
エコロジカルな袋です。こちらを使用

NHK第一放送

することで、石油資源の節約と地球温

当日のニュースや生活情報を配信していま
す。※一部機種ではお聴きになれませんの
でご了承ください。

暖化防止に貢献してまいります。

AIRDOのエコ活動へのご理解、
ご協力ありがとうございます。

各種サービスについて
※シートベルト着用サイン消灯時にご利用になれます。 ※数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。
環境に配慮してイヤホンを洗浄・殺菌し、
再利用しています。お降りになる際、
回収にご協力ください。
皆様のご理解、
ご協力に感謝いたします。
※AIRDOでは、
（機内サービス、
機内販売の映像は除く）。
※機材により、
表記内容と実際のプログラムが異なることがございます。 ※上空で上映する映像は、2または3chで音声がお聴きになれます
※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。 ※イヤホンをご希望のお客様は、
客室乗務員までお知らせください。 ※お手持ちのイヤホンもご利用いただけます。
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アップルドリンク
Apple Juice

はなさかじいさん

［エンディング］
中島みゆき（ヤマハ）

COLD

Token of thanks for eco

MORNING MIST

The Choice of Hercules II

最後の女神

Token of thanks for eco

Boarding Pass

『布石』

さそり座の女
美川憲一（日本クラウン）

Token of
thanks for eco

民話をうたうダンス会

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

※内容、銘柄、価格については変更する場合がございます。 ※運航状況により、
サービスが実施できない場合がございます。
※有料メニューは各商品とも消費税込みの価格です。 ※機内で提供・販売する食品のアレルギー情報が必要なお客様は、
客室乗務員にお尋ねください。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、
各種サービス・販売の実施を控える場合があります。

〈北のブランド金賞〉とは、北海道内で
こだわりをもって開発された製品を札幌
商工会議所が〈北のブランド〉として認
証しており、その中でも、すでに市場か
らの高い評価を確立し、地域を代表する
製品を「金賞」として認証しています。
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割がキツ

﹁いままでいろんな動物を撮って
きましたが︑被写体の

とから移住を決意したそうです︒

どんかわいく思えてきたんです﹂

撮り始めたキツネでしたが︑どん

﹁風景写真の合間︑練習のために

こともたくさんしてくれるし︑仲
日待つケースや︑

巣穴に到着してすぐ撮れること
もあれば︑ 〜
ということもあると言います︒

今年はダメだからまた来年来よう

5

マンの井上浩輝さんが︑本格的に

4

写真を始めたのは 歳の頃︒仙台

そうキツネの魅力を語るカメラ

間に対する思いやりもあるんです﹂

ネ︒頭が良くて人間が予期しない

9

﹁焦るといい写真が撮れないので︑

たいと思う︑好きな被写体がそば

で法律を勉強していたときに東日

にあること﹂だそう︒井上さんに

カメラマンに必要なのは﹁撮り

う気持ちが強くなったことがきっ
とってのキツネのような存在があ

おなかが空いたら出直します
︵笑︶
﹂

かけでした︒その後︑美瑛で緑の
れば︑いい写真が撮れるまで夢中

本大震災を経験し︑﹁目の前にある

丘と青い空の美しいコントラスト
で頑張ることができるはずです︒

右／珍しい白いエゾリス、
左上／母ギツネが巣を離れ、
子ギツネた
ちがのびのび遊び始めた瞬間がシャッターチャンス（ともに井上
さん撮影）。左下／幾度となく通っている、真狩村のキツネの巣。
キツネに限らず嫌がられたら、
すぐにやめるのがポイント。

に胸を打たれ︑﹁こんな場所で風景

素敵なものを撮り残したい﹂とい
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焦りは禁物…

教えて！

photo: Atsushi Tanaka text: Satoko Nakano

札幌市出身。大学院修了後に風景写真を撮り始め、キ
タキツネを中心とする動物撮影も開始。2017年には
『北国からの手紙 キタキ
TBS系列『情熱大陸』に出演。
ツネが教えてくれたこと』
（アスコム）などの著書も。

を撮って過ごせたら﹂と思ったこ

「滝の水が生き物に見えたり、カメラ
でしか写すことのできない世界が好
き」と、すでにプロの視点を養いつつ
ある龍仁くんは、東川町の写真少年団
に所属。
「自分の撮りたい瞬間がくる
まで、
どれくらい待ちますか？」

夢の
叶え方︒

安永龍仁くん
（小学 5 年生／東川町）
の夢
“瞬間”を撮りたい

子どもには大きな夢があります。
北の大地で夢を掴んでいる人に、
その叶え方を教えてもらいました。
教えてくれた人： 井上浩輝さん

第19 回

カメラマンになりたい
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