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今月の表紙
10月末から4月末頃まで屈斜路

湖には、白鳥が飛来する。湖畔
にある野湯・コタンの湯（ P8 ）
では、広い湖に泳ぐ白鳥を眺め
ながら温泉が楽しめる。北海道
ならではのロケーションだ。
photo: Tomoki Kokubun
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北海道の

特集

温泉 。
ま ずは次の見開きページで︑﹁北海道の温泉講義﹂を受けてみよう︒
いかにバリエーションに富んでいて︑
魅力的であることか！
さらには︑野湯あり︑超高級旅館あり︑新感覚のサウナまで︒

4
5

温泉を第一の目的にして︑道内を巡ってみてはどうだろ う︒
photo: Naoki Wagatsuma (P4·5·12·13), Tomoki Kokubun (P8·9)
text: Chigusa Ide (P4·5·8·9·12-15), Tadanori Matsuda (P6·7), Satoko Nakano (P10·11)

北海道遺産にも認定されてい
る、モール温泉。とくに十勝
の人々には馴染みが深く、
「 肌がすべすべになるんで
す」と魅力を語る。帯広の〈 北
海道ホテル 〉の露天風呂にて。

最
1

新のデータによると︑全国

3

の温泉旅館に年間延べ約

万 人︒

1 1
3
1
0

億 千万人が宿泊し︑そのうち北

海道はダントツの 位で︑全体の

％ 余 を 占 める 約

年連続で︑北海道の温泉は〝日

から〝万病に効く〟
といわれる︒実

などの酸性泉や酸性硫黄泉は︑昔

十勝岳︑登別︑恵山︑ニセコ五色

酸性泉だ︒活火山が多いだけに︑

る季節が近づいてきた︒冬期間結

といわれる氷上露天風呂が出現す

抱かれた秘湖︑然 別 湖に世界唯一

そろそろ︑帯広圏の大雪山系に

知る人ぞ知る存在となっている︒

しかりべつ

は硫黄泉こそ︑日本の︑北海道の

氷する然別の湖上に湖畔から熱い

えさん

個性で︑硫黄の〝にごり湯〟は最近

プラスチック︶の浴槽の周りを氷

F
R
P

︵繊維強化

一方で︑アルカリ性泉にも恵ま

10

本一の人気〟をキープし続けている︒ では外国人をも魅了してやまない︒ 温泉を引湯し︑

北 海 道 の 温 泉 の 魅 力 は 何 か？

になると氷点下 度近くまで気温

で固めた露天風呂が誕生してから︑

指のアルカリ性のオソウシ温泉︑

れている︒帯広圏の㏗ の全国屈

北見圏の滝の湯︑塩別︑北見など

30

30

その開放性だろう︒因襲にとらわ

れない自由奔放な道民の気質と九

9
5

かれこれ 年になるだろうか︒夜

州の 倍近くもある開放的な島が

は下がり︑湯気で頭髪も凍るなか

流氷の季節も近い︒知床半島は

は︑㏗ ・ を超えるとくに女性

ウ ト ロ 温 泉 の︿ 知 床 第 一 ホ テ ル ﹀

多様な温泉を彩る︒しかもただの

北海道ならではの珍しい温泉が

などの大浴場や露天風呂に浸かり

北海道は遠い︒知床はなお遠い︒

での湯浴みはまさしく極楽気分だ︒

あることも付け加えておこう︒帯

ながら︑オホーツク海に沈む雄大

にうれしい〝つるつる温泉〟だ︒

活火山が知られているが︑そのう

広市内や郊外の十勝川温泉などの

な落日を茫然自失の体で眺めてい

えにわだけ

1
1
1

の

ち北海道に ！北海道は紛れもな

モール泉である︒これは太古の昔

ると︑蓄積した日々のストレスも

たるまえさん

島ではない︒わが国には

有史以来の火山活動は全国有数

に樹木や生い茂る葦の類が朽ちて

解消することだろう︒

く〝温泉の浮き島〟なのである︒

の美しい湖沼群を誕生させた︒有

地下に埋もれ︑これが地熱によっ

と う や こ

て熱せられ発酵熱を伴って地表に

し こ つ こ

支笏湖︑雄阿寒岳と阿寒湖︑知床

噴き出したもの︒肌当たりがやさ

だが︑その距離感を一瞬で帳消し

珠山と洞爺湖︑樽前山や恵庭岳と

火山群と知床五湖⁝⁝︒もちろん

しく︑
〝美人の湯〟として女性に根

にしてくれるのが︑北海道の温泉

mainichigaonsen.com

火山の懐に個性的な温泉群をも湧

10
強い人気だ︒

1949年、洞爺湖町生まれ、温
泉学者、医学博士、旅行作家。
温泉を産湯に、混浴の共同浴
場を揺りかごにして育つ。
『温泉はなぜ体にいいのか』
『温泉手帳 増補改訂版』など
著 書 多 数 。H P『 毎 日 が 温
泉 . c o m 』も必見 ! w w w.

出してくれた︒その結果︑日本の

文：松田忠徳さん

の最大の魅力だろう︒

3

稚内圏の豊富温泉は優れて個性

Profile
4

種類の泉質がすべて北海道内で堪

9
的だ︒石油の試掘を行った際に︑

出したのが始まりで︑黒っぽい湯

能できる︒いや登別では︑何と

北海道の温泉の特徴は酸性から

は意外にも肌ざわりがよい︒ここ

種類もの泉質が楽しめるのである︒ 高圧の天然ガスとともに温泉が噴

アルカリ性まで広範囲にあること

が知られ︑全国のアトピーに悩む

若い人たちの〝救いの薬湯〟として︑

1

はアトピー性皮膚炎や乾癬に特効

7

だ︒このようなエリアは珍しい︒特

に網走圏の川湯温泉の㏗ は ・

という草津を凌ぐ全国屈指の強い

2

1

31

2

13 10

北海道の温泉、
その魅力について。
5
2

4

Hot Springs in Hokkaido

6

日本にはたくさんの温泉があるけれど、
北海道の温泉にはどんな特徴が?

3

6

1

5

全国を飛び回り、
各地の温泉を熟知する温泉教授、
松田忠徳さんに教わった。

松田さんが選んだ、北海道ならではの温泉
6

4

3

2

1

湯宿だいいち（中標津町）

大江本家（北見市）

湯元 凌雲閣（上富良野町）

登別温泉郷 滝乃家（登別市）

ぬくもりの宿 ふる川（札幌市）

温泉旅館 銀婚湯（八雲町）

Yuyado Daiichi

Oehonke

Ryounkaku

Noboribetsu Onsenkyo Takinoya

Nukumorinoyado Furukawa

Ginkonyu

知床や摩周湖に近い道東随一の人気の宿だ。天
然記念物シマフクロウが飛来する宿として、国
内外に知られる。北海シマエビ、花咲ガニ等の
珍しい海の幸を提供する、北海道で最も食材に
恵まれた宿。豊富な湯を活用した渓流沿いの露
天風呂群、源泉サウナなどにはファンが多い。
とくに露天の“星見風呂”はおつである。

無加（むか）川の清流沿いに立つ客室174室の
老舗ホテル。ここの真骨頂はお湯のレベル。源
泉100%かけ流しの単純硫黄泉は肌にやさしい
だけでなく、科学的なレベルでも全国トップ級
だ。大型ホテルでは随一といえる。食事はオ
ホーツクの豊かな海の幸が魅力。北海道に〈 大
江本家 〉があることを心底誇りに思う。

夕日は宿のかなた雲海の下に沈む。十勝岳連峰
の懐に抱かれた標高1280メートル、北海道一
高所の秘湯の宿。冬でも除雪され、秘湯ファン
や写真愛好家を魅了する、絶景露天風呂の宿で
も知られる。雄大なパノラマ露天風呂は全国で
も屈指のものだ。自家源泉は2本あり、
いかにも
効きそうな山の出湯（いでゆ）である。

全国でも屈指の名宿である。漁港に近く、伊達
野菜で知られる伊達に隣接するため食材に事欠
かず、大正時代からの料亭旅館の名に恥じぬ食
通のファンが国内外にいる。さらに登別に立地
し、極上の4種類もの泉質の湯を持つとなると、
“畢竟（ひっきょう）の宿”と言えそうだ。乳白色
の含ラジウムの露天風呂に浸かれば夢心地必至。

年間100万人以上が宿泊する札幌の“奥座敷”定
山渓温泉でも、一番人気の高品質の温泉宿。落
ち着いた雰囲気の食事処でいただく食事には定
評があったが、最近では浴場の充実度も完成の
域に達した。新館の眺望の利く大浴場もいいが、
地下 1 階の半露天風呂などは通好みの“癒やし
の湯”の極めつけと言えそう。

5000坪の自然庭園をはじめ、北海道では珍し

Information

Information

Information

Information

Information

Information

住

標津郡中標津町養老牛
（ようろううし）
518

☎ 0153-78-2131

7

5

住

北見市留辺蘂
（るべしべ）
町温根湯温泉466-1

☎ 0157-45-2511

住

空知郡上富良野町 十勝岳温泉

☎ 0167-39-4111

住

登別市登別温泉町162

☎ 0143-84-2222

住

札幌市南区定山渓温泉西4-353

☎ 011-598-2345

い“和”の雰囲気がそこかしこに感じられる木造

2階建ての名宿。地場の山海の幸を使った評判
の料理は、一品一品丁寧に作られており、“心づ
くし”という言葉がぴったり。人気の大浴場、
風
情のある露天風呂に加え、赤い吊り橋の先の素
敵な野天風呂群に狂喜するに違いない。

住 二海郡八雲町上の湯199
☎ 0137-67-3111

6

〈 リバー＆フィールド 〉のメニューには、
半日2
〜3時間と1日4時間ほどのトレッキングコース
がある。雪が積もる 1 月末頃からは、スノー
シューやスキーシューで楽しむこともできる。

冬のコタンの湯では、白鳥を眺めながら極
楽気分に。屈斜路湖畔の野湯のなかでは、
管理が行き届いている人気の場所。水着や
湯浴み着で入っている女性もいるそう。

アウトドアアクティビティと温泉。
Outdoor Activities & Hot Springs
屈
斜路湖の湖畔には︑和琴︑

池の湯⁝⁝いくつもの野湯

がある︒いずれも目の前に湖が広

がって︑開放感がありますよ︒泉

2

質は微妙に違っていて︑どこも無

料で混浴だけど︑コタンだけは男

20

女別になっている︒そして冬には︑

白鳥がたくさんいるんです︒ 羽

羽くら

くらいの群れがうわ〜っと降りて

くっしゃろ

く る︒ ピ ー ク 時 は

いはいるらしい︒屈斜路湖は凍る

3

んですが︑温泉の周りは凍らない

でしょう︒とくにコタンは遠浅な

ので︑水草などの餌がとりやすい

んでしょうね︒日中は観光客が多

いから︑温泉は︑夜に入るのがい

僕は屈斜路湖を拠点にアウトド

いかもしれません︒

アガイドをしているのですが︑冬

4

は主にスノーシューやスキー

シューのトレッキングを︒とくに

おすすめは摩周湖で︑除雪が入ら

ない第三展望台まで歩くと︑日中

でも樹氷が見られたりする︒その

白さが湖の青色に映えてすごくき

れいなんです︒ほかにもポンポン

山や巨木の中のトレイルなど︑こ

の辺の自然は変化に富んでいるか

5

ら︑面白いところがたくさんある︒

お客さんからリクエストがあれ

ば︑アクティビティの後に野湯に

入ることもありますが︑川湯温泉

が近いので︑そっちを案内するこ

とが多いかな︒強酸性の個性的な

お湯がじゃんじゃんかけ流しに

なっていて︑贅沢な感じです︒個

人的には︑実は隣町の温泉に行っ

て し ま う こ と が 多 く て︵ 笑 ︶︒道

東って︑少し移動するだけでいろ

んな温泉があるんです︒寒い冬に

屋外で過ごした後は︑あったまる

し︑脱力感がたまらない︒浸かっ

た 瞬 間 に︑ や っ ぱ り﹁ ハ ァ 〜﹂っ

てなりますね︵笑︶︒
︵土屋さん談︶
6

5
0
0

北海道には大自然がある。
そして野湯も数多くある。

「こんなところに?」
と驚き、
自然との一体感に感動。

登山やスキーの後にザブンと温泉! 北海道の醍醐味だ。

Profile

土屋重敏さん

富士温泉

ペンションBirao

池の湯

コタンの湯

和琴温泉

Fuji Onsen

Pension Birao

Ikenoyu

Kotannoyu

Wakoto Onsen

屈斜路湖から車で約40分。道の駅にあ
る温泉施設。レストランも併設された、
土屋さんのお気に入りの場所。

カヌーツアーの終点となる堤防近くに
ある、標茶（しべちゃ）町の銭湯。泉質
は、
アルカリ性単純温泉。

野趣あふれるロケーションだが、湖畔
に大きな露天風呂がある。泉質は、ナ
トリウム−炭酸水素塩・硫酸塩泉。

泉質はナトリウム−炭酸水素塩酸。浴
槽は男女別だが、岩が置いてあるだけ
なので、
それなりの覚悟が必要。

屈斜路湖の南側にある和琴半島。この
キャンプ場のすぐそばに野湯がある。
泉質は単純温泉（中性低張性高温泉）。

Information

Information

Information

Information

Information

Information

住 斜里郡清里町字神威1071
☎ 0152-26-2288

住 川上郡標茶町富士5-26
☎ 015-485-3003

住 川上郡弟子屈町美里4-7-10
☎ 015-482-2979

住

9

＊❶〜❸は自然の中の野湯です。管理人などはいませんので、
利用の際はご注意ください。

住

川上郡弟子屈町屈斜路古丹

〈 SARU OUTDOORGUIDE &
PHOTOGRAPHY 〉代表。屈斜路在住。
「冬の日常風景である白鳥は、
野生動物
のなかでも身近で、
特別な存在です」

www.saru-tomokikokubun.com

1

Michinoeki Papas Land Sattsuru

川上郡弟子屈町屈斜路池の湯

写真：國分知貴さん

〈 リバー＆フィールド 〉代表。カヌー
とカヤックを中心にしながら、道東の
魅力を深掘りするアウトドアガイド。
近年は、
摩周・屈斜路トレイルの開拓に
力を注ぐ。www.riverandfield.com

道の駅 パパスランドさっつる

土屋さんおすすめの弟子屈町の日帰り
温泉は、こちらの内湯〈 ビラオの湯 〉。
〈 道の駅 摩周温泉 〉すぐ近くにある。

Profile

住

川上郡弟子屈町屈斜路和琴

仁伏温泉
砂湯
屈斜路湖

3

1
2

弟子屈（てしかが）
町の屈斜路湖
にはたくさんの温泉がある。仁
伏温泉には数軒の宿が、砂湯に
は足湯がある。❹は弟子屈町の
まちなかに、❺は南の標茶町に、
❻は北東の清里町に位置する。
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旅
アーの企画と添乗業務を

行業界で 年以上︑海外ツ

年前のこと︒

行ってきた中山英朗さんが︑温泉

に興味を持ったのは

年間関わったことが

前職で︑古代ローマ帝国を訪ねる

ツアーに

D

4

40

The Innovation of Hot Spring Hotels

日本最大級、150坪の大露天風呂
をはじめ、
男女各10個の香り湯が
並ぶ「森の散歩湯」など、
とにかく
風呂を楽しみたい人にぴったり。
露天だけでなく内風呂も充実。夜
は天文台「満天星」で、
北湯沢の空
を天体観測しよう。

住

きっかけだった︒

☎ 0570-026573

住

﹁ツアーを通して︑古代ローマ帝

300-2 ☎ 0570-026574

☎ 0570-026573

住

国と日本に〝 風呂文化 〟という共

Information

伊達市大滝区北湯沢温泉町
300-7 ☎ 0570-026574

函館市湯川町1-17-22

通点を見つけたんです︒日本でも

Information

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉
29-1 ☎ 0570-026571

住

ヒットしましたね︒古代ローマ帝

Information

函館市湯川町1-18-15

﹃テルマエ・ロマエ﹄という漫画が

Information

住

国と日本の公衆浴場の共通点は︑

バイキング方式が主流だった日本
のホテルで、高級感を付加した新
しいビュッフェスタイルを採用。
季節の道産食材にこだわった、本
格料理が堪能できる。大きな窓か
ら見える、洞爺湖と羊蹄山の絶景
もすばらしい。

Midorinokaze Resort Kitayuzawa

位の高い人にも庶民にも平等に開

読書家のオーナーが選んだ蔵書が
並ぶ「ライブラリーのぐち文庫」
や、幻想的な景色が楽しめる最上
階のラウンジ〈 S K Y S A L O N
BOUKYOU 〉、広々とした個室の
展望風呂など“大人がくつろげる
場所”にふさわしい宿。

Mori no Soraniwa

放され︑日常的に親しまれたこと︒

The Lake View Toya Nonokaze Resort

緑の風リゾートきたゆざわ

多 く の 人 が 風 呂 に 集 ま っ て︑ コ

Bourou NOGUCHI Hakodate

Information

ミュニティを築いていたんです﹂

Hakodate Uminokaze

きたゆざわ 森のソラニワ
野外アスレチックパーク「ムササ
ビ」、室内プレイパーク「ア・ソ・
ボーヤ」など子どもが思い切り遊
べる施設を用意。客室フロアは
「カップル」
「レディース」
「ファミ
リー」に分かれており、それぞれ
にぴったりのラウンジも。

温泉は︑地方経済の大切な基盤︒

望楼NOGUCHI函館

8

温泉宿のチャレンジ。

A

HAKODATE 海峡の風
〈 湯 元 啄 木 亭 〉の 別 館 と し て 、
2016 年にオープン。北海道のな
かでも歴史ある函館で「大正ロマ
ン、昭和レトロ、平成モダン」をコ
ンセプトに建てられた。この施設
で、中山さん企画の“温泉宿塾”が
開催される予定だ。

しかし︑時代の変化に弱い傾向に

ある︒中山さんは﹁いま温泉宿に

必要なのは︑エンターテインメン

ト﹂と話す︒野口観光の温泉宿に

たとえば登別と函館にある︿望

﹀は︑ い ま ま で の
NOGUCHI

は︑それを体現したものが多い︒

楼

B

温泉宿とは違い︑洗練されたラグ

ジュアリー空間で非日常を楽しむ

という新たな価値を生み出した︒

一方
︿緑の風リゾートきたゆざわ﹀

り付き露天風呂を用意︒森の中の

では︑男女 個ずつ︑計 もの香

回廊を渡り︑好きな風呂に入るこ

とができる︒周りに建物が少なく

C

20

ザ レイクビュー TOYA
乃の風リゾート

E

11

星がきれいに見える北湯沢の地の

旅行会社で延べ230回もの海外ツアーに同行し
た経験から、
日本の温泉を売り出すべく、
北海道
を代表する温泉施設を多数有する野口観光に入
社。主にマーケティングを担当している。

利を生かして︑お客さまに利用し

中山英朗さん

てもらえる天文台も併設した︒

Profile

世代で温泉

E

ま た︿ き た ゆ ざ わ 森 の ソ ラ ニ

D

ワ﹀は︑孫を連れて

C

D

宿に泊まる人のニーズに応えてい

E

る︒温泉施設に野外アスレチック

を造るとともに︑雨や雪の日でも

屋内で楽しめるように施設内にボ

ルダリングや各種遊具をそろえた

プレイルームもオープンさせた︒

﹁悪天候でも楽しめる温泉施設な

ら︑
お孫さんが大人になっても
﹃み

んなで温泉に行って楽しかった﹄

という記憶が残ると思います﹂

そして現在︑中山さんが考えて

い る 仕 掛 け が〝 温 泉 宿 塾 〟︒温 泉

に入り︑車座に寝そべりながら日

本近代史を学ぶという企画で︑古

代ローマ帝国時代から続く﹁風呂

で垢を落とし︑サウナで癒やされ

ながら会話をする﹂という温泉の

醍醐味を踏襲した形だ︒

ない函館の温泉宿で︑文化的なエ

﹁日本近代史を語るうえで欠かせ

ンターテインメントを新たに提供

していけたらと思っています﹂

今 後 は︑ ど ん な 新 し い 企 画 が

待 っ て い る の か︒ 野 口 イ ズ ム が

脈々と受け継がれるこのフィール

ドで︑温泉宿のチャレンジは続く︒

A
B

3
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A

湯と食事を楽しみ、
のんびりと過ごすのもいいけれど、

いまの温泉宿には、
もっと必要なものがある。

野口観光のキーワードは
「エンターテインメント」
だ。

伊達市大滝区北湯沢温泉町

D

D
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〈北海道ホテル〉式
ロウリュ

昨年 6 月にリニューアルした、
〈 北海道ホテル 〉の大浴場にあ
るサウナの壁（ウォール）には
白樺の切り株が。ここにモール
温泉のお湯をかけてロウリュす
ることを「ウォーリュ」と呼ぶ。
白樺の香りが広がり、
心地いい。

1

サウナ
まずはサウナに 5 〜 8 分入る。
このときにサウナストーンに
水をかけロウリュする。蒸気
が上がり温度が上昇するので、
室内の人に「ロウリュしても
いいですか ? 」とひと声かけ
ることを忘れずに。

モーリュ
サウナストーンにモール温泉
をかけることを「モーリュ」
と呼ぶ。モール温泉とは、北
海道遺産にも認定された希少
な泉質。植物性でやや褐色を
帯びたとろみのある湯。独特
の香りでリラックス度が増す。

十勝でロウリュ体験。
Loyly Sauna in Hokkaido
帯広を中心に、
十勝のサウナが注目を浴びている。

その魅力は、
フィンランド式のロウリュができること。

2

火付け役である
〈北海道ホテル〉社長にお話を伺った。

水風呂

北
水分をかけるフィンランドの入り

分︑外気浴を約

海道ホテル取締役社長・林

分︑水風呂に約

方︒それを参考に︑サウナに約

セットほど繰り返す︒

1

克彦さんは︑ 軒もの温泉

分︑これを

﹁脳に目まぐるしい変化が起き︑

3

施設がある帯広市に生まれ育った

2
0

が︑温泉に興味がなかった︒とこ

ろが⁝⁝︒
﹁忘れもしません︑

業界

やがて外気浴によってリセットさ

れ脳の動きが軽くなる︒その後は︑

22

日 の こ と で し た ﹂︒

昨今のサウナブームを牽引する︑

仕事のパフォーマンスが確実に上

11

月

通称〝 ととのえ親方 〟の松尾大さ

が る ん で す︒ 経 営 者 や

I
T

1
8

年

んに導かれ︑ロウリュと出合う︒

﹁それまでは︑サウナが大嫌いで︒ など︑クリエイティブな仕事を求

そのためではないでしょうか﹂

熱いし︑喉や肌はヒリヒリするし︒ められる人がハマっているのも︑

水風呂なんて絶対入らなかった︒

ロウリュに興味を抱いた林さん

サウナ発祥の地といわれるルカ・

ところが松尾さんがうちのホテル

お湯を壁にかけたんです︒そした

クーサモを訪れる︒そこでは︑サ

4

月にフィンランドへ︒

ら 蒸 気 が う わ 〜 っ と 出 て︑ 喉 が

ウナが観光目的のひとつになって

に来て︑強引にサウナに誘われて︑ は︑翌年

潤った︒しかも汗が大量に出て︑

いた︒
﹁雪︑森林︑湖があり︑サー

が似ている︒サウナを冬の集客に

も応用できるのではと感じまし

た﹂︒しかも十勝では︑モール温

その後の水風呂が気持ちいい︒さ

と 驚 い た ら︑
﹃こ

!?

らに外気浴をしたらクラクラする︒ モンなどの食もある︒十勝と環境

なんだこれは

れが〝ととのう〟ですよ﹄と教えて

くれました﹂

泉でロウリュができ︑水風呂は札

月に

4

ロウリュとは︑サウナストーンに

ア ッ プ し た と い う︒ 今 年

は︿ 十 勝 サ ウ ナ 協 議 会 ﹀を 発 足︑

6

内川の清流だ︒

帰国後すぐに︑北海道ホテルの

13

管内でロウリュができる施設を増

水風呂の後は、外気浴を 5 〜
10分。露天風呂に設置されて
いる椅子などで休憩を。❶〜
❸を 3 セット前後行う。最後
に外気浴で終わることで、体
内の血流が温かい状態をキー
プ。これが、真のリラックス
につながる。

力を盛り上げている︒

外気浴

2
0
0
%

サウナをフィンランド式にして︑

3

やし︑地域一体となって十勝の魅

年で︑集客率は

1

月にはリニューアルオープン︒

その後

サウナから出たら、汗を流し
てから水風呂へ。1〜2分入る。
〈 北海道ホテル 〉では、
国土交
通省による一級河川調査で過
去8回も清流日本一に選ばれ
たことがある、札内川の伏流
水を使用している。
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Profile

林 克彦さん
北海道ホテル取締役社長。45歳。
年間500回はサウナに。
「いずれ
は凍った湖を活用して、水風呂
代わりの『アヴァント』に。自然
と共生する楽しみも提案したい」

Information

北海道ホテル
Hokkaido Hotel
住 帯広市西7条南19-1
☎ 0155-21-0001

〈十勝サウナ協議会〉
（☎ 015522-1370）では、ロウリュが楽
しめる 5 施設のなかから 3 施設
が利用できる〈サウナパスポー
ト〉
を、
2021年2月28日まで販売。

tokachi-sauna.com

12

バリエーションに富んだ北海道の温泉。
通に親しまれている老舗から、

まだまだあります!

時代のニーズに合わせたモダンな旅館まで、
個性的な温泉宿を紹介。

おすすめの北海道の温泉宿、8 軒。

ONSEN RYOKAN 由縁 札幌

温泉旅館 矢野

Onsen Ryokan Yuen Sapporo

Onsen Ryokan Yano

札幌の中心に滞在しながら
温泉宿の心地よさも味わう。

本マグロをはじめとする
松前産の海産物を贅沢に。

札幌市

JR札幌駅から徒歩約13分。北海道大学植物園の近くに、今年8月、温
泉旅館がオープンした。登別市・カルルス温泉の源泉から運んでき
た湯を、
札幌軟石を使った大浴場で堪能。10タイプ全182の客室は、
木や畳、
窓から見える風景など、
自然の心地よさを大切にしたシンプ
ルかつモダンな雰囲気。道産食材にこだわった朝食も魅力だ。

1951年創業。松前町で最も古い老舗旅館は、3代目若女将・杉本夏子
さんが切り盛りする“頑張っている温泉宿”として有名だ。100%天

然の温泉が楽しめるだけでなく、
松前で水揚げされた本マグロを仕
入れ解体、
好きな部位を存分に味わえる「松前産本マグロまるごと1
本解体プラン」なども設定し、
ここならではの贅沢を提供する。

Information
上／泉質は、
無色透明の単純温泉。右上／サウナ付きの大浴場には、
露天風呂もある。右下
／インテリアや食器にも道内の作家による作品を選ぶなど、
こだわりが感じられる。

住

Information

札幌市中央区北1条西7丁目6

上／泉質は、
ナトリウム−硫酸塩泉（中性低張温泉）。右上／松前産の本マグロが味わえる
のは、
8月〜12月の期間限定。右下／さまざまな部位や料理法のマグロが並ぶマグロ御膳。

☎ 011-271-1126

二股らぢうむ温泉

Log Hotel The Maplelodge

Futamata Radium Onsen

世界的にも希少な岩で
自然の不思議と恵みを体感。

岩見沢市

2018年にリニューアル。カナダ産の丸太を使った重厚なログハウ
スには、15 の客室と、檜、御影石、露天風呂の 3 種の湯殿、さらには
フィンランド式サウナがある。また東京ドーム4個分の広大な敷地

Information
住

Information

岩見沢市毛陽町183-2

上／大自然の中、石灰華を眺めながらの露天風呂。右上／温泉に含まれる天然カルシウム
より湯治客が使いやすいようにリニューアル。
も数々の効能をもたらす。右下／2001年に、

☎ 0126-46-2222

丸駒温泉旅館

Maure Villa

Marukoma Onsen Ryokan

雪と湖の絶景を眺めながら
野趣あふれる岩風呂を。

遠軽町

旭川空港から車で約2時間。2018年に“エゾ・モダン”をコンセプト
にリニューアルした森の中のスパリゾートは、
暖炉のあるエントラ
ンス、
和洋折衷のコース料理、
旭川家具を使った湯上がり処などが印
象的。夜は満天の星を眺めながら温泉に。近くには、
日帰り温泉入浴
ポッケの湯 が昨年オープン。セルフロウリュも楽しめる。

住

Information
上／下から吹き上げる「足元湧出湯」の天然露天風呂。湯上がり後も冷めにくい。右上／展
望風呂では、
雄大な自然を眺めながら。右下／貸し切り風呂は50分2750円（宿泊の場合）。

紋別郡遠軽町丸瀬布上武利172

☎ 0158-47-2170

旅籠屋 定山渓商店

Kawashima Ryokan

Hatagoya Jozankei Shoten

由緒ある定山渓温泉の湯を
カジュアルに、
より快適に。

豊富町

独特の匂いと感触。石油を含む泉質で、
「美肌の湯」として脚光を浴
びている豊富温泉。なかでも1927年創業の川島旅館は、3代目が建
物を全面リニューアルし、
ファンを増やしている。冷泉の浴槽、
温か
い内風呂、
やや熱めの露天風呂に加え、
内装に道産トドマツ材を使用
した薪ストーブのあるラウンジなど、
心底くつろげる魅力的な宿だ。
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住

天塩
（てしお）
郡豊富町字上サロベツ1988-65

☎ 0162-82-1248

札幌市

築47年の温泉宿をリノベーション。新たに誕生したのは、
ひとり旅
でも気軽に泊まれるカプセルルームもある“気の利いた温泉宿”。約
30種のお酒がそろったドリンクカウンター、蔵書やゲームも楽しい
ラウンジやロビー、卓球ルームまで！ 夕食は宿の中の精肉店で
カットした新鮮な肉が提供されるなど、
斬新かつ心地いい空間だ。

Information
上／わずかに黄濁した弱アルカリ性高張性温泉。右上／快適なラウンジ。料理は、
地元の食
材をふんだんに取り入れて。右下／ロゴマークも作り、
2016年にリニューアル。

住 千歳市幌美内7
☎ 0123-25-2341

川島旅館
歴史のある
「温泉油」
の効能を
3代目のセンスを感じる空間で。

千歳市

支笏洞爺国立公園の中にある、1915年創業の温泉旅館。さまざまな
効能を持つ泉質と抜群のロケーションで、
常陸宮殿下やスウェーデ
ン国王を迎えるなど、多くの歴史と伝統を築いてきた。人気なのは、
支笏湖の水位に合わせて湯量が変わる、天然露天風呂。最近は、2タ
イプある露天風呂付き貸し切り風呂もおすすめ。

Information
上／アルカリ性単純泉。化粧水に浸かっているような、
とろっとした美肌の湯。右上／館内
には〈 カンディハウス 〉の家具が。右下／離れには温泉付きコテージもある。

住 山越郡長万部町字大峯32
☎ 0137-72-4383

マウレ山荘
森の中にある白い山荘で、
日常を忘れてリフレッシュ。

長万部町

ブナに囲まれた山奥に、
湯治客が通う名湯がある。目指すのは、
巨大
な岩「石灰華」から1分間に約100リットル湧き出している温泉。微
量のラジウムを含むこの湯は、
明治時代以降、
多くの人々の不調を癒
やしてきた。
「規則正しい生活リズムで、
1日6〜8時間の入浴を2〜3
週間続ける」という湯治方法も提唱している。

には、
テニスコートや果樹園もあり、
グランピングも楽しめる。大自
然に抱かれて、
北海道ならではの温泉体験ができそうだ。

上／泉質は、
ナトリウム−炭酸水素塩泉で冷鉱泉。ぬめりのある無色透明の湯。右上／サウナ
では、
セルフロウリュが楽しめる。右下／部屋は、
木の香りを感じる上質な空間になっている。

住 松前郡松前町福山123
☎ 0139-42-2525

ログホテル メープルロッジ
ログハウスと天然温泉で
北国ならではの温もりを。

松前町

Information
大浴場やサウナも。右上／ひとりでもくつろげるラウ
上／源泉100%の露天風呂のほかに、
ンジスペース。右下／夕食は精肉店による焼き肉。さまざまな部位を味わえるコース〈六段 〉。

住 札幌市南区定山渓温泉西2-5
☎ 011-598-2929

14

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: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano

33

Vol.

Person

石井翔馬さん
移住歴：埼玉県→栗山町
居住期間：4年
埼玉県川口市出身。2016年
に地域おこし協力隊として栗
山町へ移住し、任期中に
〈オ
フィスくりおこ〉
を設立。カフェ
バーやゲストハウス、通販サ
イト
〈チェスナッツ＆マーケッ
ト〉も運営している。

〈 cafe & barくりとくら 〉で
は、昼は日替わりシェフが、
夜は調理師の石井さんが腕
をふるう。kurioco.com

栗山町の関係人口を生み出すローカルベンチャーになりたい。
Q. 栗山町に移住したきっかけは？

こ〉
を設立しました。栗山の食材を使っ

を通し、若者や移住者の起業支援や事

北海道が好きでさまざまな町を巡って

た料理や地酒を提供する〈cafe & bar

業支援をしています。
また、
カフェバー

いた時に、生活に必要なものが徒歩圏

くりとくら〉や、遠方から来た人の滞

やゲストハウスに関心を持ってくれる

内に凝縮されていて暮らしやすそうな

在拠点となる〈ゲストハウスくりとま

人を増やすことで、栗山町の関係人口

栗山町に惹かれました。野菜やお米な

る〉を運営。特産品の販路を広げる通

をつくり出し、さらには、自分たちの

どがおいしく、札幌や空港が近いとこ

販サイトや、ふるさと納税の新規返礼

人脈も広げていきたいと考えています。

ろも気に入って、地域おこし協力隊に

品のリサーチや提案も行っています。

Q. これから望むことは？

応募したという流れです。

Q. 活動のねらいはなんですか？

僕たちのようなローカルベンチャーは、

Q. いまはどんなことをしている？

〈オフィスくりおこ〉のミッションは、

どんな地域でも立ち上げられるビジネ

協力隊 3 年目の時に、商店街の空き店

「日本の地方を、ワカモノ・ヨソモノ

スモデルです。同じような志の会社が

舗を DIYでリノベーションして、同期

が活躍できるフィールドに」です。た

増えて、一緒に北海道を盛り上げてい

と一緒に地域総合商社〈オフィスくりお

とえば、地域おこし協力隊の育成など

くことができたらうれしいです。

豊かな自然と利便性を併せ持つ町です

Place

地域情報
［栗山町］

Information

新千歳空港から車で約45分、
夕張山地と夕張川に挟まれた緩やかな丘陵
地帯にある、農業が盛んな町。北海道最古の酒蔵〈 小林酒造 〉や、きびだ
んごで有名な〈 谷田製菓 〉などの老舗もあり、
歴史と自然が調和。またク
リエイターの移住を促進しており、町が運営する〈 くりやまクリエイ
ターズマーケット 〉では、
ものづくりを通した交流が生まれています。

皆さまの想いを、北海道へ。
ふるさと納税で応援してください !
自治体への寄附額のうち2000円を超える部分が、
所得税と住民税から原則全額控除されます。
魅力的な返礼品を用意して、
皆さまのご支援をお待ちしています。詳しくは「ほっかいどう応
援団会議」サイト内「ふるさと納税」のページをご覧ください。https://hkd-ouendankaigi.
jp/join/furusatotax/（北海道総合政策部官民連携推進室 ☎011-206-6449）

17

取材協力：栗山町若者定住推進課

移住相談窓口〈どさんこ交流テラス〉
JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海

道の地域情報、
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）

16

HOKKAIDO

北海道に愛着やこだわりを持って働く人々がいます。
25回目にお届けするのは網走市のRimo。
地元の食材を使い、本場イタリアのコンテストで優勝を続ける、才能にあふれたジェラティエーレ。
photo: Masatsugu Sugawara text: Chigusa Ide

2017年、コンテスト優勝のとき（右）。網走〈 岩本牧場 〉の牛乳を使った、濃厚な味わい。高田さんのおすすめはピスタチオ（中）。
定番と季節の味、
計10種類ほどが並ぶ。
「作りたてがいちばんおいしい」と髙田さん（左上）。店舗は、
国道39号線沿いに（左下）。

を考案していくのだ︒

世界チャンピオンに︒快挙を成し

催されたジェラートコンテストで

豆 を 使 っ た も の︒
﹁食べていくう

網走の︿ はぜや珈琲 ﹀のコーヒー

シート︵ドルチェワイン︶を加え︑

は︑ 抹 茶 と マ ヌ カ ハ ニ ー に パ ッ

見ているうちに︑もっとおいしく

かることなんです﹂︒毎日笑顔を

の前ですぐにお客さんの反応がわ

﹁ジェラートのいいところって︑目

人の作品から選ばれたの

遂げた︒
﹁いつだって︑自分が作っ

ちに二重三重に味を感じる︑それ

約

たジェラートがいちばんおいしい

がジェラートです﹂︒何種類もの

年 月︑イタリアで開

と 思 っ て い る︒ そ れ を 証 明 し た

年前に祖父が始めたこの店を︑

かったんです﹂と語るのは︑エグ

最高の味を追求!

したい︑もっと評価されたい︑と

網走市出身。祖父から継いだ〈 手作りアイス
クリームの店 リスの森 〉を、
世界進出も視野
に入れて数年前〈 Rimo 〉に改名。今年6月に
は沖縄に出店。今後はマレーシアやベトナム
などでジェラートのおいしさを広めていきた
いという夢を抱く。www.risunomori.com

食材をかけ合わせ︑独自のレシピ

2
5
0
Profile

歳の頃に手伝い始めた髙田さん︒

22

傾向︒さらに日本人は︑ファース

るラストノートがあるのが最近の

る︒最後に︑舌ではなく鼻で感じ

れるものには共通の味づくりがあ

ラートに限らず︑おいしいと言わ

︵ 笑 ︶︒相 手 に どれ だ け 合 わ せ た

に あ るのだ ろ う︒﹁ 才 能 ですかね

エーレを超える︑その秘密はどこ

を 獲 得 し た︒ 本 場 の ジ ェ ラ テ ィ

のコンテストに参加し︑また優勝

昨年は︑料理に使うジェラート

だと︑楽しそうに笑った︒

笑顔を見続けてきた経験があるの

の背景には︑この地でお客さんの

の強みだと思います﹂︒そしてそ

とイメージできること︒それが僕

て︑だからこういう味が好きだな

員は普段こういうものを食べてい

味にできるのか︒イタリアの審査

22

トインパクトがガツンとあった後

に少し弱まる︑そんな感じを好む

（写真後列左から2番目）

研究を重ね︑ひたすら食べ歩いて

髙田 聡さん

んです﹂と︑実に奥深い︒

Rimo

ゼクティブシェフの髙田聡さん︒

9

味のセンスを磨いたという︒﹁ジェ

ジェラテリア

18
19
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神奈川・横須賀

古くから海上交通︑そして防衛の要衝として発展した横須賀︒
日本有数の港町では︑
いまも大小 つの渡し船が活躍している︒
東京湾で唯一の自然島である猿島へと渡る﹁大きな渡し﹂︑

大きな渡しと

が着く空港からの旅

猿島

photo: Norio Kidera text: Ai Sakamoto

東西の浦賀を結ぶ
﹁小さな渡し﹂を巡る旅に出かけよう！

2

小さな渡し。

横

分︒ ・

須賀・三笠桟橋から船に
乗ること︑約

い︒周囲 ・ キロほどの︑この小

人島︑猿島への船旅は短くも楽し

7

のは幕末のこと︒弘化 ︵

︶

さな島が歴史の表舞台に登場する

1
6

猿島

1
キロの沖合に浮かぶ無

10
から北には︑明治 ︵

︶年

を掘削して造った切り通し︒そこ

島の中央を南北に走るのは︑山

役割を果たした︒

二次世界大戦まで︑要塞としての

台︶が築かれて以来︑明治から第

年︑
外国船の脅威に備えて台場
︵砲

4
1
8
4
7
階建ての地

たかのよう︒わずか 分の船旅の

共存する島は︑まるで時が止まっ

には草木が生える︒自然と遺構が

ガは苔むし︑コンクリートの砲座

和に築かれた砲台跡も︒石やレン

が見られる島内には︑このほか昭

いたこともあり︑手つかずの自然

長く一般の立ち入りを禁止して

下室がいまも残る︒

庫 と して 使 わ れ た

舎や弾薬庫が︑トンネルには弾薬

切り通しに沿ってレンガ造りの兵

ての施設を地下に埋設︒石積みの

てわからないよう︑猿島ではすべ

く︒要塞であることが島外から見

完成のレンガ造りのトンネルが続

17
1
8
8
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2
界が待っている︒

先に︑これまで見たことのない世

10

Sarushima

三笠桟橋

三笠公園に隣接する桟橋から1時間に約1本、1日7往復を運航。乗
船料は大人1400円、
小学生700円（猿島公園入園料15歳以上200
円、
小・中学生100円が別途必要）。島内では、
見どころを30分間で
巡るガイドツアーも実施（1人600円）。バーベキューセットや釣
り竿の貸し出しもある。www.tryangle-web.com

20
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東京湾の無人島・猿島へのアクセス
1.切り通しの幅は約4.5メートル。石積みの高さは最大9メートルにも
及ぶ。 2.桟橋に着いた「大きな渡し」。 3.島内を案内してくれたガイ
ドの黒田麻子さん。初めての人は、ツアーに参加するのがおすすめ。
4.国内でも希少な、フランス積みと呼ばれる積み方で造ったトンネル。
5.昭和に造られた鉄筋コンクリートの砲座。 6.島内のカフェでは、
〈 よこすか海軍カレー 〉
（牛乳付き1200円）も食べられる。

豊かな自然に守られ、隠されてきた遺構を訪ねて。

今年11月、176年ぶりとなる社殿の修復を
終えたばかり。
「拝殿の向拝（こうはい）に
彫られている龍や、花鳥風月を描いた格天
井などは、江戸末期から明治にかけて活躍
した彫刻師・後藤利兵衛義光の作なんです
よ」と宮司の感見達也さん。社殿彫刻は、
横
須賀市の市民文化遺産に指定。授与品の勾
玉には、
翡翠、
水晶、
メノウの3種がある。

浦賀港の東岸、明神山に位置する。本殿（奥の院）は山頂
に鎮座。咸臨丸の航海の無事を祈念し、勝海舟が断食修
行を行ったという場所も残る。拝殿から本殿へと向かう
階段は約 260 段。途中、恵仁志（えにし）坂、産霊（むす
び）坂と呼ばれる坂があり、縁結びに御利益があるとも。
縁結びの御守り袋はグリーン、
ピンク、
ブルーの3色。

Information
住

神奈川県横須賀市西浦賀1-1-13

☎ 046-841-0179

東渡船場
西叶神社

東叶神社

西渡船場

Higashi Kano Shrine

勝海舟が長い航海の無事を祈った場

東叶神社

西叶神社

Nishi Kano Shrine

市民文化遺産指定の
社殿彫刻は必見

Information

Uraga no Watashibune

市民のための渡し船

浦賀の渡し船

300年変わらず続く、
ポンポン船の愛称で親しまれる浦賀港のシンボル。
市民の足として活躍する現在の航路は「浦賀海
道」と名づけられた、全国でも珍しい水上の市道
（2073号線）になっている。全長9.5メートル、
全
幅 2.7 メートル、12 人乗りの愛宕丸は、浦賀渡船
120周年を機に就航。東叶神社の祭礼時に神輿を
運んだ御座船をデザインのモチーフにしている。

住 神奈川県横須賀市東浦賀2-21-25
☎ 046-841-5300

Information
住 東渡船場／横須賀市東浦賀2-19-10先
西渡船場／横須賀市西浦賀1-2-19先
時 7:00〜18:00頃
（12:00〜13:00は昼休み）
料 大人200円、
小・中学生100円
休 12月31日〜1月3日、
荒天時、
船の点検時

渡し船が結ぶ、東西 2 つの叶神社へ。

東
京湾の入り口︑浦賀水道

に面する浦賀は︑江戸の

昔から海上交通の要衝︒

︶年には︑浦

5
1
7
2
0

湾に入る船の監視や荷物検査のた

め︑享保 ︵

賀奉行所が置かれている︒この地

年

1
4
0

が舞台になった黒船の来航や︑咸

5

臨 丸 の 出 港 は そ れ から

1

ほど経た幕末のことである︒

入り江が南北に ・ キロも入

り込み︑東西の集落の往来が大変

10
1
7
2

だったことから︑浦賀港で渡し船

が始まったのは︑享保 ︵

1

5

︶年頃︒以来︑市民の足として

人が乗船した記録

1
0
0
0

機能し︑最盛期の大正時代には

日約

てんま

が残る︒当時は︑人が櫓を使って

あたご

漕ぐ木造の小型船︑伝馬船が利用

されていたという︒

代目の船︒時刻表

2

現在就航している愛宕丸は︑機

械船となって

はなく︑対岸にいるときは︑呼び

出しボタンを押せば来てくれると

いう気安さも魅力だ︒所要時間は

3

分 ほ ど︒ 海 面 が す ぐ 近 く に 感

じられる小さな船での︑のどかな

船旅は︑日常のワンシーンである

一方で︑よそから来た者にとって

は高揚感に満ちた非日常でもある︒

そんな渡し船を使って訪れたい

2

のは︑港を挟んで向かい合う東西

の叶神社だ︒同じ名を持つ 社の

ほむたわけのみこと

御祭神は誉田別尊︵応神天皇︶︒源

もんがく

頼朝に平家討伐の挙兵を促したと

して知られる文覚上人が︑源氏の

再興を願って京都の石清水八幡宮

より勧請し︑その願いが叶ったこ

とから︑叶大明神と称して神社を

創建したとされる︒

その由緒に加えて︑願いが叶う

という縁起のよさから︑いまでは多

くの参拝客が訪れるパワースポッ

トに︒とくに東叶神社で御守り袋︑

西叶神社で勾玉を授かり︑自らの

手で作る御守りは縁結びに御利益

23

があると評判だ︒
﹁小さな渡し﹂を

浦賀駅

猿島へと渡る船の発着場〈 三笠ター
ミナル 〉へは、羽田空港国内線ター
ミナル駅から京浜急行に乗り、横須
賀中央駅下車。徒歩15分ほどで到着
する。浦賀の渡し船は、京浜急行浦
賀駅からバス利用。東渡船場は鴨居
方面行きに乗り新町バス停で下車後、
徒歩 3 分。西渡船場は久里浜駅行き
で紺屋町バス停下車すぐ。

2

社巡り︒良縁をいただき

横須賀中央駅

羽田空港から
横須賀へのアクセス

使った

羽田空港

に浦賀に出かけてみませんか？

Access

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。
※一部内容や営業時間などに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。

1
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キデイランド原宿店 k-spot

KIDDYLAND × miffystyle
クリスマスフェア 2020
ミッフィーと動物たちがクリスマスを楽しくお祝い
ミッフィー誕生 65 周年を記念した特設コーナーで開
催中のフェアでは、ディック・ブルーナが描いた動物

たちが登場するクリスマス柄のアイテムが勢ぞろい。

12 月 5 日からはミッフィー商品を税込み 2000 円以

上購入するとラッピングペーパーセットがもらえる特

Illustrations Dick Bruna
© copyright Mercis bv, 1953-2020
www.miffy.com

典も。誰もが笑顔になれるギフトを見つけてみて。

キデイランド原宿店 k-spot 住 東京都渋谷区神宮前6-1-9 キデイランド原宿店1F ☎ 03-3409-3431
時 〜12月25日
（金）11:00〜21:00、
土・日・祝 10:30〜21:00 ※特典はなくなり次第配布終了。 休 無休

キールズ ホリデイ限定エディション

Feel the Joy.
Care with Kiehlʼs.

ザ・リッツ・カールトン カフェ& デリ

クリスマスブレッド& スイーツ
みんなでおいしく楽しむ
海外のクリスマスの味

三笠公園

Kannonsaki Lighthouse

Mikasa Park

東京湾を一望する
露天風呂で癒やされる

日米の艦船を海上から
間近に見られるクルーズ

内部見学が可能な
日本最初の洋式灯台

記念艦が目印の公園で
横須賀港を見渡す

約1.5キロ続く馬堀海岸の遊歩道。その
目の前にある温浴施設。東京湾を行き交
う船を眺めながら入れる展望露天風呂の
ほか、
高濃度炭酸泉や岩盤浴など、
バラエ
ティ豊かな内湯がそろう。館内には食事
処もあり、
一日中楽しめる。露天風呂の
泉質はナトリウム−塩化物強塩泉。

アメリカ海軍と海上自衛隊の基地が置か
れた横須賀本港、
長浦港には、
護衛艦や
イージス艦、
潜水艦などの数多くの艦船
が停泊。知識豊富なガイドの解説ととも
に、
それらを間近に見られる。1日5〜6
便で所要時間は約45分。汐入ターミナル
でチケットを購入後、
汐入桟橋から乗船。

三浦半島の東端に立つ日本最初の洋式灯
台。ヴェルニーらフランス人技師の設計
により、
1869年に点灯した。高さ19メー
トルのコンクリート造り、
「白い貴婦人」
とも呼ばれる現在の建物は3代目。東京
湾で唯一、
内部を見学できる参観灯台で
もある（参観寄付金・中学生以上300円）。

クレイジーケンバンドの歌にも登場する
名所。日露戦争で東郷平八郎が乗艦した
〈三笠〉が記念艦として保存されており、
内部見学もできる（一般600円）。園内に
は、
音楽に合わせて水が動きを変える音
楽噴水池や、
高さ18メートルのアーチが
架けられたモニュメント広場なども。

住 汐入ターミナル／
神奈川県横須賀市本町2-1-12
☎ 046-825-7144（トライアングル）
料 大人1600円、
小学生800円

住 神奈川県横須賀市鴨居4-1187
☎ 046-841-0311（燈光会 観音埼支所）
時 9:00〜16:00
（3〜9月 〜16:30、
土･日･祝・12月29日〜1月3日 8:30〜）
休 不定休

住 神奈川県横須賀市稲岡町82
☎ 046-824-6291（管理事務所）
時 9:00〜20:00
（4〜10月 8:00〜21:00） 休 なし

住 神奈川県横須賀市馬堀海岸4-1-23
☎ 046-845-1726 時 9:00〜24:00
（最終受け付け23:00） 料 大人1080円
（土･日･祝・特定日1280円）、
子ども530円（土･日･祝・特定日630円）
休 年数回メンテナンス休館あり

110年続く老舗で

浦賀名物を手に入れる

浦賀の渡し船の西渡船場近くにある
〈精栄軒 本店〉は、
地元で絶大な人
気を誇る菓子店。モチモチの生地で
あん入り餅を挟んだ〈おもちどら焼
き〉や、
レトロなパッケージが愛ら
しい〈黒船サブレ〉はお土産に最適。

いたジンジャーブレッドサブレがベース
の〈ヘクセンハウス〉は食べるのが惜し

くなる愛らしさ。ギフトにはもちろん、
パーティに持ち寄っても喜ばれそう。
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短い船旅の前後にいかが ?
港町ヨコスカの魅力に出合う。
都心近くにありながら、海山の自然に恵まれた横須賀。
海に関連したアクティビティはもちろん、温泉から
ご当地グルメ、
ファッションまでがそろいます。

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ
住 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン
ザ・リッツ・カールトン東京1F ☎ 03-6434-8711
（レストラン予約 10:00〜20:00）
時 〜12月25日
（金）11:00〜20:00 休 なし

4
世界のお茶専門店 ルピシア

「Thé」
をつなぐクリスマス

ルズ〉
。
人気アイテムがポーチに詰まったセッ

クリスマスを華やかに彩る
季節限定のお茶が勢ぞろい

トをはじめ、限定デザインのリップバームや

ボディクリームは自分用にも欲しくなるかわ
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観音埼灯台

Cruise of YOKOSUKA Naval Port

イーツが期間限定で登場。スパイスの効

合したスキンケア製品などで知られる〈キー

キールズ TOKYO フラグシップストア
住 東京都渋谷区宇田川町16-15 パルコSR-6
☎ 03-3464-6773 時 〜12月25日（金）
11:00〜20:00 ※ストアのオープン時間は館に準じます。
詳細はPARCOホームページをご確認ください。
※キールズ TOKYO フラッグシップストアほか、
全国のキールズストアにて販売中。 休 無休

YOKOSUKA 軍港めぐり

Yura no Sato

オーナメント型チョコレートなどのス

科学やハーブの知識を基に天然由来成分を配

は、贈る相手の心も潤うギフトになるはず。

横須賀温泉 湯楽の里

海外の伝統的なクリスマスブレッドや、

人気のスキンケア製品が
ホリデイ限定のデザインに

いさ。乾燥しやすい季節にうれしいアイテム

3

和素材で日本らしい味わいをプラスした
テーマ

〈スキンケアギフトセット
（ホリデイ限定エディション）〉
5610〜6820円 ※12月4日より数量限定発売。

大切な人の笑顔 を思いながら
東 京で探 す
〝クリスマス・ギフト 〟
︒

3

〈ヘクセンハウス〉5400円

4

左より〈デカフェ・キャロル〉ティーバッグ5個
デザインBOX入り 680円、
〈 キャロル〉50g
デザイン缶入り 980円、
〈 ジングルベル〉50g
デザイン缶入り 1010円
ルピシア自由が丘本店 住 東京都目黒区自由が丘
1-26-7 田中ビル1F ☎ 03-5731-7370
時 10:00〜20:00 ※自由が丘本店ほか、
全国の
ルピシア店舗と通信販売にて販売中。※数量限定の
ため、
なくなり次第販売終了。 休 不定休

年間 400 種類以上の世界のお茶を

取り扱うルピシアで毎年人気のクリ
スマスティー。イチゴとバニラが香
る紅茶〈キャロル〉、新作の紅茶〈オ
レンジ ポマンダー〉など今年は全 6

種が登場。さまざまな “ いきものた

ち ” がクリスマスを祝う様子が描か

れたパッケージに入ったお茶は、大

切な人への贈り物にもぴったりです。
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MIKASA vol.2

かねよ食堂

中井パン店

サロン アカンサス

Kaneyo Shokudo

Nakai Bakery

Salon Acanthus

ミカサ ボリュームツー

海辺のカフェ＆レストランで
地元食材を使った料理に舌鼓

地元の人に長く愛される
ポテチパン発祥の店

英国伝統のコンサバトリーで
優雅なティータイムを

お土産やプレゼントに
イカしたスカジャンをどうぞ

1953年創業の老舗。刻んだキャベツと

〈東叶神社〉の石段脇に位置するカフェ。
英国好きの國松和夫さん・登美さん夫妻
が20年ほど前にオープンした。ガラス張
りのコンサバトリーの内部を彩るのは、
アンティークの家具やマダムが手作りし
た小物。眼下に海を眺めながら、
スコー
ンセット1200円を味わいたい。

走水海岸に面した建物は、
築60年の漁師
小屋をリノベーション。レトロモダンな
空間で思い思いに過ごす時間が心地いい。
食材は、
漁師でもあるオーナー金澤等さ
んが目の前の海でとった新鮮な魚介と地
元野菜が中心。ジャンルにとらわれない
調理法で、
それらの味を引き出す。
住 神奈川県横須賀市走水1-6-4
☎ 046-841-9881 時 11:00〜18:00
（金･土･日〜22:00） 休 月

ポテトチップスをマヨネーズで和えて挟
んだ横須賀のご当地パン、ポテチパン
（162円）発祥の店として知られる。パン
はすべて、
2代目・中井克行さんらの手作
り。30種以上のパンが並ぶショーケース
を見るだけで幸せな気分になる。
住 神奈川県横須賀市三春町1-20
☎ 046-822-3567 時 8:30〜18:00
（売り切れ次第終了） 休 日

住 神奈川県横須賀市東浦賀2-21-1
☎ 046-843-1911
時 10:00〜17:00 休 不定休

スカジャン（横須賀ジャンパー）発祥の
地とされる、
ドブ板通り商店街。その一
角にあるスカジャン専門店が作るのが、
還暦のお祝いに贈る真っ赤な還ジャン
（受注生産5万5000円）。戦後、
ドブ板通
りで売られていたものを忠実に再現した
復刻スカジャン2万350円も人気だ。
住 神奈川県横須賀市本町2-7
☎ 046-823-0312
時 11:00〜18:00 休 不定休

※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

作り手の熱量が形になって
私たちの暮らしを彩ってくれる。

高臣大介さん／ガラス作家。
千葉県出身。2002年、洞爺
湖町月浦にカフェ兼ショッ
プと工房〈 glass cafe gla_
gla 〉をオープン。食器や花
器製作のほか、映画『しあ
わせのパン』への作品提供、
インスタレーションへの参
加など多方面で活躍中。

今回の手しごとは、個性あふれる
装飾や形状が美しいガラス作品。

美しい

北海道には特徴のある言葉がたくさんあります。
とくにアイヌ語を起源とする地名や山、川の名前は多く、印象的。
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: Kazumi Kurigami text: Chigusa Ide

photo: Asako Yoshikawa
text: Satoko Nakano
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ぽってりとしたガラスの升は一つひとつの形が微
妙に異なり、
いくつか並べると、
まるで溶けかけの
氷のよう。四隅に光がたまるので、キャンドルを
入れても美しい。
「ガラスは染み込まない素材な
ので、ロウが付いても洗えばグラスとしても使え
るのがいいところです」と高臣さん。ガラスマス
5500円、ガラスマスJr. 4400円。glagla.jp

gla_gla

独特な湾曲や︑シャンパンのよう

な 気 泡︒ ひ と 目 で﹁ こ れ は

のガラスだ﹂とわかる個性に︑目を

奪われる︒実用的な器から芸術的な

インスタレーション作品まで広く制

作する高臣大介さんは︑何を作ると

きでもタイトルを先に決めるという︒

そして記憶の断片から詩や物語を紡

いで︑作品に投影していくのだ︒

﹁すべての作品は︑僕がガラスを吹

いて︑この手で仕上げます︒器だか

ら︑インスタレーションだから⁝⁝

と︑対象物によって向き合い方を変

ただひとつ意識しているのは︑変

えることはありません﹂

幻自在なガラスという素材の自由さ

を奪わないこと︒型をまったく使わ

ないため︑高臣さんの作品は︑たと

え同じシリーズでも少しずつ形が違

う︒
﹁ そ の な か で︑ 手 に 合 う も の を

選んでもらえたら﹂と話してくれた︒

迎えたい形がきっと見つかるはずだ︒

「1994年1月21日、
入院中の父を見舞いに帰郷した際に撮影。冬の空知川はとても静かでした」

gla_ gla（グラグラ）
（ガラス工芸／洞爺湖町）

変幻自在で透明な素材に
ストーリーを投影する。

操上和美 （写真家）
僕 は 富 良 野 の 出 身 で︑ 生 ま れ

育った牧場のすぐ裏には︑空知川

が流れていました︒名前の由来を

調べてみると︑アイヌ語で﹁滝が

幾重にもかかる川﹂という意味ら

しいんですが︑昔は本当に水量が

多くて︑中州もあるような茫洋と

した感じで悠々と流れていた︒い

まではダムや堤防が建設されて︑

水量はだいぶ減ってしまったよう

ですが︑いつ訪ねても雄大さを感

じる大好きな川です︒

子どもの頃は︑空知川でよく遊

んだものです︒水の中にザブンと

頭をつけると︑魚がいっぱい見え

る︒川底が砂利だからでしょうか︑

水がとてもきれいなんですよ︒魚

釣りもしました︒ニジマス︑アメ

マス︑イトウまでいた︒川を泳い

で横切る競争もしたなぁ︒馬と一

緒に泳いだこともありました︒水

量 が 多 い だ け で な く︑ と て も 深

かったんですね︒

空知川って︑
﹁空を知る﹂と書く︒

この名前もいいですよね︒山々に

囲まれた内陸の空のブルーは︑透

明感があって美しい︒晴れた日に

は水面にそれらが映って︑雲がう

わ〜っと広がっている︒僕にとっ

て の 空 知 川 は﹁ 空 が 映 る 川 ﹂と い
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う イ メ ー ジ で も あ る ん で す︒
︵本

人談︶

左／泉をイメージしたオブジェ
は風が吹くとぶつかり合い、繊
細な音を奏でる。中／「なぜ朝
になると庭の草が濡れている
の？」という幼少期の疑問に対
する答え「月の雫が露となり草
を濡らす」を形にしたライト〈 月
の雫 〉。右／魔法のように手早
く仕上がっていく
〈ガラスマス〉。

空知川

くりがみ・かずみ／ 1936 年富良野市生ま
れ、東京都在住。写真家を目指し24歳で上
京。日本の広告写真界における第一人者で
あり、センセーショナルなポートレートで
も時代を牽引。写真集やファッション誌も
手がけ、
幅広く活躍中。www.kurigami.net

26

29

28

HAPPY NEWS

illustration: Yoshifumi Takeda
text: Chigusa Ide

第15 回

北海道発

北海道には179の市町村があります。
それぞれの特徴を表しているのが、
カントリーサイン。

道内各地に暮らす人々から、
なんだかほっこり、楽しくなるニュースを届けます。

今回は、特徴のある建造物が描かれているサインを集めてみました。

〈ウポポイ〉
から！
今月は、秩父別町の
〈餅菓子と喫茶 日日〉、岩見沢市の盆栽家〈草つ月〉、白老町の

それぞれにおいしいお酒で有名な市町村です。
右列をヒントに当ててください。
text: Chigusa Ide

米どころ・北空知のもち米を使って
昔ながらの
︿お正月餅﹀を作 ります︒

大福やお団子など、昔な

がらの餅菓子のおいしさを

継いでいきたい。そんな思

にちにち

い で、 昨 年、
〈餅菓子と喫

茶 日 日 〉をオープンしま

した。賞味期限は１日だけ

月後半には、のし餅や

丸 餅 な ど の〈 お 正 月 餅 〉を

販売。朝について、その日

中にお渡しします。地元産

のもち米と水だけで作るシ

ン プ ル な お 餅 は、 こ し が

ど、作りたての餅菓子には、 あって食感が全然違うんで

刀）やイタ（盆）の素材にな

る ニ（ 木 材 ）、 耳 飾 り な ど

アイヌの繊細で美しい生活用具が
どのように作られるのかを解き明かす︒

〈国立アイヌ民族博物館〉

のカニ（金属）、
ウッシ（漆）

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!

では、オープン当初から続

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！

と カ ン ピ（ 紙 ）。 こ れ ら の

AIRDOでは Web 会員を随時募集しています。

国立アイヌ民族博物館 資
料情報室担当。館内の基本
展示室では、
「くらし」
「し
ごと」など6つのテーマで、
アイヌが自然の恵みを大切
にしながら作った生活用具
が数多く紹介されている。
こちらも興味深い。

６つの素材をテーマにして、

霜村紀子さん
インフォメーション

12

いていた開館記念特別展が

www.kiyosato-shochu.com

11

月で終了し、 月１日か

31

り、
飲みやすいと評判です。

民具がどう作られたのか、

クイズの答えは
41ページに
あります。

雑味が少ないさらっとした口当た

みです。

A.

瀑まつり」で賑わいます。

なった〈 清里じゃがいも焼酎 〉。

ら第１回テーマ展示「収蔵

?

れることも。1 月末から 3 月は
「氷

がかかり、北海道土産のひとつに

資料展 イコ ロ～資料にみ

でき、ダイヤモンドダストが見ら

後、味もボトルデザインにも磨き

のか、分析機器を導入して

まではロープウェイで行くことが

ら、
ジャガイモでも！」と発案。以

セ ン カ キ（ 木 綿 ）な ど を

キー場としてはもちろん、5 合目

る素材と技～」
が始まります。 どんな技術を駆使している

スポーツが盛ん。真冬の黒岳はス

1975 年、町の特産品を考えたと

きに「サツマイモの焼酎があるな

じっくり掘り下げた初の試

とくに
〈樽〉
が人気

使った衣服、シキナ（ガマ）

山の麓にあるココは、ウインター

12

岡田 実さん、
千尋さん
餅屋で働いていた旭川市出
身の実さんと、千歳市出身
の千尋さんは、千尋さんの
祖父母が暮らしていた秩父
別町へ移住。丁寧に作られ
る餅菓子には、ファンも多
い。
〈 餅菓子と喫茶 日日〉
☎ 0164-34-7412

清里焼酎／清里町
で作られたゴザ、
マキリ
（小

オリンピック選手を輩出

すよ。私たちも新年には、

C

檸檬の種から仕立てた盆栽。赤玉土など
を選び、
発芽までは乾かないように、
まめ
に水やりを。柑橘系は寒さに弱いので、
室
内の、
適度に明るい場所に置いて育てて。

お雑煮や、かぼちゃぜんざ

ヒント

kamikawa-taisetsu.co.jp

〈 お正月餅 〉の販売は、12月27日から31
日まで。人気なので、事前予約がおすす
め。通年では、バリエーション豊富な大
福や3種のお団子、
塩つき餅などが並ぶ。

素材そのものの味が感じら

引する注目の存在です。

あんこも道産

いに入れていただきます。

ワカサギ釣りの名所。
「よく釣れる」

秩父別町

れるようなやさしさがある

した。北海道の日本酒ブームを牽

from

んです。

酒造りを確立、一躍有名になりま

との噂を聞いた釣り人が集います。

木になることでしょう。

力を最大限に生かすことで理想の

イベントが絶えないココは、冬は、

3

2016 年、三重県の酒造会社を移

転して設立された、上川大雪酒造。
水と道産の酒造好適米。地元の魅

り。秋は、桂沢湖畔の紅葉祭り。

?

まずはチャレンジ

着目したのは、良質で豊富な天然

で梅祭り。夏は、体力自慢が集う
「石炭カツギレース」が話題の盆踊

冬に食べる蜜柑など、柑

地方創生蔵を目指す

身近な蜜 柑 や檸檬の種で
気軽に始めるミニ盆 栽のすすめ︒

春は、道内最大級といわれる梅園

盆栽は、生長し続ける植

ワカサギ釣りも楽しめる

上川大雪酒造／上川町

10

橘類の種から盆栽を仕立て

B

物をコントロールすること

www.yamazaki-winery.co.jp

from

岩見沢市

てみてはどうでしょう。直

全国からラブコールが絶えません。

スがおすすめです。

ヒント

2

地さんの兄弟によるワインには、

は、冬はスノーシューで巡るコー

が必要ですが、そのために

リー。先進的な山﨑亮一さん、太

の水面。年中凍らない神秘的な池

径 センチ程度の鉢に土を

いわれる、美しいコバルトブルー

はよく観察して、植物から

2002 年にスタートしたワイナ

入れて水やりすれば、１か

にわたり農業を営んできた家族が、

摩周湖の伏流水が湧き出ていると

?

かつては炭鉱の町として栄えた三

笠市。自然豊かな達布地域で 4 代

「神の子池」を知っていますか？

の情報をキャッチできるよ

新しい農村文化を

月くらいで発芽することも

一周 220 メートルの小さな池、

〈 草 つ 月 〉主 宰 。盆 栽 家 。
「植物を上手に育てたい」
という思いが高じて、
約30
年前から盆栽を始める。現
在はアトリエのほか、
NHK
文化センター札幌教室など
でも講座を。詳細は、H P
（kusatsuduki.com）より。

うになること。植物ととも

「神の子池」
でも有名

山﨑ワイナリー／三笠市

みしょう

A

あるんです。種から育てる

1

君島信博さん

に形作っていくという気持

ヒント

こ と を「 実 生 」と 言 い ま す

全国的に人気のお酒を造っている市町村のサインは ?

ちが大切ですし、だからこ

C

そ夢中になるのです。

A

B

が、一から始めるので愛着

今回の市町村!

が湧くし、より自分らしい

Q.

アイヌの技に注目！

from

白老町

「アイヌ文化を未来へ
つなぐ」をコンセプト
にした〈 国立アイヌ民
族博物館〉は、
ウポポイ
（民族共生象徴空間）
内に。入館には事前予
約が必要。詳細は HP
（ainu-upopoy.jp）に。

入会費・年会費無料。AIRDO Web会員の詳細は41ページをご覧ください。
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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

北海道フードマイスター

TOPIC

3

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

北海道外在住のお客様対象

1

「北海道へ旅してプレゼント!」
キャンペーン実施中!
冬の北海道へ、

賞品

AIRDO

当

北海道ぎょれん
「干し貝柱」
プレゼント!!

!

期間中、AIRDO便にご搭乗のお客様へ、
北海道の豊かな海で育ったほたてを天日で乾燥させ、

飛行機・北海道新幹線を
利用して旅をされた、

をプレゼントいたします！
旨みを凝縮させた北海道産ほたて干し貝柱（3粒入り）

北海道外在住のお客様のなかから、

また、機内ドリンクは、
オリジナルのほたてデザイン紙コップにてご提供いたします。

抽選で3905名様にプレゼント！

ご搭乗の機会に、北海道産ほたての味をお楽しみください。

期間

対象便

〜2021年2月14日(日)搭乗･乗車分
詳細 、本誌18

AIRDO Web

、
覧

･
(

。

･

特別
･

AIRDO
)

飛行機

配布期間
製

TOPIC

4

AIRDO便全路線
2020年12月19日（土）〜

※

次第終了。

※深夜便 配布対象外。

TOPIC

変更無料で不安を解消!

期間限定で手数料無料の予約変更が可能です

対象期間

〜2021年3月27日(土)搭乗分

対象運賃

AIRDO

75/55/45/28/21、DO

3/1

2

My AIRDO 会員限定!

「AIRDO 乗るならDOMILE 」実施中! 全路線一律 700 ポイントで搭乗可能 !!

おトクな運賃
〈AIRDOスペシャル〉
も
〈DOバリュー〉
も、

対象搭乗期間中、特典航空券の予約に必要な

対象期間中なら行き先も搭乗日も予約後の変更が

を、
ポイント数
（通常1400〜1800ポイント）

（土）搭乗分までの
手数料無料で可能です！ 2021年3月27日

全路線一律700ポイントでご搭乗いただけます！

対象運賃をお持ちのお客様において、
ご予約便の変更（区間変更を含む）
を、変更に伴う
手数料
（取り消し手数料・払い戻し手数料）無料で承ります。
詳細 予約 変更方法 、
確認
。
AIRDOWeb
https://www.airdo.jp/campaign/flight-change/index.html
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対象期間

対象便

第1弾:〜12月24日(木)
第2弾:2021年1月5日(火)〜2月28日(日)
詳

AIRDO便全路線

https://www.airdo.jp/campaign/myairdo_discount2020/
https://www.airdo.jp/myairdo/

My AIRDO新規入会
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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

35

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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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

仙台

札幌

1:3,620,000
100

札幌

名古屋

神戸

函館

New Chitose Airport

名古屋

東京
（羽田）

札幌

東京
（羽田）

函館空港

渡島半島

洞爺湖
内浦湾
室蘭

名寄
士別

大雪山
-旭岳-

札幌
千歳
苫小牧

東京
（羽田）

東京
（羽田）

女満別

函館

東京
（羽田）

函館
白神岬

釧路

津軽海峡 恵山岬

恐山

津軽半島

青森
八甲田山

男鹿半島

女満別空港
Memanbetsu Airport

サロマ湖

網走
女満別

知床岬
知床半島
羅臼岳

屈斜路湖
摩周湖

阿寒湖

斜里岳

中標津

十勝川

釧路

十和田湖

下北半島

小川原湖

三沢
八戸

野付崎
納沙布岬

根室

根室半島

浦河

十三湖
竹島

日高山脈

旭川

紋別

北見

帯広

Hakodate Airport

東京
（羽田）

Center of Hokkaido
Asahikawa Airport

網走湖

富良野

支笏湖

登別

北海道のまん中
旭川空港

焼尻島

旭川

小樽

羊蹄山

奥尻島

帯広

石狩湾

積丹半島

新千歳空港

200

km

天売島

多楽島

AIRDOが就航している北海道内就航地域にて

稚内

留萌

積丹岬

神威岬

野寒布岬 宗谷岬

天塩川

太平洋

（2020年11月30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。

AIRDO絆の森

神威岳

西単冠山

利尻島
利尻山

歯舞群島 色丹島

北海道と各地を結ぶ、
10路線を運航しております。

0

国後島

散布山

色丹水道

ケラムイ崎
志発島

根室半島

爺爺岳

水晶島
納沙 布 岬

野付崎

運航区間

就航空港

野付水道

根室

オホーツク海

ラッキベツ岬

羅臼岳

ルートマップ

礼文島

知床岬

国後水道

ROUTE MAP

知床半島

たんちょう釧路空港

襟裳岬

Tancho-Kushiro
ˉ
Airport

とかち帯広空港
Tokachi-Obihiro Airport

秋田
田沢湖
隠岐諸島

宍道湖

出雲

浜田

能登半島

松江

神戸空港

米子

倉吉

大山

三次

尾道

瀬戸内海
四国中央
石鎚山

美作
倉敷

坂出

三好

高知

岡山
小豆島

高松

阿波
剣山

徳島

福知山
姫路
明石

播磨灘

鳴門 淡路島

安芸

土佐湾

室戸
室戸岬

蒲生田岬

舞鶴

若狭湾

京都
神戸
大津
大阪
奈良
和歌山
津
大台ヶ原山
新宮

熊野

白川

乗鞍岳

岐阜
名古屋

御嶽山
木曽川
豊田

中部国際空港

遠州灘

長野

穂高岳
松本

駒ヶ岳
飯田

豊橋
浜松
天竜川

鑓ヶ岳

静岡

長岡

会津若松
猪苗代湖

白根山
男体山

諏訪湖
諏訪

伊勢湾

志摩

柏崎

黒部川 白馬岳 妙高山

槍ヶ岳

高山

甲府

富士山
富士川

河口湖

山中湖

大島

郡山

山形

蔵王山
米沢
白石

AIRCRAFT

三陸海岸

気仙沼

仙台

北上川
石巻
松島
仙台湾

福島

阿武隈川

ボーイング767-300

仙台空港
Sendai Airport

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

那須岳

宇都宮

さいたま
東京

箱根山 横浜
沼津 芦ノ湖
駿河湾
大井川
三浦半島
伊豆半島
御前崎

磐梯山

釜石

使用機材

中禅寺湖

前橋

八ヶ岳

下田

朝日岳

新潟

黒部
立山

宮古

月山

富山湾

神通川

小浜

Chˉubu Airport
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白山

琵琶湖

田辺

潮岬

福井

氷見
高岡

富山

加賀

釈迦ヶ岳

紀伊半島

小松

東尋坊

経ヶ岬

金沢

花巻

鶴岡

七尾

K obe
ˉ Airport

鳥取

豊岡
福山

盛岡

鳥海山
酒田

佐渡島

八幡平

日立

筑波山

ボーイング737-700

水戸
霞ヶ浦

木更津

いわき

大子

千葉

銚子

北浦
犬吠埼

東京国際（羽田）空港
Tokyˉ
ˉ o (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

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 令元情使、第415-GISMAP42612号）
2万5千分の1地形図を使用した。
測量法に基づく国土地理院長承認（使用）
R2JHs 66-GISMAP44046号
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AIRDO CHANNEL

My AIRDO / AIRDO ONLINE Service
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！

（北海道の）
自然を大切にする」
AIRDO CSR活動「

北海道の航空会社として、豊かな自然と共生する北海道の実現に向け、環境保全活動に取り組んでいます。

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。

AIRDO ONLINE Serviceでできること

My AIRDOに入会すると……
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

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
※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭
乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

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。

り予約キャンセル待ちをお申し込みい
ただけます。座席がご用意できた場
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
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。

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
や電話番号などの基本情報が自動表

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
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
らにシンプル・手軽になります。

My AIRDO 会員連携

4 空席照会・予約 ＊2
5 予約確認・購入・座席指定 ＊2
6 運航の見通し ＊2
7

My AIRDO会員ログイン ＊2

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 4・5・6・7 の 機 能 は AIRDO

ります。

Web サイトに移動します。

AIRDO では北海道の「ほっかいどう企業の森林づくり」と
連携し、2008 年より道内の就航空港周辺の森に、地域の皆
様と共に植樹活動を行っています。
昨年より最初の植樹地である千歳市幌加地区にて、千歳市

航空会社として、地球温暖化の取り組み、とりわけ運航に
伴い排出される CO² の削減は社会的責務となっています。

燃費効率の向上を図るべく、エンジンの洗浄や運航方法の工
夫などに加え、飛行データを活用した「CO² 削減ダッシュボー

森林組合の皆様のご協力のもと、新たな植樹および生育不良

ド」を作成し、取り組み効果の “ 見える化 ” を通じて削減意

箇所の補植などの育樹を実施しており、今年についてはカラマ

識のさらなる向上にも努めています。

ツの苗木を 2000 本（約 1 ヘクタール）植樹しました。来年以降
は下草刈りなどの維持活動を行っていきます。

AIRDO は、これからも植樹や育樹活動を通して北海道の

AIRDO では、CO² 削減に向けた全社的な管理体制を整備

し、行動計画の策定・運用を行っていくことで、積極的に環
境に与える影響の軽減を図ってまいります。

自然を大切にしてまいります。

「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。

ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認ができ、

カントリーサイン
クイズの正解

CO²削減に向けた取り組み

3 北海道の旅情報〜旅のよりみち〜

「旅」「航空」「北海道」に関する情報

2

植樹活動
「エア・ドゥ絆の森
（千歳）
森林づくり」

2

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？

入会してね

メールサービスへの登録も簡単です。

31ページ

LINE で搭乗

エアライン初！*1 予約・購入・座席

My AIRDOに

示され、航空券の予約・購入がスムー

A.

1

1

「・
・
・」
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」

1

C

2

A

3

B

清里町

三笠市

上川町

斜里岳と〈 清里じゃが
い も 焼 酎 〉の 醸 造 所 、
町の花であるムクゲが
描かれています。

常設されている、
「三
笠北海盆おどり」の高
さ約 10 メートルの巨
大やぐらがイラストに。

大雪山の前に描かれた
のは、
毎日9時から3時

間おきに 4 回鳴る〈 エ
スポワールの鐘〉。

上／社員による植樹の様子。※撮影のためマスクを外しています。
下／上空から撮影した
「千歳地区 エア・ドゥ絆の森」
。
文字が欠けている箇所に補植をしました。

上／飛行データを活用した
「CO² 削減ダッシュボード」。
下／整備時のエンジン洗浄の様子。

その他の取り組みについて

AIRDOでは、社内での各種書類の電子化をはじめペーパーレス推進による紙資源の削減や、休憩時の消灯による節電などを積極的に実施しています。

また季節に応じ、
クールビズやウォームビズを取り入れ室内を適切な温度設定にするなど、
社員ひとりひとりが意識的にCO²の削減に努めています。
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大きさの目安

5cm

卓上カレンダーの横サイズ
オニオンスープの縦サイズ
リップクリームの縦サイズ

10cm

15cm

20cm

25cm

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

INFLIGHT SALES

北海道スープ2種セットの縦サイズ

機内販売

スキンケアオイルセットの縦サイズ

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。
なくなり
次第終了

2021 卓上カレンダー

スキンケアオイルセット

Desk Calendar 2021

Horse Oil Face and Body Balm

2021 桌历／2021 桌曆
2021 탁상 캘린더

护肤油组合
（五个装）
／護膚油組合
（五個裝）
고보습 말기름 5개 세트

¥600

¥1,000

サイズ：縦約16cm×横約19.5cm

内容量：5個
（ナチュラル、
グレープフルーツ、
ダマスクローズ、
ラベンダー、
ペパーミント各1個） パッケージサイズ：直径約4.5cm、
外箱 縦約11.2cm×横約11.2cm×奥行約2.2cm

オフィスや自宅のデスクに
置きたい定番商品

さらっと溶けて、
しっとりさっぱりの馬油

使いやすいと毎年好評の卓上カレンダー。

馬油やミツロウなど、天然成分のみを

2021年は、AIRDOの就航地の名物やラ

使った高保湿のスキンケアオイル。
〈 北海

ンドマークがモチーフになっています。

道純馬油本舗〉が高濃度純粋精製法で丁

スケジュールをメモできたり、
前月と翌

寧に作っています。入浴後の保湿や、
男性

月、
翌々月まで一覧できたり、
とても便利。

の髭剃り後、
赤ちゃんにもおすすめです。

北海道スープ2 種セット

コロク リップクリーム

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

Lip Balm

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)

润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥1,000

¥1,000

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。

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

北海道の野菜が
しっかり味わえるスープ

北海道の自然成分で
唇をやさしく保湿

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝

自然素材を使った
〈 Coroku（コロク）
〉の

縮したオニオンスープと、
北海道産のじゃ

リップクリーム。ミント、
ハマナス、
スズラ

がいもとバターを使用した、
なめらかな

ンの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン

とろみのじゃがバタースープの2種セット。

Eを豊富に含む、北海道北竜町産のヒマ

朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

ワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

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海道北見地方産

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続

のたまねぎから抽出したエキスを粉末化し、

いて、
CA姿のベア・ドゥが登場。スカート

約40％も配合したオニオンスープ。その

のスリットにはAIRDOカラーが。袖口も

ままでも、
カレーや煮物などの味を引き立

実際のユニフォームを精巧に再現してい

てる調味料としてもお使いいただけます。

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。
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※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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DRINK & AUDIO PROGRAM
お飲物と機内オーディオ案内

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。

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〜

パーソナリティ：

6ch

HOT

属。
2021 年 1 月スター

アテンダント）
北海道の雄大な風景を

眼下に癒しのピアノ、
美しく華麗なサウンド

（関西テレビ系）
に出演。

をお楽しみください。

［昭和のダンディズム〜石原裕次郎］

KENTARO OTSUKA（Art-planets）

北海道风味咖啡
北海道風味咖啡
홋카이도 블렌드 커피

北海道产洋葱汤
北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

日式绿茶
日式綠茶
일본 녹차

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。

COLD

COLD

［El Cielo 2020］

渡 哲也］

くちなしの花

渡 哲也（ウェブクウ）

ブエノスアイレスの四季より
「冬」
以上すべてEl Cielo 2020

（Laplace Records）

［KENTARO OTSUKA］

井上堯之バンド（ユニバーサル ミュージック）
西部警察メインテーマ ・フルサイズ

ホーネッツ（テイチクエンタテインメント）
みんな誰かを愛してる

石原裕次郎（テイチクエンタテインメント）
翼を拡げて〜Open Your Heart〜
舘ひろし（アリオラジャパン）
男達のメロディー

SHOGUN（日本テレビ音楽）
［エンディング］
愛のテーマ

井上堯之バンド（ユニバーサル ミュージック）
昭和たずねびと

渡 哲也

（テイチクエンタテインメント）＊プライベート音源

［テーマ曲］

矿泉水／礦泉水
홋카이도 미네랄 워터

苹果汁／蘋果汁
사과 주스

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、
地域を代表する製品を
「金
芳醇な味わいとやさしい甘さ。 賞」として認証しています。

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、

※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。

Beautiful harmony

太陽にほえろ！メインテーマ

アップルドリンク
Apple Juice

Message
明日という未来のために・・

［昭和のダンディズム〜石原プロ］

ミネラルウォーター
Mineral Water

各種サービスについて

森の旋律
〜forest melody〜

※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。
※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。
※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、
各種サービスの実施を控える場合があります。

命の海

以上すべてKENTARO OTSUKA
（Art-planets）

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

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。

［エンディング］

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

夜風が吹いている

AIRDOのエコ活動について

KENTARO OTSUKA（Art-planets）
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

Boarding Pass

以上すべて石原裕次郎
（テイチクエンタテインメント）

悪魔のロマンス

〈北のブランド金賞〉とは、
北海道内でこだわりをもっ

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では環境に配慮した取り組みを行っております。

1ch

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

Token of
thanks for eco

女性・子供向けデザイン
（正円）Size：80×80mm

ラジオ
放送
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

NHK第一放送

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

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

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

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。
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

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%)

修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

高本一郎（Zipangu）
script: こばやし さかえ

※ AIRDO では、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。 ※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

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

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。

エコステッカーの配布
Token of thanks for eco
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種類から
お選びいただけます（なくなり次第終了）。

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

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

バイオマスを使用した包装袋
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm

Voyage

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

Token of
thanks for eco

Token of
thanks for eco

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
「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

Boarding Pass

わが人生に悔いなし

オブリヴィオン

Boarding Pass

夜霧よ今夜も有難う

リベルタンゴ

Boarding Pass

ホワイト・クリスマス
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緑茶
Japanese Green Tea

天使のミロンガ

恋の町札幌

石原裕次郎

オニオンスープ
Onion Soup

明日という未来のために・・

−AIRDO ボーディングミュージック−

［追悼

ブレンドコーヒー
Blend Coffee

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

［オープニング］

石原裕次郎（テイチクエンタテインメント）
おれの小樽

COLD

パーソナリティ：

若林沙季
（AIRDO キャビン

（ス
トのドラマ
『青の SP
クールポリス）―学校
内警察・嶋田隆平―』

北の旅人

HOT

AIRDO CLASSICS
KENTARO OTSUKA ×
El Cielo 2020

音尾琢真
旭川市出身。
演劇ユニッ
ト〈TEAM NACS〉所

［オープニング］

各種ソフトドリンクをご用意しております。

60 分

プログラム

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

包装袋は、植物由来の原料であるバイオマ
Token of thanks for eco
スを使用したエコ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。
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

AIRDOのエコ活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。
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photo: Hiroki Inoue interview: Yushi Soda text: Ami Saruwatari

l
Vo

夢の掴み方を教えてもらいました。

教えて！

兵庫県神戸市出身。アトランタ五輪では日本人とし
て28年ぶりに準決勝に進出。36歳で挑戦した北京
五輪では4×100メートルリレーでアンカーを務め、
銀メダルを獲得。引退後は陸上競技クラブを設立し、
次世代の育成や地域貢献活動に取り組む。48歳。

夢の
叶え方。

子どもには大きな夢があります。
スポーツ選手だって、昔は子ども。

教えてくれた人： 朝原宣治さん

ス
アスア ラボととも
に！

Children’s Dreams

“リレーの選手になりたい”
日

本陸上界のレジェンドとして知ら

日々の積み重ねを

て好成績を残してきました。

れる朝原宣治さん。4 × 100 メー

昨年は、世界マスターズ陸上選手権での

トルリレーでは、五輪と世界選手権で 6 回

世界記録挑戦を表明した朝原さん。
「最近

の決勝進出を果たしています。リレーに必

は山でトレーニングをしています。200

要な力を尋ねると「先天的要素は、バトン

段はある階段でいろいろな上り方をしたり、

にまつわるセンス。第 2 から第 4 走者は、

砂利道を走ってみたり」。コロナ禍で普段

どれくらいでスタートして、いつバトンを

どおりのトレーニングができなくなったい

受け取るのか、この感覚が重要。練習も大

まは、あえて気分を変えて練習をするのが

切だけど、才能によるところが大きい気が

おすすめだそう。
「子どものときは、トラッ

します。後天的要素は、チームメイトと信
頼関係を築けるかどうか。普段からの心が
けが重要です」。日本のリレーチームは個
人の才能を生かしつつも、チーム力を高め

情報を得て、走る技術を習得

10月4日に札幌・厚別公園競技場で

開催された「朝原宣治のスプリント
ラボ 」。中学最後の大会が中止に
なってしまった中学3年生を中心に
40名が参加しました。

クよりも芝生や砂浜、山など整地されてい
ない所を走ってほしい。毎日飽きずに続け
るためにも、遊び感覚で練習を取り入れた
らいいのでは」とアドバイスをくれました。

アスアスラボとは
元コンサドーレ札幌の曽田雄志氏が
主宰する〈 A-bank北海道 〉と〈 麺や
虎鉄 〉土谷貴氏が展開する、
明日のア
スリート研究所（通称：アスアスラボ）。
さまざまな種目のトップアスリート
を講師に迎え、子どもの夢を応援し
ます。AIRDO は特別協賛をしてい
ます。www.athlete-manual.jp
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