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安全なご旅行のために

今月の表紙
1960年代から空撮に挑み、北海道の
自然を撮り続けていた小樽市生まれ
の写真家、清水武男さん。表紙の写
真は、2000年秋、セスナ機に乗って
撮影したという大雪山国立公園。色
鮮やかな紅葉は、
息をのむ美しさだ。
photo: Takeo Shimizu
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秋︑
広い大地と豊かな自然︒北海道そのものが︑
まるで大きな公園のよう︒
地域ごとに異なる多種多様な景観には︑
いつも驚き︑
感動させられる︒
今年の秋は︑北海道の中にあるさま ざまな公園に足を延ばして︑

4
5

大きな空の下︑
この時季だけの自然︑そのすばらしさを実感してみよう︒

photo: Ikuya Sasaki (P4·5·12·13), Isamu Wakana (P6·7), Jun Morohashi (P8·9), Yoshinori Sato (P8·9)
text: Chigusa Ide (P5·10·11·14·15), Satoko Nakano (P4·12·13)

公園へ︒

札幌市の中でも特に広大な敷地を
持つモエレ沼公園（詳細は P13 ）。
モエレ山の山頂から市内を一望し
たり、芸術作品ともいえる遊具で
遊んだりと、
一日中楽しめる。

と湖と火山の国立公園﹂と

その自然環境を象徴する生物が
さい︒とはいっ

かってみてくだ

まずはお湯に浸

ントは温泉です︒

阿寒湖のマリモです︒ところが︑
ても︑リラッ

呼ばれる阿寒摩周国立公園︒

公園内には摩周湖や屈斜路湖も
クスしてあれ

﹁森

あ る の に︑ マ リ モ が 分 布 す る の
これ考えをめ

くっしゃろ

は阿寒湖だけ︒不思議ですね︒

は本来︑汽水環境に棲む生物だっ

と も 確 か め ら れ ま し た︒ マ リ モ

国立公園︒
基本的にバクテリアの世界で

含 み ま す︒ そ の た め︑ こ ち ら は

と こ ろ が︑ 阿 寒 湖 の 湖 水 の 塩

たのです︒

中性の単純ナトリウム泉
分は淡水レベルにとどまります︒

す︒ 片 や︑ 阿 寒 湖 温 泉 は
で︑一般的な生物の世界

いたのはカルシウムやマグネシ
結果は予想どおり︒ミ

湧水を探してみました︒

ま せ ん︒ そ こ で︑ 湖 底

れているものの︑水温が 度を

温泉の湧出は湖内の各所で知ら

です︒硫黄臭がないから︑ 他 方︑ 中 性 で ミ ネ ラ ル を 含 ん だ
マリモの生育が可能なの
ですね︒

ありません︒匂いと味
ウ ム な ど の ミ ネ ラ ル で す︒ 実 は

ぐらすためでは
を確かめるのが目的です︒屈斜路
世 界 的 に 見 る と︑ マ リ モ は ヨ ー

マリモは緑藻類の一種で︑美し
い球体を形成することで知られ
湖と摩周湖に挟まれた川湯温泉

とも称され

﹁神秘の生物﹂

は謎に包まれ︑

と 苦 み を 感 じ ま す︒ 温 泉 情 緒 に

無臭︒よくよく味わうと︑ちょっ

これに対して︑阿寒湖温泉は無味

酸っぱくて舌がピリピリします︒

度に希釈した海水でマリモを育

分 布 し て い ま す︒ さ ま ざ ま な 濃

水と淡水が混じる汽水域に多く

ロ ッ パ 北 部 の バ ル ト 海 な ど︑ 海

マリモと阿寒湖︑それぞれの特

の群生が確認されました︒

湧き出す浅瀬でマリモ

ネラルを含んだ冷水が

超えるとマリモは生存でき

て い ま す︒ 国 の 特 別 天 然 記 念 物
は︑硫黄の香りが強く︑なめると

しかも︑苦みのもとになって

てきたものの生態

として古くから保護の対象になっ

てきました︒

け れ ど も︑ こ う し た 違 い が 水
実験で︑カルシウム

成した培養液を使った

ですね︒

する生物だったの

阿寒の自然を象徴

す︒マ リ モ は ま さ に

地になったというわけで

て︑ 海 か ら 離 れ た 火 山 湖 が 生 育

異性とさまざまな偶然が相まっ

て て み た と こ ろ︑
くら

あふれた川湯温泉と比べると︑何
分の

近年︑研究

1

いに薄めた塩分でよく育つとわ

生生物のありように大きく影響
やマグネシウムが

だか物足りない気がします︒

うやく神秘のベー
し て き ま す︒ 川 湯 温 泉 は 水 質 が

が 進 ん で︑ よ
ルに包まれたマリモの実体が明
酸 性 で︑ 酸 素 を 使 っ て 呼 吸 す る

か り ま し た︒ま た 人 工 合

ら か に な っ て き ま し た︒ マ リ モ

☎ 0154-67-2624

道内には 6つの国立公園がある。道内最古のひとつであり、

北海道の宝物と呼びたい希少な自然、
その魅力を知っておきたい。

2017年に拡張して名称を変更した阿寒摩周国立公園に、再注目。

釧路国際ウェットランドセン
ター阿寒湖沼群・マリモ研究
室室長。北海道大学客員教授。
「マリモはみんなで守る」を
モットーにマリモの生態解明
と普及・保全活動に取り組む。
世界でも阿寒湖でしか見られな
い大型球状マリモの群落。
表面が
緻密で美しいのが特徴で、
大きな
ものは直径30センチを超える。

が な ぜ 阿 寒 湖 に い る の か︑ そ の

4

20

生育に要されるこ

阿寒湖管理官事務所

問

N a t i o n a l Pa r k
勇
文・若菜

3

生物にとって有毒な硫化水素を

Akan-Mashu National Park

2
0
0
0

阿寒摩周国立公園

25

1

答 え も 得 ら れ つ つ あ り ま す︒ ヒ

マリモを育む阿寒湖︒中性でミ
ネラルを含んだ湧水がマリモの
成長を促し︑入り組んだ地形や
特異な風波が球形化に必要な浅
瀬での回転運動をもたらす︒

雄阿寒岳の麓から湧き出す温泉︒
周辺は汽水域あるいは温暖な地
方に分布する水生生物の棲み処
になっている︒写真はマリモの
近縁のタテヤママリモ︒

阿寒湖の南に位置する白湯山︒
中性の蒸気が噴き出る山頂部は
地温が 度を超える場所もあり︑
熱帯から温帯に分布するコケ類
が生育している︒

雌阿寒岳の東山麓に広がる白水
ボッケの温泉群︒阿寒湖から離
れるにつれて︑湧出する温泉の
水質は中性から酸性︑アルカリ
性へと変化し︑特異な生態系を
形づくっている︒

雌阿寒岳の西山麓から湧出する
オンネトー湯の滝︒微生物の働き
によってマンガン鉱物が生成さ
れる﹁生きた鉱床﹂
で︑
年
に国の天然記念物に指定された︒

Information

6
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Profile

散策すれば、
北海道の公園はもっと楽しい。

海道には天然の林や地形を
万都市の札幌

生かした公園が豊かにあり

ときめかせた︑ひと味違う公園散

きるシーズン︒素敵な予感に胸を

く渡り鳥などとの出合いが期待で

した若鳥や︑北海道を通過してい

に向かうこれからは︑ひとり立ち

倍くらい︶があると便利です︒秋

しょう︒コンパクトな双眼鏡︵

澄 ま せ︑ ゆ っ く り と 歩 い て み ま

小さな声を聞き漏らさぬよう耳を

じゃないかな﹂と意識を向けつつ︑

樹木の梢付近などに﹁何かいるん

がち︒まずはちょっと早起きして︑

中では︑鳥は緑陰に隠れてしまい

かがでしょう︒ただ昼間の喧騒の

ずは近くの公園で探してみてはい

と親しんでみたいと思う方は︑ま

いてすぐの身近な場所にも︒野鳥

です︒それも︑地下鉄の駅から歩

緑地が︑札幌にはいくつもあるの

す︒バー ド ウォッチ ン グ に 適 し た

思いのほかたくさん暮らしていま

ちの目を楽しませてくれる野鳥が

した公園には︑愛らしい姿で私た

がいまも天を仰いでいます︒こう

て昔日を彷彿とさせる大きな樹木

はかつての湧水のなごりが︑そし

森の大地でした︒道庁や植物園に

川が多く︑また開拓以前は巨木の

広大な扇状地に築かれた街だけに

にしても同じ︒豊平川がつくった

ます︒それは

北

鳥と公園︒

6

策を楽しんでみてください︒

札幌駅

豊平
川

南北線

4
南北線﹁北 条﹂駅から西に歩いて構内に入
り︑メインストリートを札幌駅方面に向かっ
て南下︒ハシブトガラなどの小鳥のほか︑途
中にある大野池ではオシドリが子育てを︒

北海道大学

西側の山裾を流れる小川沿いに散策路を歩く
のがおすすめ︒カツラの巨木が見事で︑とき
にクマゲラの声も︒キバシリ︑ミヤマカケス︑
シマエナガなど︑
見られる鳥の種類も豊富︒

円山公園

林業試験場の跡地を利用した公園︒アカゲラ
などキツツキの仲間が子育てにいそしんでい
る︒春と秋には︑いろいろな渡り鳥が通過し
ていくポイントとしても有名︒

豊平公園

大きな池の周囲に散策路が整備され︑市民の
憩いの場として人気︒オシドリなど池の水鳥
の 観 察 適 地 ︒隣 接 す る 豊 平 川 の 河 川 敷 で は ︑
上空を飛翔するハリオアマツバメに出合える︒

中島公園＋豊平川緑地

洋館を囲む緑豊かな静かな庭園︒かつての湧
水を復元した小川が流れ︑
ヤマガラやゴジュウ
カラ︑シメなどが観察できる︒敷地内に三岸
好太郎美術館︑
西隣に道立近代美術館が︒

知事公館＋美術館

札幌市街中心部にある︑
東西約 ・ キロの公
園︒高木の梢付近に︑ときにムシクイの仲間
など意外な野鳥が︒高層ビル街を飛び交うオ
オセグロカモメは︑
いまや札幌の名物的存在︒

大通公園

1

北海道大学植物園＋道庁前庭
大学の付属施設だが一般入場可︵有料︶︒歩く
だけでも小 時間かかる広さ︒アオジやキビ
タキなどに出合える︒道庁前庭では つの池
を周回するミニ散策路で水鳥を観察できる︒

7
9

8
9

7
2

10
11
12
14 13

東西線

5

6
本
館
函

3

1
5

2

街中の公園でも、
さまざまな声が聞こえてくる。
ときには姿を見かけることも。五感を働かせて

ネイチャー系ライター。近著『さっ
ぽろ野鳥観察手帖』
（亜璃西社）が
好評。
「かつてない美しさとわか
りやすさが特徴の一冊。北国の代
表的な野鳥を紹介しており、札幌
以外の地域でも重宝します」

線

18
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そよぐ風、
草木の匂い、
鳥の声……。
北海道では

文・河井大輔

1
9
0
8

B i r d Wa t c h i n g
Profile

1.シメ／主に北海道で子育てする、ずんぐりむっくりでクチバシの大きな鳥。 2.ヤマガラ／道東や道北では少なく、札
幌圏でよく見かけるカラフルな小鳥。 3.キビタキ／さえずりも姿も美しい。あまり人を警戒しない親しみやすさも魅
力。 4.ハシブトガラ／街中でよく見かけるが、
国内では北海道でしか見られない鳥。 5.ゴジュウカラ／頭を下に向け
て逆さに幹を降りてこられる芸当の持主。声も大きい。 6.アカゲラ／「道産子」はエゾアカゲラと呼ばれ、
街の緑地や林
でも見られる。 7.アオジ／本州では高原の鳥、
札幌では平地の林の鳥。ほがらかなさえずり。 8.クマゲラ／原生的な
森に暮らすレアな大型キツツキ。真っ黒な衣装はカラス風。 9.キバシリ／本州ではちょっと高い山の鳥。札幌では円山
公園で子育てする姿が見られる。 10.オシドリ／市内各所で子育てする様子が毎年話題に。樹木の多い水辺を好む。
11.エナガ／近年大人気のシマエナガはエナガという種の「道産子」。白い頭が特徴。 12.オオセグロカモメ／本来は海
岸にいる海鳥。近年、
札幌の都心部に進出して子育てしている。 13.カケス／北海道のカケスはミヤマカケスと呼ばれ、
目が黒く、
頭の色も異なる。 14.ハリオアマツバメ／豊平川の上空などを数羽で高速飛翔している、
細長い翼を持った鳥。

1
2
3
5 4

像を考えました︒

景観デザイン
と公園︒
高 野︵ 以 下︑ 高 ︶ 北 海 道 に は 広
れが︑北海道の公園の面白さ︒

赤 本当の自然がそばにある︒こ

あるのがいいですね︒
高 ︿十勝千年の森﹀ は日高山

い大地と︑圧倒的に豊かな自然が
赤 嶺︵ 以 下︑ 赤 ︶ 公 園 も 単 体 で

年から手がけた︿ 十

はなく︑自然と骨太に結びついて
います︒
高

脈を︑
︿滝野すずらん丘陵公園﹀
は周辺の森を︑それぞれ生かして
きた︒
︿明野ヶ丘公園﹀ は崖！
アイヌ語で崖を表す︿ピラ・リ﹀と

赤 住民の方々と相談しながら︑

平野の﹁川﹂と﹁森﹂の接点にある
いう名の造形を試みたのですよね︒

勝エコロジーパーク﹀ は︑十勝
公園︒大きな自然と共存する公園

赤 人が憩える場所に︑価値を見

上げが倍になる︵笑︶︒

ちゃって︑また買っていく︒売り

ら︑ 子 ど も が お な か 空 い て 食 べ

あ遊んでいこうか﹂って楽しんだ

札 幌 市 の︿ 旭 山 記 念 公 園 ﹀

高 住民との意見交換は重要︒
赤
は︑市民参加のワークショップで
再構築しました︒
高 いまの時代︑公園をいかに活

ができる場所にしたんです︒それ

とき︑周りを公園のような使い方

赤 閉校した敷地に工場を建てる

一般の人を入れている︒

高 白老町の︿ナチュの森﹀ も︑

性化させるかが課題になっている︒ いだしている企業も増えています︒
赤 最近は︑カフェなどの民間企
業が入っているところも増えて︒
高 公園に屋根付きのおしゃれな
シェルターがあって︑在宅勤務の

旭川駅に直結した︿あさ

札 幌 の︿ 宮 ノ 丘 幼 稚 園 ﹀ は

が高まっていくことも︒
高 大きな敷地がある企業は一部
を公園のように使ったり︑一角を
カフェにしたらいいのでは︒
赤 最近はテレワークも増えたの
で︑その機運は高まりますね︒
高 北海道の公園ってとにかく広
いから︑新しい挑戦ができる場所
も山ほどある︒私たちが関わって
稚園﹀も︑
︿ナチュの森﹀も︿麦音﹀
もオーナーの心意気があってこそ︒
赤 この大地で一体何ができるだ
ろう⁝⁝まるで実験をするような
思いで相談してくださった︒

客を狙う商業施設も多いですね︒

んなふうに夢を抱くことができる

ケープが誕生してきたのです︒そ

が膨らんで︑すばらしいランドス
高 ︿ 満 寿 屋 商 店 ﹀の︿ 麦 音 ﹀ ︒

赤 公園的な場所をつくって︑集

軽に散歩ができたら素敵でしょう︒ 高 そして話しているうちに構想

検討したらいい︒隣接した森で気

も︑公園の中に一体化することを

高 幼稚園だけでなく老人ホーム

にというポテンシャルもある︒

いずれは地域のコミュニティの場

ある場所を園児以外にも開放して︑ きた︿十勝千年の森﹀も︿宮ノ丘幼

公園ではないけれど︑森や水辺が

赤

を結んでいけば面白くなるかな︒

あるよね︒公園と民間の施設が手

高 活性化させる方法はいろいろ

ライフスタイルを楽しめます︒

待ち時間にワインを一杯︑そんな

ひか わ 北 彩 都 ガー デン﹀ で は︑

赤

外のカフェで⁝⁝これ︑いいなぁ︒ によって企業の認知度やイメージ

日はそこで仕事して︑ランチは屋
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のも︑北海道の魅力ですね︒

たかの・ふみあき／高野ラン
ドスケーププランニング会長。
30年前に東京から移住。国際
ランドスケープアーキテクト
連盟アジア会長。作品集『ラ
ンドスケープの夢』は必見!

道内には、
スケールの大きい印象的な公園が多い。

お 母 さ ん が パ ン を 買 っ て︑
﹁じゃ

高野文彰さん

あかみね・たきこ／高野ラン
ドスケーププランニング取締
役。高野さんとともに、音更
町を拠点に世界各地で活躍。
多岐に及ぶ作品の詳細は、
HPで。www.tlp.co.jp

1
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赤嶺太紀子さん
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1〈 十勝エコロジーパーク 〉は、
409.2ヘクタールの公園（河東郡音更町十
勝川温泉南18-1 ☎0155-32-6780）。 2 400ヘクタールの森と農地に
造られたガーデン、
〈 十勝千年の森 〉
（上川郡清水町字羽帯南 10 線 ☎
〈 滝野すずらん丘陵公園 〉
0156-63-3000）。 3「生き物の巣」がテーマ。
（札幌市南区滝野247 ☎011-592-3333）の配置図。 4〈 明野ヶ丘公園 〉
（中川郡幕別町明野496 ☎0155-54-6606）の〈 ピラ・リ 〉。 5 市民参加
型の〈 旭山記念公園 〉
（札幌市中央区界川4丁目1 ☎011-200-0311）。

Profile

「北海道ならではの公園とは？」
海外でも活躍する専門家に尋ねてみたら、
進化するべき公園の新しい形が見えてきた。
7

8

6〈 あさひかわ北彩都ガーデン 〉
（☎0166-74-5966）は、
旭川駅南の大
規模なガーデン。 7 野生動物の棲む森や自然のままの小川などを生か
した札幌市〈 宮ノ丘幼稚園 〉は、子どもたちが生き生きと過ごせる場所。
8〈 麦音 〉
（帯広市稲田町南8線西16-43 ☎0155-67-4659）には、
小麦
畑も併設された広い庭がある。 9 化粧品会社〈 ナチュラルサイエン
ス 〉の〈 ナチュの森 〉
（白老郡白老町虎杖浜393-12 ☎0144-84-1272）
は、
工場に隣接したガーデン。店舗やカフェ、
スキンケアサロンも。

Profile
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美 流渡
岩見沢の市街地から車で 分の︑かつて
炭 鉱 で 栄 え た 山 あ い の ま ち ︒人 口 は
人程度︒近年は移住者も増え︑
おい
しいパン屋や飲食店も点在している︒

安田侃彫刻美術館
アルテピアッツァ美唄
閉校となった小学校跡地に︑美唄市出身
の彫刻家・安田侃の作品を 点以上配置
し た 芸 術 文 化 交 流 施 設 ︒広 大 な 敷 地 は ︑
子どもたちの遊び場としても人気︒

Moerenuma Park

住 札幌市東区モエレ沼公園1-1
☎ 011-790-1231

3人のお子さんを育てる編集者の來嶋路子さんに伺いました。

むしろ、遊び場は公園だけじゃないかも…？

園といえば砂場と遊具が

で子どもたちも大好き︒いつも作

品が点在し︑自由に触れられるの

カルチャーショックを覚えました﹂

名もなき公園がすごく広いことに

見沢市の市街地に引っ越したら︑

そういう意味では札幌・大通公園

﹁水があると子どもは喜びますね︒

びスポットとしても人気だそうだ︒

施 設 内 の︿ 水 の 広 場 ﹀は︑水 遊

品に抱きついています﹂

あ っ て︑ 少 し 広 場 が あ る︑

M o e r e n u m a Pa r k
そう話すのは︑ 人の子どもの

というイメージ︒でも東京から岩

﹁公

北海道の子どもは、
どんな公園でどんな遊びをしている？
自然とアートが融合した189
ヘクタールのモエレ沼公園は、
美しく整備された芝生の上を
ただ走るだけでも楽しい。目
の前に緩やかにそびえるのが
〈 プレイマウンテン 〉。

という世界でまた驚いたそう︒

今 度 は〝 家 の 前 が 公 園よ り広 い 〟

置する美流渡地区に引っ越すと︑

沢の市街地からさらに山あいに位

さん︒東京育ちの來嶋さん︑岩見

お母さんである編集者の來嶋路子

る企画展に行くことが多いという︒

ミッド﹀内のギャラリーで行われ

モエレ沼公園は︿ガラスのピラ

は水着を持って遊びに行きます﹂

の︿モエレビーチ﹀も大好きで︑夏

の噴水も楽しいし︑モエレ沼公園

つの遊具エリアを有する︿サク

やソリ滑りに

め︑
冬はスキー

遠く安全なた

﹁︿ プ レ イ マ ウ ン テ ン ﹀は 登 る の

の遊具で︑新鮮な経験ができる︒

インのカラフルかつ個性的な形状

ラの森﹀
では︑イサム・ノグチデザ

﹁ 道路からも

かまくら作り︑夏は花火や自転車

はたいへんですが︑見晴らしは最

というとき︑選ぶのはアートに触

境︒それでも
﹁たまには遠出を！﹂

家の周りだけで事足りる贅沢な環

びをしたりという目的であれば︑

自然と触れ合ったり︑泥んこ遊

海道に来て初めて︑子どもたちと

品が寄り添っているので︑私は北

くなりますよね︒楽しい場所に作

子どものなかでアートへの壁も低

をのびのびさせられる場所だと︑

子どもは作品の中で遊べる︒五感

高です︒大人も美術が堪能でき︑

れられる公園だ︒美術が専門の來

幸せに芸術を体験できました﹂

﹁岩見沢から程近いアルテピアッ

んで帰るのだとか︒

を連れて行き︑一緒にたっぷり遊

たくさんあるのだ︒

言える素敵な公園が︑北海道には

んなで一緒に﹁ 楽しかったね ﹂と

大人は知的好奇心を満たせる︒み

子どもはエネルギーを発散でき︑

ツァ美唄には安田侃さんの彫刻作

が行われるスポットに子どもたち

嶋さん︑仕事も兼ねて展覧会など

なっちゃったんですよね﹂

と 遊 び 放 題 で︑ 公 園 に 行 か な く

子どもと
公園︒

7

大通公園
札幌市の中心部にあり︑季節のイベント
でも賑わう ︑約 ・ ヘクタールの広大
な公園︒噴水のほか︑
イサム・ノグチ作の
遊具︑
ブラック・スライド・マントラも︒

モエレ沼公園

12
※現在は利用できないスペースもありますので、
詳しくは各園にお問い合わせください。
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Profile

來嶋路子さん

東京都出身。1994 年に美術
出版社に入社し『みづゑ』編
集長、
『美術手帖』副編集長な
どを歴任。2011 年に北海道
へ移住し〈 ミチクル編集工
房 〉を設立。michikuru.com

レクリエーションの森を利用される皆様へお願い

林野庁が整備している
「日本美しの森 お薦め国有林」
のなかから、

新型コロナウイルス感染防止の3つの基本 1:人と人の距離の確保、
2:マスクの着用、3:手洗いなどの手指衛生を守ってください。
また、
動植物の保護にご協力いただくなど、
以下のページにある利用上のマナーをお守りください。

樹木の力をより身近に感じられる、
秋に訪ねたい散策路を紹介。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/reku/rekumori/general_rules.html

洞爺湖風景林

置戸町

支笏洞爺国立公園内の風景林は
湖に浮かぶ無人島にもある

奇岩と滝と針広混交林が
つくり出す神秘的な美しさ

日本で3番目に大きなカルデラ湖、
最大水深180メートルの日本で6
番目に深い湖、
洞爺湖。その中央に浮かぶ無人の群島「中島」は、
湖畔
から遊覧船（有料）で訪れることができる。ほぼ半周できる遊歩道が
あるので、
秋は紅葉を楽しみながら自然のすばらしさを存分に味わ
うことも。島内には、
洞爺湖森林博物館もある。

夏は暑く、
冬は流氷の影響も受けて寒さが厳しい、
置戸町。常呂川上
流の山稜地帯にある風景林は、
亜寒帯性針葉樹のトドマツ、
アカエゾ
マツと、広葉樹のシナノキ、ニレ、ミズナラなどから成る。徒歩で往
復90分程度の遊歩道には奇岩や滝、
「森の巨人たち百選」に選ばれ
た三本桂もあり、
展望台からはすばらしい紅葉も堪能できる。
Information

後志森林管理署
☎ 0136-22-0145

ニセコ・神 仙沼自然休養林

上／平均標高450メートルの山地の中にある。右上／根元が三本に分かれ、天高くそびえ
る三本桂。右下／置戸町市街からは車で約30分。遊歩道や展望台へのアクセスは徒歩のみ。

置戸町役場産業振興課
☎ 0157-52-3313

嵐山・神居自然休養林

共和町

旭川市

高原の木道を歩けば美しい湿原に。
その先には神秘的な沼が広がる

伝説や小説の舞台にもなっている
旭川駅近くに点在する自然休養林

ニセコ方面から、日本海に面した岩内町に抜ける道道66号線沿い。
海抜 750 メートルを超える場所に、湿原といくつかの湖沼がある。
駐車場から木道が設置され、
その奥には、
神々や仙人が住むほどに美
しいといわれることから名づけられた「神仙沼」がある。10月下旬
に冬季通行止めになってしまうエリアの、
短い秋を逃さずに。

旭川市の嵐山・神居古潭（こたん）地区には３か所の自然休養林があ
り、なかでも小説『氷点』の舞台になった外国樹種見本林は、スト
ローブマツやヨーロッパトウヒなど52種約6000本が植えられてい
て人気が高い。ほかに、
嵐山公園に隣接した嵐山地区と、
石狩川に面
したダイナミックな渓谷と紅葉が楽しめる神居古潭地区がある。

Information
上／駐車場から沼までは木道が、トレッキングできる散策路もある。右上／高原の中にあ
る湖沼のひとつ、
長沼。右下／木道から眺めることができる神仙沼。

レクリエーションの森、
8 選。
鹿の子沢風景林

洞爺湖町

Information
上／無人島である中島の遊歩道で、四季折々の景観を。右上／湖畔にはキャンプ場や火山
科学館などの施設も多い。右下／洞爺湖に浮かぶ4つの島、
中島には遊覧船で。

道内各地を巡りたい

Information

ニセコ・神仙沼自然休養林（神仙沼地区）
保護管理協議会 ☎ 0135-73-2011

えにわ湖自然の森自然観察教育林

上／神居古潭地区には、90分と120分のハイキングコースが。右上／旧神居古潭駅舎もあ
る。右下／見本林地区の敷地内には、
三浦綾子記念文学館も。

嵐山・神居自然休養林管理運営協議会
☎ 0166-25-5358

上川浮島風景林

恵庭市

上川町

水面を動く
「浮島」
とそこに映る
アカエゾマツ。希少な高層湿原へ

道道沿いに広がる針広混交林を
渓谷、
滝、
川や湖とともに観察

約2000〜2500年前に形成されたという、
標高約870メートルの湿
原には、水生植物、湿性植物、高山植物とアカエゾマツが。秋に実や
葉が枯れ落ちても腐ることなく残り泥炭層となって、
いまでは大小
70余りの沼と、風に吹かれて動く「浮島」ができ、独特の景観をつく
り出している。風景林内には木道がつけられ、
一周は徒歩で約30分。

道央自動車道の恵庭 IC から車で約 15 分のこのエリアは、漁（いざ
り）川をせき止めて造られた「えにわ湖」を中心にした自然豊かな場
所。エゾマツ、
トドマツなどの針葉樹と、
ヤチダモ、
ミズナラ、
エゾイ
タヤなどの広葉樹からなる混交林で、
観察できる公園や歩道も多い。
ラルマナイ自然公園は、
紅葉の景勝地でもある。

Information
Information
上／えにわ湖自由広場・桜公園でも紅葉が。右上／緑のふるさと森林公園には、
たくさんの
遊歩道が整備されている。右下／滝が多い、
ラルマナイ自然公園。

インクラの滝風景林

上／近くには樽前山が。右上／紅葉時期の風景林。右下／インクラの滝は、
樽前山の麓、
「社
台台上」と呼ばれる広大な台地の南側に位置する。流れるのは、
豊富な伏流水だ。

15

写真提供、
取材協力／林野庁、
北海道森林管理局

上／上空からドローンで撮影した風景林。右上／木道までは、未舗装の町道から徒歩で約
30分かかる。右下／沼に映った青空と針葉樹も美しい。

恵庭市レクリエーションの森管理運営協議会
（恵庭市 花と緑・観光課）☎ 0123-33-3131

層雲峡風致探勝林（そううんきょう
ふうちたんしょうりん）
・上川浮島風景林
管理運営協議会 ☎ 01658-2-4058

ぬかびら野外スポーツ地域

白老町

上士幌町

針広混交林に囲まれた名瀑。
その迫力も楽しみながら散策を

雄大な国立公園の中に広がる
深い森の中をゆっくり散策

高さ約44メートル、
幅約10メートルの巨大なインクラの滝。地盤の
運動でできた断崖にあり、
豊富な水量とともに大自然の迫力を感じ
させてくれる。周囲には、エゾマツ、トドマツ、ナラ、イタヤ、カツラ、
ニレなどが生育し、秋になると紅葉でより印象的な景観に。展望台
までは車で。その先には未舗装だが遊歩道があり見晴らし台もある。

大雪山国立公園の中、
標高約550メートルの高山地帯にある、
ぬかび
ら野外スポーツ地域。広大な自然休養林があり、自然観察路や散策
路も設けられている。動植物の生態などを学ぶことができる、ひが
し大雪自然館もおすすめ。また1919年に温泉が発見され、以降、湯
治場として開発してきたことから、
温泉宿も数多くある。

Information

Information

白老町農林水産課
☎ 0144-82-6491

三国峠から見た紅葉。圧巻！ 右上／ぬかびら温泉
上／ぬかびら温泉郷から車で約40分、
郷は「美肌の湯」としても有名。右下／タウシュベツ川橋梁にも近い。

ぬかびらレクリエーションの森協議会
☎ 01564-2-4291
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北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

移住してきた皆さんに、北海道の暮らしについてインタビュー！
photo: Masatsugu Sugawara text: Chigusa Ide

美しい

北海道には、特徴のある
「ことば」
があります。
地名、山や湖の名前、花、鳥、動物の名前など。

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？

な まえ

photo: Toshihiko Fujimoto text: Chigusa Ide
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第 22回

Person

滝川竜太さん、友美さん
移住歴：竜太さん／函館市→
札幌市→神奈川県→知内町
友美さん／函館市→七飯町→
札幌市→神奈川県→知内町
居住期間：2年
同郷の二人だが、出会ったのは社
会人になってから。それぞれが札
幌市で働いていた頃だった。12 年
に及ぶ交際期間を経て、昨年入籍。

滝川夫妻が栽培している大
玉トマト
〈 麗月
（れいげつ）〉
は、ふるさと納税の返礼品
であるトマトジュースにも
使用される品種。

2 、3 年後には、名産のトマトで独立を!
しりうち

Q. なぜ知内町を選んだのですか？

業経験がなかった二人だったが、
「農

かければかけるほどよく育つ。2 年間

函館出身の二人が移住を決めたのは、

業をしっかり学んでいけば、長く続け

で、そんなことを学びました」と充実

一昨年のこと。
「当時は神奈川県に住

られる気がしたんです」。その後、2

した日々だ。

んでいましたが、両親や親戚がいる道

週間の農業研修を受け、2 か月後には

南圏に移住しようと考えて、各市町村

移住。研修した農家で、竜太さんは社

について調べたんです。その中で、熱

員として、友美さんはパートタイムで

心な職員や町民のあたたかさに触れ、

働くことになった。

知内町への移住を決めました」

Q. 今後の夢はなんですか？
「いずれは独立したいですね。自分た
ちで新しい品種を作れたらうれしい」
と竜太さんが話せば、
「いろんな野菜

Q. いまはどのような生活ですか？

を手がけたいという気持ちも湧いてき

Q. 仕事はどのように探しましたか？

昨年末には、2 階建て 3LDK の新居を

ました」と友美さん。ミニトマト、ニ

2 泊 3 日の移住体験に参加し、農業、

構えた滝川夫妻。職場ではトマトとニ

ンニク、アスパラ、ネギ……。
「自分

林業、漁業の現場を見学して、何をす

ラの栽培を担当し、
「とくにトマトは、

たちが食べたい野菜がいいかな」と、

るかを役場の人と相談。それまでは農

成長過程が観察できて面白いし、手を

楽しく夢を膨らませている。

富士元寿彦 （動物写真家）

北海道の美しい風景を考えたと

きに思い浮かぶのは︑雪景色の中

にいる︑雪のように白い冬毛のエ

ゾユキウサギの姿です︒本当は雪

のほうが白くて︑見慣れると若干

ベージュっぽいとわかるけど︑相

当訓練しなければなかなか見つけ

しば

ることはできません︒霧氷ができ

るような凍れる日は︑ウサギの毛

の先に霜がついてより白くなる︒

雪がしんしんと降ってみるみるう

ちに積もる日でも︑身動きせずに

＊止め足とは、
足跡から行き先が見つからないように、
引き返して最終地点を不明瞭にする行動。

じっとしている︒目が黒いだけで︑

50

本当に上手なカムフラージュだな

18

と感心します︒そんなことを思い

年間︑ずっと撮り続けてきました︒

9

つつ︑ 歳でカメラを手にして

3

月と 月︑昼と夜の時間の長

さが逆転する頃に毛が変わり始め︑

秋分の日以降は白い冬毛が増えて

くる︒次第に警戒心が強くなり︑

雪 の 上 に 足 跡 は つ け る け ど︑
﹁止

め足﹂をして追跡者から身を守る︒

石橋を叩いて渡るような性格なん

だけど︑ときどきボケウサギがい

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）

てね︑こちらがどんなに近づいて

取材協力：知内町役場政策調整課政策調整係

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海道

も雪の塊のようにじっとして逃げ

17

移住相談窓口
〈どさんこ交流テラス〉

ない個体がいるんですよ︒何年観

新型コロナウイルス感染拡大を受け地方への関心が高まっているあなた、
北海道への移住を
考えてみませんか？ スマートフォンやパソコンで自宅からでも相談できる「北海道オンラ
イン移住相談」で、
気になることや不安なことを気軽にご相談ください。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/online.html

察していても理解不能な動物で︑

「北海道オンライン移住相談」
のご紹介！

でもそんな知られざる生態にも惹

Information

青函トンネル北海道側出入り口の町。渡島半島の南西部に位置し、
道内一の生産量を誇るニラ〈 北の華 〉をはじめトマトやホウレンソ
ウなど山の幸と、
津軽海峡の荒波にもまれて育った牡蠣やマコガレ
イなど海の幸が自慢です。また、開湯800年を誇る道内最古の温泉
や矢越岬などの景勝地を有し、
豊富な資源と豊かな自然が魅力です。

かれて︑いつまでも追い続けてし

地域情報
［知内町］

エゾユキウサギ

ふじもと・としひこ／幌延（ほろのべ）
町生まれ。
『エゾユキウサギ、跳ねる』
をはじめ、ユニークな視点で野生動物
を紹介する著書多数。近著は『北海道
サロベツ原野 鳥たちの365日』。

まうんです︒
︵本人談︶

山と海に囲まれた自然豊かな町です

Place

昼間は木の近くに掘った雪穴の入り口で、
雪景色にうまく隠れて眠るエゾユキウサギ。

16

故郷・北海道への思いは強い。12月には札幌ドームでの公演も控える

年のメジャーデビュー

東京という街で多くの知識や経験
コーディングしました﹂︵

アルバムも︑歌はすべて函館でレ

年ほど

︶

を得ましたが︑真っ白になりたい

︶

かった頃の自分を︑不思議と取り

ときに函館に帰ると︑何者でもな

︒いまもなお音

︱

から四半世紀
楽シーンのど真ん中を走り続ける
︒メンバー 人全員が函館
戻せるんです﹂
︵

また 月に発売されたデビュー

BEST OF GLAY﹄は︑メ

周年記念ベストアルバム﹃ REVIE

W
ンバーによる選曲で構成された
枚組︒

﹁思いがあふれ過ぎて︑
前に︑函館にスタジオをつくった
は︑曰く﹁函館を散歩しながら聴

さ
んです︒先輩方はもちろん︑若い
きたい

セレクトの
〝青盤〟

年にバンドが
ミュージシャンがたくさん出てく
﹁

さんと

市育ち︒小〜中学校の同級生だっ
た
んによって
さ
るなか︑自分たちの音楽が勝てる

﹂がコンセプト︒

するなど︑地元への思いは強い︒

で大規模なライブイベントを開催
と考えたときに︑やはり函館出身

ら感動してもらえるだろうか⁝⁝

ところはどこだろう？ どうした

てくれるんです︒その際

すると全国から大勢の方が集まっ

増えたのですが︑函館でライブを

ことで函館でライブをする機会が

年前に函館アリーナができた

﹁生まれ故郷ですから特別な思い
の僕らが地元で鳴らしたサウンド

年には故郷・函館

さんが加入︒

結成され︑後に
ん︑

3

T
E
R
U

はありますね︒音楽と出合って︑

年と

2
0
1
じゃないかと︒昨年 月に発売し

が始まった場所でもあり︑ や歌をお届けすることが一番なん
聞いて選びました︒なかには上京

の曲を聴きながら観光していると

する思いは変わったのだろうか？

スピレーションの泉となっていて︒ た﹃ NO DEMOCRACY
﹄と い う

けれど︑何年かたつと味が出るよ

ンで何げなく撮った写真じゃない

し た 若 者 が 苦 悩 す る︑ 函 館 を 裏

いまでもものづくりにおけるイン

テーマにした曲もあったり︒歌詞
﹁ 〜 代の頃とは明らかに違い
ますね︒函館のスタジオでは︑朝

作っていきたい﹂
︵

うな︒色あせない曲をこれからも
月 日には︑ 人それぞれが

中には登場しますが︑その背景に

れがいまの僕には合ってるなと思

常のなかで音楽を作っている︒そ

ばかり︒この 月には︑札幌ドー

ングル﹃ G4
・ 2020
﹄が発売された

コンポーザーを務めた 枚目のシ

︶
起きてパジャマのまま歌ったこと

︶

﹁夢に破れたり恋を失くしたり︑
もあるくらい︒仕事ではなく︑日

は︑高校まで過ごした 年代の函

うようになってきてた︒大げさに

ム公演も行われる︵予定︶︒

いろんな主人公が

館や︑デビュー間もない頃何度も

言えば
〝自分が生きてきた証を故郷

︶

トのスタートとなるよう︑万全の
態勢でお待ちします﹂
︵

﹁デビュー 周年ですが︑もしか

も言ったように〝音楽を

通して証を残したい〟という思い

したらそのなかで一番忘れられな

﹁

︶

通ったラジオ局のある札幌の街並
のセレクト盤以外のディ

スクも生まれてから目にした風景
を無意識のうちに描写している曲

人とも年を重ねる
はものづくりをするなかで必ず思

昭和の時代にバンドが結成され︑ ごとにより強くなっていて︒函館

思っています︒皆さん︑思い切り

いライブになるんじゃないかと

は︑メンバー

平成にメジャーデビュー︒令和に

楽しみましょう﹂
︵

︶

い浮かべる場所︒昔スマートフォ

︶

12

なったいま︑それぞれの地元に対

が多いです﹂
︵

いも強くなっています﹂︵

﹁ 月が新たなエンターテインメン

12

になったと思います﹂
︵

や曲に︑より深みを感じられる内容

10

の曲の

30

︒そんな思
み︑旭川の旭岳の雪景色があって︒ である函館で残したい〟

8

12

text: Tatsunori Hashimoto
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道のいま気になるスポットは「ウポポイ（民族
共生象徴空間）。ぜひ行ってみたいです」。
昨年11月から今年1月に開催され、
全10都市19公演で計19
万人を動員した全国アリーナツアーの最終日を完全収録し
たBlu-ray & DVDも最新シングルと同日にリリースされた。
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80

1971年北海道函館市生まれ。GLAYのギタリ
スト兼リーダー。所属事務所「loversoul」の
代表取締役、自主レーベル「LSG」代表。北海
株式会社による北海道への応援メッセージを募
集するCSR 活動の公式応援ソングとなっている。
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Blu-ray 6380円（限定盤豪華BOX仕様 1万1880円）
DVD 5500円

GLAY58枚目のシングルは、メンバーそれぞれ
がコンポーザーを務めたG4シリーズの第6弾。
『流星のHowl』は、
株式会社AIRDOと石屋製菓

4

DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE
SUITE ROOM in YOKOHAMA ARENA』

CD＋DVD＋絵本 2970円 CDのみ 1650円
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「函館はいまでも
インスピレーションの泉です」
『GLAY ARENA TOUR 2019-2020

『G4・2020』
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デビュー25周年を経て、58枚目となるシングル『G4・2020』
を
リスト。北海道のお気に入りスポットは「函
館から高速でニセコに早く行けるようになっ
たんですけど、
途中にあるドライブインが好き
で。あと長万部の“かにめし”は絶品 ! 」
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GLAYのTAKUROさんとTERUさんに、いまの思いを語ってもらった。

「自分が生きてきた証を
故郷である函館で残したい」

８月にリリースしたGLAY。
「ほっかいどう応援団会議」
のアンバサダーも務めるなど、

北の空へ、
愛をこめて。

1971年北海道函館市生まれ。GLAYのボーカ

GLAY Special Interview
TERU

なかでも長田区は、
そばめしやお好み焼きで有名なソース好きの聖地！
おいしそうな香りに誘われて、
ディープな神戸の下町を散策します。

住

兵庫県神戸市長田区
五番町8-1-6
☎ 078-577-0231
時 10:00〜19:00 休 日

キロほど︑西にあった︒

つて神戸港はいまより

上／店頭には年季の入った、ばらソースの看板が。
左／長田の歴史にも詳しい、
4代目店主の中島さん。

年に日本初のソースを

う︿ユリヤ﹀の店主︑中島吉隆さん︒

つ﹂と︑神戸発のソースを多数扱

でソースが生まれた理由のひと

が輸入されていたことが︑この地

した︒﹁海外から質の高いスパイス

ソースはまさにそのエリアで誕生

庫区や長田区の一帯で︑日本初の

の拠点とした兵庫津だ︒いまの兵

平清盛が開き︑日宋貿易

か

年に

るソースメーカーは つ︒スパイ

発展していった︒現在︑神戸にあ

粉もんにソースをかける食文化が

ん で す ﹂と 中 島 さ ん︒ そ う し て︑

惜しみなく他メーカーに共有した

﹁オリバーソースはそのレシピを

ぐっと高くしたソースだ︒

も こ ぼ れ な い よ う に と︑ 濃 度 を

ルーツでもある一銭洋食にかけて

と ん か つ ソ ー ス︒ お 好 み 焼 き の

神戸の︿オリバーソース﹀が生んだ︑

それを変えたのは

スは洋食のためのものだった︒

に設立︒だがこの頃はまだ︑ソー

井は日本初のソース工場を兵庫区

目指して開発したという︒後に安

英国ウスターシャー州のソースを

ないのか？と問われ︑

それに合うソースが

し い 肉 が あ る の に︑

なぜこの地にはおい

訪 れ る 外 国 人 か ら︑

井敬七郎で︑神戸を

作ったのは医学や化学を学んだ安

1
8
8
5

スが効いた本格的な味わいにソー
ス発祥の地の歴史が表れている︒

20
21

日本のソースの歴史は、神戸から始まったと知っていますか？

初代は百合の花の生産者、戦後に酒屋となり、
現在の 4 代目が阪神・淡路大震災後に日本各
地に移った神戸人から「ソースを買いたい」
とリクエストを受け、神戸のソースに力を入
れ始めたそう。取り扱うソースは 100 種弱。
オリジナルソースも開発している。

5

上右／長田生まれのブラザーソース。上左／味わいある
店構え。下／日本初のソースを再現した敬七郎ソース。

神戸のソース文化を伝える
創業74年の老舗酒屋
Yuriya

1
9
4
8
6

ソース香る下町、
神戸・長田へ。
ユリヤ

兵庫・神戸
AIRDOが着く空港からの旅

photo: Kazunari Tamura text: Yuka Uchida

そば焼 いりちゃん
Sobayaki Irichan

ディープな丸五市場で
究極にシンプルなそば焼を

住 兵庫県神戸市長田区二葉町3-10-11
☎ 078-641-2341
時 10:00〜18:00 休 火

そば焼

焼きそばではなく、そば焼きと呼ぶの
が長田流。102年の歴史を誇る丸五市
場にある〈 いりちゃん 〉は、
麺と同量の
千切りキャベツを入れるのが特徴で、
ほかに具はなし。味付けはカツオ節と
ソースだけ。キャベツの甘みがぐっと
引き立つ、長田のソース文化が生んだ
シンプルの極みとも言える一皿だ。
上／そば焼（中）420円。左上／テイクアウトも可能。左下／入口茂子さん
は、
いりちゃんの前身である神戸デパートにあったそば焼専門店〈 金六 〉の
元従業員。震災でデパートが全壊後、
常連の声を受けて味を継承している。

右／そばめし750円。ソースは長
田生まれのばらソースを使用。中
／青森では冷や飯ではなく、温か
い白飯を混ぜてそばめしを作る。
左上／卓上には辛口のどろソース
も。左下／夜になれば、長田の呑
んべいがカウンターに集う。

青森

Aomori

住 兵庫県神戸市長田区久保町4-8-6
☎ 078-611-1701
時 11:30〜14:30LO、
17:00〜21:00LO
休 火

働く人の胃袋を満たす、長田のソースグルメ。

味わいある店内に、コテが鉄板に当たるカ
ンカンカンという、リズミカルな音が響く。
鮮やかな手さばきで、あっという間にそば
めしが完成。味付けは意外にあっさりで、
濃くしたければ卓上のソースを追加する。
パラリとした食感は、
さすが発祥の店だ。

そ ばめし

戸で生まれたソースは︑

とりわけ長田区で独自の

神

食文化を育んでいく︒そ

の 代 表 が﹁ そ ば め し ﹂︒焼 き そ ば

に 白 飯 を 混 ぜ る ア イ デ ア は︑ パ

パッとボリュームある昼食を食べ

たいと工場で働く労働者たちが考

えたもの︒そばめし発祥の店︿青

森﹀には︑
﹁これも混ぜて﹂と家か

ら冷や飯を持ってくる労働者や留

守番の子どもたちがいて︑店の焼

きそばに混ぜて出していたが︑や

がてメニューになったという︒

また長田区はお好み焼きでも有

名︒牛すじ肉を甘辛く煮た﹁ぼっ

か け ﹂や︑ホ ル モ ン を 揚 げ た﹁ 油

かす﹂を入れ︑生地を薄くのばし

て重ね焼きするのが特徴だ︒もう

神戸風お好み焼きは
自家製ぼっかけが決め手
お好み焼き激戦区の長田で、はる
ばる訪れる観光客も多い名店。広
島のお好み焼きのように薄く生地
をのばすことと、牛すじ肉を甘辛
く煮た「ぼっかけ」を加えるのが
神戸らしさだ。この店では、毎朝
煮こむ自家製ぼっかけを使用。シ
ンプルな味わいが人気の秘密だ。

すじ 焼 き
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ひとつ︑長田で必食のソースグル

右上／昼の定食Cセット1628円。
右 2 点／店主の宮本さん。店は新
長田駅の駅前にある。左／ハン
バーグオムライス 1320 円。肉汁
があふれ出すハンバーグ、ふわふ
わ卵のオムライスに、たっぷりの
デミグラスソースがかかる。

メが
﹁そば焼﹂︒焼きそばではなく︑

住 兵庫県神戸市長田区若松町4-2-15
ピフレ新長田2F ☎ 078-641-6363
時 11:30〜14:00LO、
17:30〜21:30LO
休 水

そば焼きと呼ぶのが長田流で︑ウ

店主の宮本武彦さんは長田育ち。実家の冷蔵庫
には、ばらソースがあったという。洋食店で修
業を積み、2017年に独立。自慢はハンバーグを
一緒に煮込んで味わいを深めるデミグラスソー
ス。ウスターソースやとんかつソース、トマト
や玉ねぎなどを独自にブレンドしている。

スターソースであっさり味付けし

長田育ちの店主が作る
絶品デミグラスソース！

た後に︑客が好みで︑とびきり辛

Yoshoku Miyamoto

口などろソースをかけるという︒

洋食みやもと

粉もん×ソースを食べ尽くした

ら︑次は洋食を︒長田育ちのシェ

フが作るデミグラスソースにもウ

オ ム ライス

スターソースがベースに使われて

神戸空港

いる︒共通しているのは味わい深

新長田駅

長田エリアには長田駅、新長田
駅、
高速長田駅の3駅がある。神
戸空港駅から神戸新交通ポート
ライナーに乗り三宮下車。神戸
市営地下鉄西神・山手線、
または
神戸三宮から阪神本線・神戸高
速線に乗り換え約10分。

く︑スパイシーなこと︒ソースは

長田駅
高速長田駅

庶民の味︒下町の温かなメニュー

神戸空港から
長田へのアクセス

が空腹を満たしてくれる︒

Access

全国のソース好きが訪れる
そばめし発祥の店

上／ソースは先代の頃から1950年創業のブ
ラザーソースを愛用。左／ぼっかけを主役に
したすじ焼き600円。左上2点／神戸は大阪
や広島と並んで、お好み焼きの名店が多い。
使い込まれた鉄板に店の歴史を感じる。

ゆき

Yuki

住 兵庫県神戸市長田区久保町4-2-5
☎ 078-611-4785
時 11:30〜14:45LO、
17:00〜20:45LO
休 水、
第3火
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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。

©KOBE鉄人PROJECT2020／光プロ

4

※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。

KOBE 鉄人三国志
ギャラリー

1
︿ とろける いちびこミルク ﹀
円︵税抜き︶

6
5
0

2

巨匠漫画家・横山光輝の
数々の名作に触れる！

Strawberry Cafe
ICHIBIKO
NEWoMan 新宿店

『鉄人28号』や『三国志』で知られる漫画
家・横山光輝は神戸出身で長田区にゆか
りのある作家。数々の名作の資料を集め
たギャラリーには、
『三国志』に登場する
諸葛孔明の等身大フィギュアや、
駅前の
鉄人モニュメントの制作を振り返る映像
コーナーもあり、
家族で楽しめる。

甘酸っぱさがたまらない
いちごスイーツ専門店
“ 食べる宝石 ” をコンセプトとした〈ミ

ガキイチゴ〉を栽培する農業法人が手が

〈エッグロスコ〉1580円（税抜き）

けるいちごスイーツの専門店。新宿駅に
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 NEWoMan
エキナカ2F（JR新宿駅ミライナタワー改札・
甲州街道改札・新南改札内）※テイクアウト専門店。
利用の際は入場券または有効な乗車券類が必要。
☎ 03-6457-7856 時 8:30〜21:30、
土・日・祝8:30〜21:00 休 施設に準ずる
住

Kobe Tetsujin-Sangokushi Gallery

ある店舗では、季節ごとに一番おいしい

egg 東京

どを販売。店舗限定の〈とろける いちび

平飼い有精卵を贅沢に使った
心もとろける絶品の卵料理

品種のいちごを使ったショートケーキな
こミルク〉のリッチな味わいは、残暑の
疲れも吹き飛ばしてくれそう。

住 兵庫県神戸市長田区二葉町6-1-13
アスタくにづか6番館東棟1階
☎ 078-641-3594 時 12:30〜17:30
料 入館料大人100円、
小学生以下無料
休 水

テーマ

素 材にもこだわった絶品 ぞろい
東京で味わ う
〝 専門店のおいしさ〟
︒

〈 Japan Premium 雅〉1700円（税抜き）

愛称は“長田さん”。
御鎮座1800年以上の古社

戦火や震災を乗り越えた
地域のシンボル的校舎

キネトスコープ上陸の地で
映画文化の歩みを知る

商工業や産業の神様として崇敬される、
事代主大神を祀る神社。
『日本書紀』に創
祀の経緯が記されているほど歴史があり、
毎年2月に開催される「古式追儺（つい
な）式」は室町時代から続いている。病気
平癒を祈るための赤えいの絵馬や、
艶や
かな朱塗りの本殿が人気。

1929年に建てられた二葉小学校を再生。
正式名称は神戸市立ふたば学舎。アーチ
を多用した美しい建築は、
戦災や震災を
乗り越えていまに残るもの。地域の憩い
の場として、
いまも多くの人が集まる。3
階の「神戸アーカイブ写真館」では街の
歴史を知る写真展も開催。

住 兵庫県神戸市長田区長田町3-1-1
☎ 078-691-0333
時 参拝自由 休 無休

住 兵庫県神戸市長田区二葉町7-1-18
☎ 078-646-8128
時 9:00〜21:00
（日・祝〜17:00）
休 月
（祝日の場合は翌日）

震災復興と地域活性化のシンボルと
して、2009年に新長田駅前に完成
した鉄人28号の巨大モニュメント。
高さは15メートル！ 漫画家の横
山光輝ゆかりの地として、
商店街に
も鉄人モチーフの街灯がある。

コ〉や卵料理を中心とした朝食・ブラン

チはもちろん、ディナーメニューも提供。
平飼い有精卵など厳選された食材が生み
出す、とびきりの味わいを楽しんで。
住 東京都豊島区東池袋1-18-1
Hareza Tower 1F
☎ 03-5957-7115
時 10:00〜22:00
（21:00LO）
休

神戸は、
エジソンの発明した活動写真装
置「キネトスコープ」が、
日本で初めて上
映された土地。資料館には約1万8000
本もの映画フィルムや、
ポスター、
映写機
などが収集・保存され、
一般にも公開され
ている。併設するミニシアターでは独自
のプログラムで新旧の名作を上映。
住 兵庫県神戸市長田区腕塚町5-5-1
アスタくにづか1番館北棟201
☎ 078-754-8039 時 10:30〜18:00
（上映日は時間変更あり） 休 水・木

震災から復興を遂げた長田。
歴史ある神社や老舗を巡ろう。
神戸の暮らしを身近に感じられる下町、長田区。
食べ歩きグルメから、歴史ある神社や文化施設まで、
地元民になった気分で散策を楽しんでみて。

施設に準ずる

8

BAKERS gonna BAKE

京都・祗園に本店を構える自家焙煎きな

東京ギフトパレット

粉を使用したきな粉スイーツ専門店の東
京 1 号店。カフェスペースでは香り高

新しいおいしさと出合える
工房一体型のスコーン専門店

いきな粉と宇治抹茶のハーモニーを楽し

める店舗限定の〈Japan Premium 雅〉

厳選した素材を使って焼き上げられたス

をはじめとするパフェやランチを提供。

コーンが並ぶ工房一体型の専門店。飽き

京町家をイメージした空間で、甘い至福

のこない〈バターミルクスコーン〉や韓

のひとときを味わってみて。
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神戸映画資料館
Kobe Planet Film Archive

4

自家焙煎きな粉を使用した
和洋折衷の絶品スイーツ

東京都港区六本木6-2-31
六本木ヒルズ ノースタワーB1
☎ 03-3478-5220
時 10:00〜21:00
（カフェ11:00〜20:30LO）
休 施設に準ずる

ふたば学舎
Futaba Gakusha

!

吉祥菓寮 六本木ヒルズ店

住

を入れてグリルした名物の〈エッグロス

1

長田神社

駅前の広場には
巨大な鉄人28号が！

〈egg〉。東京店ではブリオッシュに卵

2

Nagata Shrine

朝食メニューやアメリカ南部スタイルの
料理で知られるニューヨークの名店

3

3

〈ベイカーズスコーン〉各種280円〜
東京都千代田区丸の内1-9-1
東京駅八重洲北口〈東京ギフトパレット〉内
☎ 03-6551-2332 時 8:00〜20:30
休 施設に準ずる
住

国風カルメ焼き “ ダルゴナ ” をトッピン

グしたものなど、朝食やお茶の時間が待
ち遠しくなるスコーンが勢ぞろい。ス

コーン生地を使用した食感が楽しいハー
ドクッキーは、ギフトにもおすすめ！

7

6

5

ばら食品

餅屋大西

元祖 平壌冷麺屋 本店

加島の玉子焼

Bara Shokuhin

Mochiya Onishi

Ganso Heijoreimenya

Kashima no Tamagoyaki

地元民に愛される
長田生まれのソース

和菓子屋が作る
アイスキャンデー

焼肉店が出し始めた
日本初の平壌冷麺

長田神社の老舗屋台が
神社近くで始めた店

創業は1955年。長田生まれのソースと
して、
この街の多くの家庭で愛されてき
たのが〈ばらソース〉だ。ウスターソー
ス、
とんかつソース、
お好み辛口ソース、
焼きそばソースの4種類があり、
いずれ
もブレンドが絶妙。直営店に足を運べば
全種類が手に入る。

長田神社前商店街の和菓子店〈 餅屋大
西 〉の名物はアイスキャンデー。1937
年の創業当初はアイスキャンデー店だっ
たそうで、
当時の懐かしい味わいをいま
も守り続けている。さっぱりとしたミル
クのほかにレモン、
あずき、
ミルク金時、
抹茶金時など全6種類。1本80円〜。

戦前から在日韓国・朝鮮人が多く暮らす
長田区は、焼肉店が多いことでも有名。
そんな焼肉人気店のひとつで、
日本で初
めて本格的な平壌冷麺を出したのがここ
だそう。ツルツルとしたコシのある麺と
あっさり味のスープが絶品で、
昼時は冷
麺目当ての客で賑わう。冷麺700円〜。

卵の優しい甘さとふわふわとした食感が
特徴のひと口サイズのカステラ、
玉子焼。
現在は4代目で、
初代は大正の末頃から
長田神社の境内に屋台を出し、
玉子焼を
売ってきたという。できたてもおいしい
が、冷めてしっとりとした翌日も絶品。
玉子焼9個300円。

住 兵庫県神戸市長田区庄田町2-5-19
☎ 078-611-3049 時 9:00〜18:00
休 日、
第2・4土

住 兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-109
☎ 078-691-4629
時 10:00〜19:00 休 無休

住 兵庫県神戸市長田区細田町6-1-14
☎ 078-691-2634
時 11:30〜20:00LO 休 火

住 兵庫県神戸市長田区長田町3-2-1
☎ なし 時 10:00〜19:00
休 火・水、
20・21日（毎月1日は営業）

※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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Profile

作り手の熱量がカタチになって
私たちの暮らしを彩ってくれる。
今回の手しごとは、希少な
「網走うるし」
を使った、
オホーツク発のカトラリー。

発案者は湧別（ゆうべつ）町在
住のデザイナー、鈴木美里さん
（中）
。
「オホーツクの作り手とと
もに、
地域を象徴するようなクラ
フトを作りたい」という思いを、
置戸町の木工作家、
〈 KOCHI 〉
の石川順さん（左）と、北見市
〈 野つけうるし 〉の菅原咲さん
（右）と一緒に商品化した。

photo: Masatsugu Sugawara, Ryosuke Todo
text: Chigusa Ide

Vol. 22

HOKKAIDO
北海道に愛着やこだわりを持って働く人々がいます。
22回目にお届けするのは、札幌市の〈株式会社大人〉。
代表・五十嵐慎一郎さんをはじめとするスタッフが、北海道を盛り上げるさまざまな仕掛けをしています。
photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano

北海道の美しい風景の中でオリジナルの結婚式を行う〈 LANDRESS WEDDING 〉
（右）。プロジェクトは続く〈 ほっとけないどう 〉
（中）。北海道
移住ドラフト会議のワンシーン（左上）
。出会いからいろいろなプロジェクトや遊び、
仕事が生まれるようにと開いたカフェ& バー〈 大人座 〉
（左下）。

もっと面白い場所になれるのに︑

と言われることが多いですよね︒

あるし︑
ポテンシャルも高いのに﹄

もちろんビジネスまでも﹃素材は

居住環境は抜群なのですが︑食は

﹁北海道は水も空気もおいしく︑

住ドラフト会議﹀など︑北海道の

を送る逆指名イベント︿北海道移

自治体が移住希望者にラブコール

つなげる
︿札幌移住計画﹀
や︑
企業・

まな切り口で企業と移住希望者を

代表の五十嵐慎一郎さん︒さまざ

を問わず仕事をする流れが生まれ

にくいですよね︒でもいまは場所

ないし︑家庭を持つとさらに動き

や収入のある仕事があるかわから

りたいと思っていても︑やりがい

﹁北海道に移住したい︑いつか戻

小樽市出身。大学卒業後、不動産ベンチャーに就
職。銀座の真ん中にコワーキングスペースをつく
るなど、世の中の流れを汲んだ数々の仕掛けを行
う。2016年、
店舗プロデュースやイベント企画運
営などを行う株式会社大人を設立。otona.be

ているし︑道内に面白い人や企業

Profile

内と外をつなげるための場づくり

（写真左から2番目）

と思うと動かずにいられなくて﹂

んいます︒プレイヤーの活動が広

五十嵐慎一郎さん

も増えてきています︒彼らの存在

ポ ー タ ー を つ な げ る 企 画 で︑ サ

ま れ ば﹃ 北 海 道 面 白 い じ ゃ ん！﹄

株式会社大人

をしている︒

を道内外でもっと目立つようにし

ポーターが対象ドリンクを購入す

という空気も生まれる︒その空気

場づくりプランナー

そ う 語 る の は︿ 株 式 会 社 大 人 ﹀

て︑リアルの場でも出会えるよう

ると
〝カンパイ★ファンディング〟

にしたかったんです﹂

る五十嵐さん︒北海道をいい意味

感をつくりたいんです﹂

ヤーに寄付される︒

として売り上げの一部がプレイ

﹁北海道でプロバレーボールチー

近年では︑サッポロビールと共

同で始めたプロジェクト︿ほっと
常にいろいろなことを企ててい

けないどう﹀も話題になった︒こ

で引っかき回してくれるアイデア

＊漆風呂とは、
硬化させるために保管する箱。庫内は、
温度20度前後、
湿度は60〜80%に保たれている。

漆塗りのスプーン。

ムを立ち上げるなど︑いろいろな

27

3 人の作り手が考えた

れは︑道内でさまざまな挑戦をし

年

左／次の層を塗る前に、紙やす
りに水をつけて研磨。中／中塗
りした後は、湿度と温度を一定
に保つ漆風呂で塗膜を硬化させ
ていく。一晩置き、翌日も同じ
作業を。5〜6回塗り重ね、強度
を上げていく。右／中塗り作業
は素早く。
「手数少なく時間を
かけずのほうがきれいになる。
手しごとの基本です（笑）」

（網走うるし／オホーツク）

に︑今後も注目したい︒

﹁漆の歴史は縄文時代︑

前にまで遡ります︒作り手としては︑

長く使われるものに憧れる︒自分の

作品が︑数百年後にも残っていたら

うれしいですからね﹂と語る菅原咲

さん︒帯広市に生まれ︑山形の美術

大学で漆器製造に興味を持ち︑北海

道に﹁ 網走うるし ﹂があることを知

り︑ 北 見 市 に 工 房 を 構 え た︒
﹁国産

の漆は希少で高価だけど︑やわらか

さが違う︒仕上げた後の手触りもさ

らさらです﹂
︒
さらに毎日使えば︑﹁塗

膜が人の手によって磨かれて︑ツヤ

も色みも増していくんです﹂︒

たとえばスプーン一本にも︑拭き

漆や中塗りを繰り返し︑その間に︑

水研ぎをしたり︑
﹁漆風呂﹂で硬化さ

せたり︑多くのプロセスが必要︒
﹁と

にかくルールが多い︒面倒くさい仕

事かな﹂と笑いながら︑漆の奥深さ

を次々と教えてくれた︒

9
0
0
0

スペタコペタ

チャレンジをしている人がたくさ

supetacopeta.theshop.jp

ているプレイヤーと応援したいサ

〈 スペタコペタ 〉のオホーツクス
プーンは、漆の定番色である黒と
弁柄色（赤みのある茶色）に、
雪を
イメージさせる白を加えた3色展
開。大（ 19 センチ）、中（ 15 セン
チ）、小（ 12.5センチ）の3サイズ。
クジラの絵付けはオプションで。

VOL.22

みんな北海道に集まれ!
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AIRDO INFORMATION

係員はバッジを着用しています。
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

JR北海道とのタイアップ企画を2020年度も引き続き実施中！

TOPIC

期間中のご搭乗で 2 種類の
お得なフリーパスが購入可能！

1

さらに、
フリーエリア内の対象施設でおトクな特典をご利用いただけるほか
「雄宝山漬新巻鮭 切身1尾」
などの
「士別もろみ黒牛 すき焼きセット」
プレゼントが当たるキャンペーンも実施中！

上川

北見

網走

滝川

知床斜里
川湯温泉

美瑛
富良野

小樽
札幌

追分

摩周

根室

南千歳 新夕張 新得 帯広

（有効期間：4日間）
〈AIRDO きた北海道フリーパス〉
稚内

釧路

東釧路

全国の皆様よりたくさんお寄せいただきました。
各審査員が選考した、入賞作品をご紹介いたします！

「BE ONE HOKKAIDO」
賞
対象便
新千歳空港到着便
旭川支店 旭川空港到着便
帯広支店 帯広空港到着便
釧路支店 釧路空港到着便
女満別空港到着便

➡「根強く北海道」思いを馳せる場所、自分に戻れる場所。少し離れたからわかる魅力のひとつひとつ。私の故郷はそんな場所。

対象便
新千歳空港到着便
旭川支店 旭川空港到着便

GLAY賞

北海道知事賞
➡「大好きな北海道」一人で来た北海道、嫌なことがあったとき来た北海道、恋人と来た北海道、家族と来た北海道。全部大切な私の北海道。

北海道

➡「Favorite Hokkaido」大自然、大空、野原に生える草花。困難を乗り越え道産子魂みせましょう！
！
➡「いまも、いつまでも、北海道」その自然と人々の包容力に、日本各地・世界からの多くの人たちが癒され、元気づけられてきた。がんばれ北海道！

購入方法
旭川
美瑛

岩見沢

新千歳空港

想いあふれるメッセージを、

北海道

発売箇所
新千歳空港駅
旭川駅･
帯広駅･
釧路駅･
北見駅･網走駅

AIRDO

深川
滝川

札幌

北海道の良さを伝え合い、
また北海道を巡りたくなるような

発売箇所

上記発売箇所
(※搭乗日当日

●

小樽

「北海道の翼」AIRDOと
「しあわせをつくるお菓子」石屋製菓が

北海道
AIRDO
大人¥13,150、子
¥6,570(U25 ¥10,520)

発売箇所
新千歳空港駅
旭川駅･
留萌

富良野
追分
南千歳

〜心を一つに、北海道へ応援メッセージを〜

心をひとつにし、北海道に向けた応援メッセージを募集しました！

AIRDO

釧路湿原

新千歳空港

フリーエリア

〜2021年3月31日(水)

北海道
AIRDO
大人¥16,380、子
¥8,190(U25 ¥12,680)

遠軽

旭川

岩見沢

発売期間

発売額

（有効期間：5日間）
〈AIRDO ひがし北海道フリーパス〉

BE ONE HOKKAIDO

たくさんのご応募ありがとうございました!

フリーエリア内の特急・快速・普通列車の普通車自由席に乗り降りが自由。

フリーエリア

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

※ANA便名(47〜、48〜 始
●

U25
満25歳以下

4

便名) 対象外。

、公的証明書等
確認

場合 適用。

有効期間開始日 搭乗日当日
翌日
詳
覧
。
JR北海道
www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_airdo/

●

➡「あたたかい北海道」ちぢこまるような寒い日も、あたたかく、やわらかい笑顔で手を広げて迎えてくれる。それが、北海道。

、
AIRDO 「 搭乗案内」
) 提示
場合 適用。
購入日時点
。

音尾琢真賞
➡「北海道は、永遠の憧れ」いくつになっても、何度訪れても、また食べたい、もっと見たい、何回でも巡りたい。これまでも、これからも、永遠の憧れ。
➡「ほっかいどうのつながり」あなたも わたしも こころの中に 北海道。見るものすべてに感動 北海道。
➡「感 DO!!」目で感じて！ 舌で感じて！ 空気を感じて！ おもてなしを感じて！ 北海道だからこその魅力、今こそ感 DO（動）しよう！

半﨑美子賞
➡「心のふるさと」母との最後の旅が北海道でした。母を喜ばせてくれてありがとう。楽しい時間でした。一生忘れません、北海道！
➡「感動がここに」広い空、丘の稜線、美味しい食材、温かい人々、いつもと違う感動が待っている大地、北海道。
➡「北海道のその先へ」空の先、海の先、大地の先。その先すべてに伝えきれない魅力が詰まっている場所、それが北海道。

やまだひさし賞
➡「また来たよ。」愛しの翼で海をひとっ飛び。新緑の山々、白銀の大地、そして素敵な貴方に逢いたくて。また来ちゃった。北海道。
➡「ぜんぶ北海道！」広い空 ライラックの香り ビアガーデンにひびくカンパイ！ ジンギスカンの味 キリリと冷たい雪ぜんぶ、みんなの北海道！
➡「愛する北海道のために」北海道で見た夜景の美しさを忘れない。一人一人が灯す力で、きっともっと、強くなれる明日がある。

どさんこアスリート
（A-bank北海道）賞
➡「北の国には」今すぐ行って眺めたい景色がある。今すぐ行って会いたい人がいる。待ってて北海道。きっともうすぐだから。
➡「幸せが降り続く大地」愛する北海道。また帰ってくるね。ガンバレ道産子。心癒される地に必ずまた行くね。幸せの地北海道。
➡「北海道に包まれる」いつだって私を包んで癒してくれる北海道。人も自然もみんなパワフルで大好きで大切なもう一つの故郷。
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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
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）はご使用になれません。

・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。
・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。

お手荷物について
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。

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

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

機内持ち込み制限品の取り扱いについて

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
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.

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。

Please cooperate during
an emergency evacuation
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

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

● 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.

お子様をお連れのお客様へ
● 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。

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。

● 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）
。

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

出発に際し
● 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。

ドア操作中の
お手伝いについて

Passengers with children
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.
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).

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

Assistance in
operating doors

● 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

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.

シートベルト
着用サイン点灯中

When the
seatbelt sign is on

後にお手伝いに伺います。

乗務員より

Message from the crew

● 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
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
対応させていただきます。

なってしまいます。
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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。

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.
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択捉島

札幌

植樹等森林整備活動を実施しているエリア
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※AIRDOの運航諸元による

九十九里浜

館山
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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

HAPPY NEWS

illustration: Yoshifumi Takeda
text: Chigusa Ide

AIRDOをさらに便利に、お得にご利用いただくためのご案内

北海道発

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。
〈フプの森〉、
〈鶴居村観光協会〉
から！
今月は、札幌発「北海道3大かわいい動物」、下川町の

かわいい立候補者が︑次々と
総選挙で
に輝くのは

物」を尋ねられたら何と答
スタグラムで
「今日の１枚」

平日の毎朝５時半にはイン

? !

田中敦さん
HBC（北海道放送）メディ
ア戦略部勤務。5月1日にス
タートした「北海道 3 大か
わいい動物」は、HPとイン

スタグラムで展開中。プロ
の動物写真家も多く賛同。

www.hokkaido-3daikawaii.com

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。

森林整備に力を注いでいる
美しい村の林道を走り抜けよう︒

行っています。今年は林道

合に加盟している鶴居村は、 サ イ ク リ ン グ が で き る ５

「日本で最も美しい村」連

コースを設定、マップも作

が森林で、昔から保全と活

面積が広い！ 旅行者の方

用の両面から整備を心がけ

鶴居村はほぼ半分の面積

らえないものかと思い至っ

ています。トドマツやエゾ

りました。

たのが、サイクリング。丘

マツが続く道を、おいしい

に、車以外の方法でもっと

陵地なのでアップダウンは

空気をたっぷり吸いながら

のんびりと村で過ごしても

ありますが、近年は電動ア

走ってみませんか？

tsurui-kanko.com

シスト付き自転車で巡って

観光協会事務局長。
「牧場
を眺めながら走った後、林
道を抜ければ湿原が広がる。
そんな贅沢なコースもあり
ます。ゆっくりと滞在して
ほしいですね」

もらえるような取り組みを

服部政人さん
NPO法人美しい村・鶴居村
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「北海道３大かわいい動

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！

写った命には、私たちを癒

7月に誕生したヘアスタイリン
グシリーズは、トドマツやカラ
マツの樹脂を使用。ヘアクリー
ム、
ヘアワックス、
限定発売のオ
イルインミストの3種がそろう。

えますか？ 「シマエナガ、 を 配 信。 小 さ な 正 方 形 に

「・
・
・」
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」

樹脂を地道に集めて

したり励ましたりする力が

「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。

エゾモモンガ……エゾクロ

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？

テ ン？」
「いやいやナキウ

随時募集しています。

!?

ある。環境を考えることに

AIRDOでは Web 会員を

Web サイトに移動します。

もつながったらいいですね。

メールサービスへの登録も簡単です。

ります。

サギでしょ」。そんな雑談

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、

＊ 2 4・5・6・7 の 機 能 は AIRDO

から始まったプロジェクト

入会してね

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

いずれは総選挙で「３大

My AIRDOに

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

かわいい」を決定、新たな

や電話番号などの基本情報が自動表

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

道内の固有種を中心にし

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

＊ 1 「LINE ビジネスコネクト」を活用

下川町

が、予想以上の反響です。

登録」が可能です。

会員連携により、航空券のご予約・
ご購入等に、これまでメールにて配信

from

T
O
P
3

投稿の中から「今月の1枚」も決定。
上の写真は6月代表のシマエナガ
（撮影：＠usapanchi）。右の写真
は5月代表のエゾシマリス（撮影：
@japan555ezomomonga）。

た野生動物の写真を募集し、 北海道の宝物にしたいです。

賃をご利用の際に必要な「道民会員

My AIRDO会員ログイン ＊2

なのにセット力はあるク

きません。

My AIRDO 会員に限り、道民割引運

My AIRDO 会員連携

7

２０１５年、下川町のト

効期限が過ぎているポイントは使用で

道民会員の登録が可能！

2

5 予約確認・購入・座席指定 ＊2
6 運航の見通し ＊2

from

札幌市

画期的 道産針葉樹の樹脂が︑
憧れのヘアスタイルの要になる︒

※特典航空券ご利用日において、有

が送信されません）
。

らにシンプル・手軽になります。

4 空席照会・予約 ＊2

リームやバームができるの

※ボーナスポイントの有効期限は更新

されません。

部の運賃は預かり期限当日のメール

でも搭 乗 口でも、AIRDO なら LINE
でかざしてスマートに。空の旅が、さ

では、と挑戦を始めました。

た場合、都度有効期限が更新されます。

合は、メールでご連絡いたします（一

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

ドマツの精油を使った〈Ｎ

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

ただけます。座席がご用意できた場

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

ＡＬＵＱ〉シリーズが誕生

乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

り予約キャンセル待ちをお申し込みい

「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

ところが、目指すテクス

※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭

エアライン初！*1 予約・購入・座席

したのですが、当時からキ

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

に必要な AIRDO ポイント数が異なり

3 北海道の旅情報〜旅のよりみち〜

チャーや香りになかなか到

ご希望のフライトが満席の場合、My

LINE で搭乗

達できない……４年以上か

ご利用いただく搭乗日・区間・便ごと

1

遂に商品化にこぎ着けまし

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！

た。熱〜い思いが込められ

AIRDO ポイントを貯めて
特典航空券と交換！（DO マイル）

た自信作の誕生です。

My AIRDOに入会すると……

田邊真理恵さん
〈 フプの森 〉代表取締役。
下川町在住。トドマツの精
油を使って、2012 年から
さまざまな商品を展開。
〈 NALUQ 〉シリーズのハ
ンドクリームやリネン
ウォーターは、全国的に人
気だ。fupunomori.net

ラーコンテンツになるに違

AIRDO ONLINE Serviceでできること

いないと考えていたのが、

※通信にかかる費用は、お客様のご負担となります。

ヘアスタイリング剤でした。 けて、最後は執念で（笑）、

「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。

注目したのは針葉樹の樹

「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。

脂。とろっとした独特の質

AIRDO ONLINE Service

感を生かせば、ナチュラル

My AIRDO

人気No.1 !?

美しい村を体感！

from

鶴居村

バリエーションに富んだ5つ
のコースが記載された「森林
を楽しむガイドマップ IN 鶴
居村 2020」は、
村内の道の駅
などで配布される予定。
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大きさの目安

5cm

10cm

スープカレーの縦サイズ

15cm

20cm

25cm

INFLIGHT SALES

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

十勝のパンケーキの縦サイズ

北海道スープ2種セットの縦サイズ

北海道のハンドクリームの縦サイズ

機内販売

オニオンスープの縦サイズ

リップクリームの縦サイズ

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。

スープカレー
Soup Curry
汤咖哩／湯咖哩
스프 카레

¥1,100
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。

高校生たちが丹念に
育てた野菜がたっぷり
北海道で農業を学ぶ高校生たちが作った

CA ベア・ドゥぬいぐるみ

十勝のパンケーキ

Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

Tokachi Pancake Mix

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

十胜日式松饼／十勝日式鬆餅
도카치 팬케이크 믹스

¥2,000

¥600

サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

内容量：パンケーキミックス1袋 200g
パッケージサイズ：縦約19cm×横約10cm×奥行約6cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

大人気ベア・ドゥがCAユニフォームで登場
大人気だったパイロットのベア・ドゥに続いて、CA姿のベア・ドゥが登場。
スカートのスリットにはAIRDOカラーが。袖口も実際のユニフォームを
精巧に再現しています。従来になく自立するのもポイント。

朝ごはんやおやつにもちょうどいいパンケーキ
十勝のおいしいものを発信するブランド〈とかちデザインファームプロ
ジェクト〉による、十勝産小麦を100%使用したパンケーキミックス。牛
乳と卵があれば簡単にしっとり、
もっちりのパンケーキが。

野菜をたっぷり使ったレトルトのスープ
カレー。道内14の高校とAIRDOによる
「空飛ぶスープカレープロジェクト」か
ら生まれた、
産学連携の商品です。

コロク リップクリーム
Lip Balm
润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥1,000
内容量：3個
（ミント、ハマナス、
スズラン各1個）
パッケージサイズ：縦約6.8cm×横4.8cm

北海道の自然成分で
唇をやさしく保湿
自然素材を使った
〈 Coroku（コロク）
〉の
リップクリーム。ミント、
ハマナス、
スズラ
ンの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン

Eを豊富に含む、北海道北竜町産のヒマ
ワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

北海道のハンドクリームやさしい手づくり。
Hokkaido Hand Cream

オニオンスープ

北海道スープ2 種セット

Cup Soup Onion

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

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)

¥500

¥1,000

内容量：15g×3個
（ラベンダージャスミン、
ハマナスローズ、
オレンジジンジャー）
パッケージサイズ：縦約18cm×横約12cm

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。

内容量：たまねぎ5g×15本、
じゃがバター6.5g×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。

北海道の植物成分で
やさしく保湿

北海道北見地方産のたまねぎの豊かな風味

北海道の野菜がしっかり味わえるスープ

全国一の収穫量を誇る北見地方産のたまねぎから抽出したエキスを粉

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝縮したオニオンスープと、
北海

荒れた手肌や指先を、
ラベンダージャス

末化し、
約40％も配合したオニオンスープ。そのままでも、
カレーや煮

道産のじゃがいもとバターを使用した、なめらかなとろみのじゃがバ

ミン、ハマナスローズ、オレンジジン

物などの味を引き立てる調味料としてもお使いいただけます。

タースープの2種セット。朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

ジャーの3種の香りがやさしく包みます。

※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。
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北海道护手霜套装／北海道護手霜套裝
홋카이도의 핸드크림 '야사시이테즈쿠리'

¥1,000

カレンデュラオイルなど、
北海道の素材
を保湿成分に配合したハンドクリーム。

※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1,001〜2,000円は200円引き、
合計金額2,001〜3,000円は300円引き。
以降1,000円加算ごとに値引き額を100円加算いたします。
合計金額500〜1,000円は100円引き、
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AUDIO PROGRAM

DRINK

機内オーディオ案内

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

Scene from Hokkaido
〜北の空より〜

6ch

60 分

プログラム

GLAYスペシャル！

8ch

60 分

プログラム

FM-JAGA presents

「まるっと北海道」

8 月にリリースされた 58th シングル『G4・
2020』をはじめ、25 周年記念ベストアル
バム『REVIEW 〜 BEST OF GLAY〜』

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

ソフトドリンク各種をご用意しております。

プログラム

AIRDO♪
キッズソングおもちゃ箱
HOT

家族みんなで楽しめる子どもの歌やテレビ

COLD

COLD

COLD

アニメの主題歌をお送りします。

からの曲もお送りします！

OVER THE TOP

きただにひろし（エイベックス）

REAL×EYEZ
J×Takanori Nishikawa（エイベックス）
北海道各地の観光地や食、イベント情報の

DOPE （LSG）

（mona records / ウルトラ・ヴァイヴ）

流星のHowl（LSG）

［北海道の農作物］

Into the Wild〜密〜（LSG）

泣いて笑ってハラへって

月光グリーン（A-CUE RECORDS）
ニンジン

グロリアス（LSG）

Winter,

again（LSG）

ゆず（SENHA&Co.）

HOWEVER（LSG）

となりのトトロ

BELOVED（LSG）

井上あずみ（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

誘惑（LSG）

土曜日のタマネギ

SOUL LOVE（LSG）

斉藤由貴（ポニーキャニオン）

Prosit!

口唇 （LSG）

クラムボン（SUNRISE Music Label）

Apologize （LSG）

麦の唄

lifetime （LSG）

Traveler

川久保秀一（Big Luck Records）
それでも、

加藤登紀子（Astromusic Publishing INC.）
酒よ

吉 幾三（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

笠原瑠斗（SOUNDFOUN.C.C）

2020年12月19日（土）北海道・札幌ドーム

saji（キングレコード）

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）

高本一郎（Zipangu）

script: こばやし さかえ

真園ありす（キングレコード）

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

北海道北見地方産の
たまねぎで作る人気の味。

国産茶葉100%使用の
香り高い緑茶飲料。

北海道大雪山のふもと、
上川町の天然水。

指定農園果実を使った、
芳醇な味わいとやさしい甘さ。

ソリテュード

GLAY58 枚目のシングルは、メンバーそ
れぞれがコンポーザーを務めた G4 シリー
ズの第 6 弾。『流星の Howl』は、株式会
社 AIRDO と石屋製菓株式会社による北海
道への応援メッセージを募集する CSR 活

宮野真守（キングレコード）

「猫と金魚」

帯広出身、立川談吉の落語でお楽しみください。

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

おどるポンポコリン

ももいろクローバーZ

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

AIRDOのエコ活動について

feat.まるちゃんと仲間たち（キングレコード）

OAU（トイズファクトリー）
民話をうたうダンス会

Black & White
VII
Aireal

動の公式応援ソングとなっている。

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

AIRDOでは環境に配慮した取り組みを行っております。

しり鳴りしゃもじ
（岩手県民話）
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

（TOKIWA RECORDS）

はなさかじいさん

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

エコステッカーの配布

バイオマスを使用した包装袋

「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

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

サトシン&河野玄太（キングレコード）
踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭

thanks for eco

素材へリニューアルいたしました。サトウキビ由来のバイオ

女性・子供向けデザイン
（正円）Size：80×80mm

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更
（K80%)

「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、
飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

枚）。ステッカーは4種類からお選びいただけます（なくなり次第終了）。

大塚文雄（キングレコード）

メタルク
（CV：千葉進歩）
（テイチクエンタテインメント）

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

NHK第一放送
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。

男性向けデザイン
（正方形角丸）Size：75×75mm

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

女性・子供向けデザイン
（正円）Size：80×80mm

取得したエコロジカルな袋です。こちらを使用することで、
石油資源の節約と地球温暖化防止に貢献してまいります。

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更
（K80%)

「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、
飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

女性・
子供向けデザイン
（正円）
：80×80mm
Token
of thanks
forSize
eco

Token of
thanks for eco

マス原料を25%以上配合し、認証を得てバイオマスマークを

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

ウィンディ
（CV：井口裕香）、

ラジオ
放送

包装袋は、
植物由来の原料であるバイオマスを使用したエコ

男性向けデザイン
（正方形角丸）Size：75×75mm

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

Token of thanks for eco
ティとしてオ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
Token of

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

天童よしみ、DJシーナ
（CV：久野美咲）、

1ch

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。

光射す方へ

立川談吉の落語タイム

オトッペおんど
『G4・2020』
CD＋DVD＋絵本 2970円
CDのみ 1650円

証しており、その中でも、すでに市場か

※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。

LiSA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

神山純一（FM-JAGA）

〈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

※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。

紅蓮華

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、環境に配慮してイヤホンを洗浄・殺菌し、
※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（機内サービス、機内販売の映像は除く）。
※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。

修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、
飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

男性向けデザイン
（正方形角丸）Size：75×75mm
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更
（K80%)

Token of thanks for eco

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更

Token of thanks for eco
AIRDOのエコ活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。

女性・子供向けデザイン
（正円）Size：80×80mm

修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、
飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除
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苹果汁／蘋果汁
사과 주스

※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。 ※内容、
銘柄、価格については変更する場合がございます。

よさこい、
ソーラン！

菜の花

Voyage

Apple Juice

矿泉水／礦泉水
홋카이도 미네랄 워터

各種サービスについて

スマイルキッズ（キングレコード）

セピアフィッシュ

神山純一（FM-JAGA）

打首獄門同好会（LD & K）

［テーマ曲］

Mineral Water

日式绿茶／日式綠茶
일본 녹차

※お休み中のお客様には声をおかけしません。お目覚めの際、お気軽にお申しつけください。
※すべて紙コップでの提供となります。

おまめ戦隊ビビンビ〜ン

MORNING MIST

日本の米は世界一

Life is Like a Boat
Rie fu（ソニー・ミュージックレーベルズ）

Japanese Green Tea

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

河野玄太、わたなべふみこ（キングレコード）

明日の空へ

GLAY DOME TOUR 2020
DEMOCRACY 25TH
HOTEL GLAY GRAND FINALE

嘉門達夫（ビクターエンタテインメント）

［エンディング］

たにぞう、稲村なおこ、
スマイルキッズ

Onion Soup

世界の地図

ごはんをたべよう〜美味でバビデブー〜

新津由衣（SLIDE SUNSET）

ブンバ・ボーン！

アップルドリンク

（キングレコード）

中島みゆき（ヤマハ）
酒は大関

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

ミネラルウォーター

Boarding Pass

にゃんぞぬデシ

ROCK ACADEMIA（LSG）

緑茶

Boarding Pass

ハッピーエンド建設中

〈FM-JAGA〉
（帯広市）の浅岡めぐみ。

1・2・3
After the Rain（そらる×まふまふ）

オニオンスープ

Boarding Pass

［オープニング］

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

ハピネス*センセーション

小倉唯（キングレコード）

Boarding Pass

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。

男性向けデザイン
（正方形角丸）Size：75×75mm
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所

修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更
（K80%)

実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

Token of thanks for eco

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更
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教えて！

2016年に〈 廣田農園 〉として新規就農。無農薬、無化
学肥料栽培に取り組み、約 100 種の野菜や苗を直売。
畑の敷地内に直売所を構え、いちご狩りや収穫体験な
どを企画、
消費者と触れ合う機会を大切にしている。

夢の
叶え方。

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、

教えてくれた人： 廣田一公さん、
由美さん（芽室町）

その叶え方を教えてもらいました。
photo: Masatsugu Sugawara text: Ami Saruwatari

第20回

“農家になりたい”
イモの収穫が楽しい！

佐藤玲菜さん
（小学 4 年生／鹿追町）
の夢
全部食べちゃったのよ﹂とうれし

取り組む人に巡り会ったことが︑

を 吸 収︒
﹁動植物を生かす農業に

やしたり︑先輩農家を訪ねて知識

そうに話す︑廣田由美さん︒完熟

その後の化学肥料を使わない畑づ

小学生の夢、
大募集！＊北海道在住の小学生の夢を募集しています。住所、
氏名、
電話番号、
学年、
性別、
将来の夢と理由を明記のうえ、
件名に「教えて! 夢の叶え方。
」係と入れて、
メールを返信します。また掲載の際は、
お名前とお住まいの市町村を記載させていただきます。
次のメールアドレスにお送りください。kunamaga@sogo-printing.com 採用の場合は、

﹁トマト嫌いだった子が︑一晩で

ま で 待 っ て 収穫 する︿ 廣 田 農 園 ﹀

くりにつながりました﹂

年︒﹁大変なのは

5

のトマトは︑じわじわとファンを

農家になって

時間の管理︒直売所の運営︑イベ

増やしています︒一公さんは﹁燃

えるような赤︑これがおいしさの

と向き合う時間を大切にしなくて

ントの企画⁝⁝やりたいことがど

小学校教員だった由美さん︒二人

は﹂と由美さん︒子どもには︑
﹁植

秘訣です﹂と熱く語ります︒

は東日本大震災がきっかけで
﹁食﹂

物の他に︑虫や動物に興味を持っ

以前は自衛官だった一公さんと︑ んどん増える︒でも何より︑作物

を見直し始めました︒その結果︑

農業に興味を持ち札幌から十勝へ︒ て︒どの生き物にも農家の仕事に

き物とじっくり向き合ってみよ

農家になるためにまず始めたのは︑ つながる共通点がある︒好きな生

人脈づくりでした︒さまざまな農

右／研修先の農家からの紹介で借りている畑。取材に伺った
7月下旬には、キュウリやスイカが収穫間近。左上／農家の先
輩にも「このトマトはすごい」と褒められた！ 歯応えがあ
るのに噛むととろける食感。左下／今年から苗の販売も。

う﹂とアドバイスをくれました︒

空芯菜、
ケールなども栽培

の勉強会に参加して知り合いを増

家族が農業を営んでいるので、ジャガ
イモの選別やビートの畑仕事を手伝っ
たことがあるそう。
「いとこも一緒に
10人以上で協力して作業するのが楽
しかった」。好きな野菜は、
ジャガイモ
とキュウリ。
「おばあちゃんが作るキュ
ウリは、
塩だけでとってもおいしい！」
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