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アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」
（
「こんにちは」の意）は「北海道の
おもてなし」のキーワードです。

AIRDOは「ウポポイ（民族共生象

徴空間）交流促進官民応援ネット
ワーク」のサポーター企業として
誘客促進および情報発信等の応援
をしています。

ご案内

教えて! 夢の叶え方。

今月の表紙
ピンクの鯛、
オレンジの海老、
栗
や筍まである。ポップな和菓子
の数々は「 お口取り 」
（ P 1 2・
13 ）。練り切りの中にあんこが
たっぷり。道民の“スイーツ初
め”はここから始まる!?
photo: Naoki Wagatsuma

3

井出千種

アートディレクション・デザイン： 武田昌也

※掲載商品等の価格は、
すべて消費税込みの価格となります。
※本誌掲載の情報は2020年12月現在のものです。
営業時間や休業日等が変更になる場合もございますので、
お出かけの際は、
ご確認いただけますようお願い申し上げます。
本誌掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。

©2021 AIRDO Co.,Ltd.
AIRDOは北海道と包括連携協定を締結しています。

本誌は環境に配慮し、
植物油インキ
を使用しております。
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新 年のご挨 拶

新年明けましておめでとうございます。また本日のご搭 乗、誠にありがとうございます。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により、航空業界全体が非常に大きな影響を受け、
当社におきましても大幅な減便などを行わざるを得ない状況が続きました。
お客様には多大なご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
いまも航空業界をめぐる環境は非常に厳しい状況が続いておりますが、
「安全を絶対的使命として追求する」
という企業理念は、いささかも揺らいでおりません。
加えて、新型コロナウイルスの感染防止に最大限努めつつ、できる限りのサービスを
続けております。また、この機内誌『rapora』は、今月創刊200号を迎えました。
これからも読者の皆様に北海道や就航地の魅力をたくさんお届けし、
さらに楽しんでいただけるような誌面にしていきたいと思っています。
AIRDOは「北海道の翼」
として、北海道に生まれ、育まれて、今年設立25周年を迎えます。
この節目となる年が、過去、経験のないような厳しい状況となっておりますが、
「北海道のために」
という創業の精神を忘れず、必ずやこの苦境を乗り越えていきます。
北海道民の皆様、北海道にゆかりのある皆様、北海道が大好きな皆様に、
ぜひ応援していただきますよう心からお願い申し上げます。
私たちAIRDOの社員は、新型コロナウイルス感染防止のため、
お客様との接触をできるだけ控えさせていただいておりますが、
「心」はいつもお客様のそばにあります。これからもお客様に「安全・安心」
と
「感動」
を
お届けできるエアラインとなれますよう社員一丸となって取り組んでまいります。
本年も
「北海道の翼」AIRDOをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 AIRDO
代表取締役社長

草野 晋
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北 海 道の

お正月 。
初詣、祝膳、
お雑煮など、
お正月の慣習はいろいろとあるが、

北海道で最も早い初日の出が見
られる納沙布岬（のさっぷみさ
き）。夜中から待つ多くのギャ
ラリー。北方領土、歯舞（はぼま
い）群島を横目に日が昇りだす
と、
歓声が沸き上がる。

出身地の特徴を持ちながら、地域ごとに淘汰され、世代によっても進化。
バラエティに富んでいるのが、北海道のお正月の魅力だ。
photo: Coju Hemmi (P6-9), Ikuya Sasaki (P11), Naoki Wagatsuma (P12·13) illustration: Yoshifumi Takeda (P14·15)
text: Chigusa Ide (P6-9·15), Sonoko Fukae (P10-13), Satoko Nakano (P14-17)
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First Sunrise, Cape Nosappu, Hokkaido, Japan 2019

カメラを構えながら初日の出を待つ、
そんなお正月もいい。

前

ページの初日の出は︑写真
家︑ 逸 見 光 寿 さ ん の 作 品︒

根室に移住して︑初めて迎えた元
日の朝に撮影した︒
小学生の頃から写真が好きで︑
東京でサラリーマン生活を送りな
がら︑ヨーロッパに行っては風景
写真を撮り︑ファインアートの世
界に没頭していったという逸見さ
ん︒
﹁風景写真を撮る人にとって︑
北 海 道 は 憧 れ の 地︒ と く に 冬 の
真っ白な世界は︑ミニマルな表現
に適しているんです﹂

年に札幌に移住し︑

2
0
1
5
マジックアワーだ︒﹁ 時間前から

出の撮影は︑日の出前︒夜明けの

逸見さんがおすすめする初日の

暮らして撮影する魅力を語る︒

ない﹂と︑北海道︑とくに道東に

そしてそれらは同じことが一度も

倒的な美しさ︒日本離れした風景︒

年 前 に 根 室 へ︒
﹁想像を超える圧

3

初日の出を撮る。

冬の北海道の風景は、
清らかでありたい新年によく似合う。

な ん て︑ こ れ ま で 見 た こ と も な

シャーベット状になった波打ち際

何 と い っ て も 海 が 凍 る こ と︒

出る︒とくに根室地域の特徴は︑

ラー︑霧氷⁝⁝自然現象も顕著に

ひ と つ︑
﹁ 北 海 道 の 冬 は︑ サ ン ピ

ない面白さもある﹂︒さらにもう

な影響を受けるので︑予測ができ

て真っ赤になったり︑空はいろん

﹁淡い紫になったり︑雲に反射し

アワーはよりドラマチックだそう︒

日没後数十分間にわたるマジック

大きい﹂と教えてくれる逸見さん︒

日の出も夕暮れも狙える可能性が

﹁道東は冬の晴天率が高いので︑

くなることが多いという︒

抜け︑写真的に表現するのが難し

切なんです﹂︒その後の空は色が

かにして一枚の写真に表すかが大

ション︑その階調の豊かさを︑い

色が刻々と変化する際のグラデー

たり︒この時間帯が美しい︒光や

てきて︑赤い筋がぱーっと入るあ

が昇ってきそうな赤い光が混ざっ

闇からだんだん藍色になって︑日

が勝負の時間︒空の色が︑漆黒の

1

逸見光寿／「Quiet Delight」を
テーマに、静かで、リリカルで、
旅のニュアンスを感じさせる作
品を撮る。道庁職員として根室
振興局の商工労働観光課でも活
躍。www.coju.info

かった︒ここにいると︑感動が尽

Hemmi
写真：Coju

きないのです﹂︒

Profile

8
9

S h o ot i n g t h e S u n r i s e
い）で、
日没後のマジックアワーに撮影した
『After Dark』。
「割れた氷が敷石のよう。寒
さと静けさが美しさを際立たせました」

2019年に浜中町の霧多布（きりたっぷ）岬
で撮影。
「夜明け前、
真っ暗な中に灯台の灯
りだけ。しばらくして夜が白んでくると、
海
が美しいグラデーションになりました」
2020年に根室市の春国岱（しゅんくにた

氷点下の張り詰めた空気が伝わってきそうな、
静謐な世界。

お正月には欠かせないお雑煮とおせち料理。
「北海道流は？」
と

フードライターの深江園子さんに尋ねたら、
意外にも
「？」
の連続……。
しばし考えた結果の答えは
「お雑煮は、
北海道の縮図です！」
だった。

代目︑札幌生まれの

得た事がある︒それは大晦日にお

飯寿司

世代前の出身

ると︑実に多彩なお雑煮が集まっ

人たちの声が聞こえてきそうだ︒

﹁え？ うちは違うよ！﹂という友

て も リ ス キ ー な の だ︒ い ま に も

おせち料理を語るのは︑とてもと

いが︑道産子が北海道のお雑煮や

共感していただけないかもしれな

聞きしている︒他府県の方々には

が驚くようなお雑煮の存在も︑見

づいてはいた︒
〝おすましに鶏〟派

家ごとに作り方がかなり違うと気

会議や〝北海道あるある話〟から︑

油のおすましに鶏肉〟だ︒井戸端

きが乱切りでゴロゴロと入ってい

き︶
﹀
︵ ❷ ︶と い う 細 め の な る と 巻

家 に よって は︑ 旨 煮 に︿ つと︵ 巻

多くの道民にとっての共通項だ︒

ぶのが旨煮と飯寿司︵❶︶︒これが

のスーパーやデパートに大量に並

つかお決まりの料理が並ぶ︒暮れ

お雑煮以外にも︑お膳にはいく

て﹂など︑聞くほどにキリがない︒

ジした結果が家族の好みになっ

とか︑
﹁祖母と母のお雑煮をアレン

それぞれのお雑煮を日替わりで﹂

豚 ﹂と 言 う 方 も︒﹁ 両 親 の 出 身 地︑

が多く︑なかには﹁カレイと鶏と

ルーツの方は塩ブリ派や白味噌派

鳥取出身の方から聞いた︒関西が

でカオスだが︑これはどこかしら

ルーツだった地域から見るとまる

料理を食べているかわからない︒

もはや︑お隣さんがどんなお正月

近頃は変わってきた︒都市部では

ルーツの人々が暮らした町々も︑

料 理 は 多 様 性 の 固 ま り だ︒ 同 じ

こんなふうに︑北海道のお正月

ブル﹂などですでに食卓はにぎや

理の盛り合わせ皿︑通称﹁オード

の行事に登場する〝 飲まさる 〟料

いわけではない︒蕎麦や︑道産子

まうのだ︒ほかに年越し料理がな

おもむろにおせち料理を開けてし

集まったところで︑
﹁さて⁝⁝﹂と

うやく新年の支度が整い︑家族が

仕上げる具だくさんの汁物だ︒三が日食べ続ける

刻んで山菜や根菜と煮込み︑崩した豆腐を入れて

で︑欠かせないのがくじら汁︒鯨の皮付き脂身を

た︒皆さん︑ 〜

かなのに︑それなのに︑だ︒

地の味が元になっているようだ︒
たりもする︒また地域のお正月料
道産子マインドに通じる気もする︒

暮れの北海道の食品店には︑つと巻きが大量に並

なると巻きとの違いが謎！

2

ぶ︒お雑煮や旨煮に使われるので 月が一番の売

くじら汁

なのでは﹂とのことだ︒

のなると巻きを区別するために名前をつけただけ

るからとの説もありますが︑年末の繁忙期に大小

や模様︑太さの違いです︒切り口がつの字に見え

うだ︶︒小樽の練り物会社︿ かま栄 ﹀によると︑
﹁色

来〝 つと 〟は藁包みの意だが︑
ここでは関係ないよ

れ時だが︑なると巻きもあるからややこしい︵本

12

日本海側の正月料理といえばこれ
函館から日本海側を北上する沿岸一帯の郷土料理

ため大鍋で仕込む家も多く︑塩漬け鯨の脂の旨み
と香り︑少しの醤油と砂糖で味を調える︒松前町
︿ 温泉旅館 矢野 ﹀によれば︑﹁春の山菜︑エゾニュ
ウの塩漬けを戻して一緒に煮込むのが地元風﹂︒

お雑煮を入れた漆器は……
北見市に工房を構える、漆器
作家の菅原咲さん。4 寸汁椀
（1万2600円）は、
上塗りに北
限の〈 網走うるし 〉を使って
いる。朱色のほかに、溜（た
め）色も。問い合わせは〈 野つ
けうるし〉
（urushi.okhotsk@
gmail.com）まで。

の友達に聞いてみ

塩引き鮭を使うのは新潟がルーツ
理として有名なのは︑道南から日

き多様性よ︑永遠なれ！

醤油味のすまし汁が多く、鰹
節と昆布の合わせだしから砂
糖と醤油による濃いめの味付
けまでさまざま。鶏肉、根菜、
三つ葉、
さらにはネギ、
薄切り
のつと巻きや高野豆腐も。餅
も切り餅や丸餅など多様。

そこで

のお雑煮︒山形︑富山がルーツの

お雑煮を入れた陶器は……
小樽市の陶芸家、
〈 キムラヤ 〉
木村泰明さんによる茶碗。粗
めの土に鉄分の多い釉薬を
使って、炭色に仕上げた。直
径 1 3 センチ、高さ 7 センチ。
問い合わせは、インスタグラ
ム（＠kimuraya0099）より。

3

鶏を使った雑煮の一例

るもい

つべこべ言わず
﹁違って当たり前﹂

つと巻き

ンキなど地域ごとの地魚でも漬ける︒

は欠かせない一品︒ホッケ︑ハタハタ︑ニシン︑キ

ける機会が減っても冬の食卓︑とくに年末年始に

大球 ﹀が店先に並ぶのは冬の風物詩だ︒家庭で漬

大根︑
人参などで︑
在来種の巨大なキャベツ︿ 札幌

も の と 交 互 に 漬 け 込 む 保 存 食 ︒野 菜 は キ ャ ベ ツ ︑

鮭︶の切り身と野菜を︑
麹や調味酢︑
ご飯を混ぜた

読 み 方 は﹁ い ず し ﹂︒秋 鮭︵ 秋 の 遡 上 前 に 捕 れ る

年末年始に欠かせない発酵食品

1

本海沿いを北上して留萌地方まで

んざいのようなお雑煮の思い出は︑ せち料理に手をつけることだ︒よ

田︑青森がルーツの方々︒小豆ぜ

C u i s i ne fo r Ne w Yea r ’ s D ay

北海道のお正月料理？

産子

札幌生まれ、函館育ち。食
と宿泊、それぞれの業界誌
の編集記者を経て、現在は
食のライターとして活躍。
畑から三つ星レストランま
で、
現地を訪ねて発信する。

方々には︑
﹁かまぼこは必須﹂と念

道

文：深江園子

の所々で食される︑くじら汁︵❸︶︒ と楽しむ︑北海道のお正月の面白

私が食べてきたお雑煮は
〝醤

Profile

を押された︒あん餅やあん入り白
ひとつ︑多くの道産子の同意を

昆布または鰹だしに塩鮭（塩
引き鮭）入りには、切り餅が
多い。具は大根、人参、かまぼ
こ、
イクラ、
里芋やごぼうなど
も。写真は塩イクラだが、新
潟出身の家ではイクラに火を
通した「とと豆」を入れる。

5

玉を入れるのは︑香川︑徳島︑秋

鮭が入った雑煮の一例

10
左ページの料理製作：範國有紀 参考：北海道農政事務所「うけつぎたい伝統食 北海道の食ごよみ」
調査協力：かま栄、
堀川北海道支店、
紀文食品広報部、
杉本夏子（松前町）、
工藤為義（江差町）、
冨谷純子（江別市）、
深江さんのSNSの友達

11
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こしあんを包んだ練り切りや︑
羊羹などで作られた

エビ︑
タイ︑
伊達巻き⁝⁝これらはすべてが和菓子︒

﹁お口取り﹂
と呼ばれる甘い拵えものは︑

取りの語源は︑冠婚葬祭な

どの儀式料理の一部である

2

北海道のお正月に欠かせない独特の存在だ︒

口

﹁口取り肴﹂︒かまぼこ︑きんとん︑

伊達巻きなどを一切れずつ盛り合

わせていた︒北海道の
﹁お口取り﹂

も﹁ 儀式料理であり甘い贅沢 ﹂と

いう点は共通している︒

3

取材するなかで︑店ごとに種類︑

詰め方︑器の形まで︑細かい決ま

りがあることに驚いた︒詳細なカ

ラースケッチを用意してくれた店

や︑見本を冷凍保管している店も

ある︒ひとつひとつを改めて見る

と︑ 松 竹 梅 な ど の〝 ご 縁 起 系 〟︑

イクラののった大根なますや栗︑

昆 布 巻 き な ど の〝 お せ ち 系 〟︑干

支の動物などをあしらった〝カワ

イイ系〟に分類されるようである︒

﹁祝膳に上ることで段々︑華やか

さや子どもたちが喜ぶものといっ

た要素が増したのかもしれません

ね︒地元では神棚に上げてからい

ただきます﹂と︿五勝手屋本舗﹀の

小笠原敏文さん︒お口取りとは異

4

な る が︑
﹁船主さんが神前にお供

えするのは一尺鯛︑船を新調する

ときは二尺鯛︒練り切り製の鯛は︑

お正月以外にもご注文をいただき

ます︒本物の鯛より重いんですよ

41

︵笑︶﹂とは︿龍栄堂﹀田中孝明さん︒

3

いずれも︑北海道に受け継がれる

ユニークな食習慣だ︒

2

老舗和菓子店の
お口取り。

Tr a d i ti o n a l Swe et s

1

龍栄堂

五勝手屋本舗

つくし牧田

ひとつ風

Ryueido

Gokatteya Honpo

Tsukushi Makita

Hitotsukaze

大正15年創業、
上生菓子から餅菓子まで幅広くそろえる和菓子店。

昨年が、本格的に菓子販売を始めた明治3年から数えて創業150

小樽で茶席に招かれれば必ず出合う、茶席の上生菓子と干菓子が

この道60年近い和菓子職人が一家で営む和菓子店。茶事の菓子は

肥を入れ表面を乾燥させて仕上げた〈 はこだて大納言 〉は函館銘

赤い色が特徴。土産物には筒型羊羹で知られるが、地元っ子には

呼ばれ多くの後進を育てた高山良介氏の弟子。2代目の現店主に

特にふっくら蒸し上がったじょうよ饅頭や北海道で定番の中華饅

彩り豊かな季節のお菓子はもちろん、
大納言を寒天と練り上げ、
求
菓のひとつだ。朝ついた餅をさらに蒸してつき込んだ大福はふん

わりと柔らか。50年以上続く〈 ユーピン 〉は月餅をアレンジした

もので、
函館華僑の名残が感じられる。口取りの羊羹は、
扇に見立
てて三角に切るのが決まりだ。
Information
住

13

年。創業から続く五勝手屋羊羹は小豆でなく金時豆が原料のため

四角い流し羊羹が人気だそう。口取りは、エビやハマグリといっ

た祝いの品を折り詰めにするほか、注文品で大きな鯛の練り切り
も。函館のデパ地下にも販売店があるが、江差町の本店は老舗の
風情があり、
2階の資料室とともに一見の価値ありだ。
Information

函館市上新川町6-7 ☎ 0138-45-1872

住

檜山郡江差町字本町38番地 ☎ 0139-52-0022

＊お口取りは、
年末に店頭に並ぶお正月用のお菓子です。1月には販売していない店もありますので、
ご了承ください。

そろう和菓子店。創業は1973年で、初代の牧田稔氏は、
「菓聖」と

なってからは小樽で唯一干菓子作りを継承するほか、かわいい小
鳥のシマエナガの練り切りが大人気。口取りも、愛らしい練り切
りが入っている。
〈 小樽職人の会 〉の会員店として、
出張授業や予
約制の練り切り作り体験などで和菓子の魅力を伝えている。

Information
住

小樽市花園5丁目7-2 ☎ 0134-27-0813

もちろんカステーラなどベテランの技を生かした品ぞろえが多彩。
頭は、小手先では真似できないおいしさ。季節のお菓子が次々に

移り変わり、口取りや雛菓子などの細工物も予約だけでなく店頭
に並べるなど、和菓子好きにはたまらない。口取りには、栗、伊達
巻きなどを重箱のような正方形に盛り込んでいる。
Information
住

函館市松陰町8-1 ☎ 0138-54-8977

12

ミリほどの木の板でできている

海道の百人一首は﹁板がるた﹂と呼ばれ︑

お正月には木の板が飛び交う
北
厚さ

のが特徴 ︒会津藩の下級武士が使い始め ︑移
住者により北海道に伝わったとされている︒
﹁通常は上の句を読んで下の句を取りますが︑
北海道では下の句を読んで下の句を取る︒要
するに普通のかるたと同じなんです﹂
︵北海
道博物館・尾曲香織さん︶︒さらに昔に作られ
た板がるたには︑手書きゆえに北海道の訛り
が入っていたという説も︒興味深い︒

木札の
百人一首

国的に﹁小正月﹂と呼ばれる 月 日の

女性が集う小正月で締めくくる
全
ことを道南では﹁女の正月﹂と言い︑厚

沢部町周辺では昆布と煮干しでだしをとり︑
醤油で味付ける︿ つぼっこ汁 ﹀を作る︒
﹁根菜
類のほか︑
必ず入れるのがささげ︒マメに一年
働けますようにとの願いが込められていま
す﹂
︵尾曲さん︶︒おやつは︿ かだっこ餅 ﹀︒も
ち米粉と上新粉を使って︑梅や鶴などの形の
木 型 に入 れた 後 ︑笹 の 葉 に 付 け て 蒸 す ︒女 性
中心に集まって楽しく作りながら新年を祝う︒

﹁若水汲み﹂の儀式は︑
北海道に限らず全国で行われている︒
イラストは︑ 月に行われる長野県・遠山郷の﹁霜月祭り﹂より︒

若水

るが ︑道 南・江 差 地 方 でも かつて﹁ 戸 主

年の﹁若水汲み﹂という風習は全国にあ

その年最初の水
〝若水〟を汲む
新
や長男などの男性が早朝︑天秤に手桶をかけ︑
井戸や近くの川でその年最初の水である若水
を汲み︑
水を神棚に供えたり︑
雑煮を作るのに
使ったりしたそうです﹂と尾曲さん︒いまは井
戸や川で水を汲む人は少ないが︑
乙部町にある
八幡神社の本殿近くから湧き出た清水︿ 八幡
様の水﹀
を近隣に住む人が若水として汲むなど︑
地方や家によって違う形で残っているようだ︒

手巻き
寿司

ホタテ︑イクラなどの魚
介類に︑海苔︑大葉︑山わ
さびなども用意して︑各
家庭のスタイルで味わう︒

ないでしょうか﹂と教えてくれたのは︑

正月にはお寿司という家も多いのでは

おせちもいいけどお寿司もね
﹁お

︿ 北海道漁業協同組合連合会 ﹀販売企画部の
高橋信恵さん︒お刺し身を買って手巻き寿司
で盛り上がる︑そんな祝い膳も楽しい︒﹁なか
で も 人 気 が 高 い の が ︑ホ タ テ︒お 寿 司の 主 役
としてだけでなく︑
卵付きのホタテは〝 子宝に
恵まれる 〟とおせちの旨煮に使われたり︑
貝柱
のフライやマリネなどはオードブルに欠かせ

が﹁かつて北海道では︑
スゲ製のしめ縄

州のしめ縄は稲わら ︑門松は竹も使う

ひと味違うしめ縄と門松
本
や玄関の両脇に松を打ち付けた門松が見られ
ま し た ﹂と︿ 北 海 道 博 物 館 ﹀の 舟 山 直 治 さ ん ︒
﹁ スゲは稲があまり育たなかった頃の名残で
すが︑
青々とした色を好んで︑
いまでも飾る家
は多いです﹂︒門松は本州から届く松や竹が
主流にはなったが︑森林資源が豊かな道北で
は︑下川町森林組合が町産の針葉樹で作るな

お飾り

ど︑
北海道のオリジナル門松も健在だ︒

下川町森林組合オリジナルの︑トド
マツの葉が添えられた門松︒北海道
では︑
おかめのしめ飾りもある︒

日になると︑松前町︑福島町︑上ノ

門付神楽で厄払いと無病息災祈願
月

門祓い

まざまな郷土芸能が伝承されている︒

うです﹂と舟山さん︒一年の始まりを飾る︑
さ

わった神楽が家々をまわり︑厄払いをするよ

る︒
﹁ 北 広 島 市 で も ︑お 正 月 に 岩 手 県 か ら 伝

儀やお神酒などを用意して新年の祓いを受け

依頼があれば家の中でも舞う︒各家ではご祝

を祈願する﹁門祓い﹂が行われる︒
﹁門祓い﹂は

神楽が町内の家々をまわり︑一年の無病息災

国町と江差町では ︑江戸時代から続く

2

12

なかったり︒使い勝手のいい食材です﹂

1

読み札は紙で、取り札が木の板。下の句の初めが大き
く書かれ、
女子は“乙女”の札を競って取るのだそう。

15

小正月

〈北海道博物館〉
と
〈北海道漁業協同組合連合会〉
に伺いました。

!?
1

Ne w Ye ar ’s D ay i n Ho k k a i d o

「門祓い」の神楽は十数名の行列となる。後列には、
太鼓、
笛や鉦（かね）などを手にしたお囃子がつく。

北海道ならではのお正月。
土地によりさまざまな風習が見られるお正月。広い北海道には、
どんな特徴が？

5

14
15

松、桃、木の葉など、さまざ
まな形の木型がある〈 か
だっこ餅 〉。黒砂糖を使い、
ほんのりカラメル色になる。

狛犬、
狐、
馬など、
神社ではさまざまな動物の像を見かけるけれど、

初詣に行こう!

丑年の今年は、
牛の像がある神社にお詣りしてみるのはどうだろう。

2021年は牛のご利益にあずかる。

上川神社

刈田神社

Kamikawa Shrine

Katta Shrine

遠方からでも訪れたい
緑豊かで心地よい神社

荘厳な雰囲気が印象的な
北海道最古の神社

旭川市

約44.5ヘクタールという広い敷地を持つ、
神楽岡公園内に鎮座する
上川神社。市街中心部にもかかわらず、原始の森が残る貴重な場所
だ。主神は天照大神、大己貴大神、少彦名大神で、地元では五穀豊穣
や家内安全を祈願する神社として知られているが、
近年は金運上昇、
商売繁盛のパワースポットとして遠方から訪れる人が後を絶たない。

JR幌別駅から徒歩10分のところに位置する、胆振地方の鎮守社。神

仏混合時代、和人と先住者が食物の神として保食神を祀ったことか
ら、
豊作や商売繁盛にご利益があるとされている。そのほか、
御祭神
として大物主神、
日本武尊を祀る。航海安全、
縁結びや子宝、
病気平癒、
合格や仕事成就、
交通安全を願って訪れる人も多い。

Information
上／撫牛のボディには、
菅原道真公が愛した梅の花が。右上／澄んだ空気が心地よい。右下
／神社内にある、
菅原道真公を祀る旭川天満宮。中には幸福を運ぶ「鷽鳥」
（うそどり）の像が。

住

Information

旭川市神楽岡公園2-1

上／つやつやとした撫牛の首にはしめ縄が。右上／立派な御神門。本殿手前の両脇には、
立
派な狛犬が鎮座している。右下／春には境内に美しい桜が咲き、
多くの人で賑わう。

☎ 0166-65-3151

岩見沢神社

Takinoue Shrine

Iwamizawa Shrine

四季折々のよさがある
開運・縁結び神社

滝上町

高台に位置し、
春は近隣にある名所・芝ざくら滝上公園のピンク色の
絨毯が見られる神社。本殿のほか、三景天満宮と聖徳太子宮を有し、
とくに菅原道真公を祀る三景天満宮には合格祈願で訪れる人が多い。
途中で2股に分かれまた1本になっていることから縁結びにご利益が
あるという「縁結びの神檜葉（ひば）」など、
立派な御神木も多くある。

住

Information

紋別郡滝上町字サクルー原野33

上／境内には撫牛のほか、
馬の像や、
狛犬も6体見受けられる。右上／きれいに整備された
境内。秋は紅葉も美しい。右下／良縁を願い、
買い求める人が多い「むすひ」お守り。

☎ 01582-9-2227

琴似神社

Tarumaesan Shrine

Kotoni Shrine

屯田兵の歴史もうかがえる
由緒正しき神社

苫小牧市

樽前山の麓に祠を設けて祀ったのが始まり。明治8年に街の中心地に
奉還され、
苫小牧の総鎮守となった。山を司る大山津見神、
木々を司
る久々能智神、原野を司る鹿屋野比売神が祀られる。7月14〜16日
に行われる例大祭の花形は勇ましい御輿で、
老若男女一緒に街を練
り歩くほか、
御座船と大漁旗をなびかせ漁船を従える海上渡御も圧巻。

住

Information
上／穏やかな顔をした、
存在感のある撫牛。右上／開拓当時の献木により、
境内には見事な
森が残されている。右下／地元の人に愛される神社。足しげく通う人も多い。

苫小牧市高丘6-49

☎ 0144-36-6661

新川皇大神社

Yafurai Tenmangu

Shinkawakotai Shrine

子どもから大人まで、
地元の人々に愛される神社

北斗市

14世紀頃に御神体が流れ着いたとされ、15世紀に茂別館を築いた
安東盛季の甥の茂別（安倍）家政の命で創建。矢不来という名前から、
矢が来ない＝負けない、というご利益があり「御朱印をもらえば目
標が達成できる」と人気を集めている。多種類の桜の木が植えられ
ており、
春は遅咲きのものを含めて1か月ほど楽しめるのも魅力。
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住

北斗市矢不来138

☎ 0138-75-2033

札幌市

開拓地で起こる洪水などの災害を鎮めるため、
新川の傍らに建てら
れた神社。天照大神をはじめ、
病気平癒、
学術学問の神様が祀られて
いる。境内には牛を含めた十二支の石像が並んでおり、参拝客は自
分の干支の石像を3回撫でてお参りするという。また園児から大人
まで35名で構成される太鼓会の〈 北響太鼓 〉も積極的に活動中。

Information
上／明治35年建立の石製の牛の像。神社とともに何度か移転を繰り返した。右上／先代の
宮司が昭和63年に寄贈した銅製の牛の像。右下／緑豊かな環境の本殿および拝殿。

住 札幌市西区琴似1条7丁目1-30
☎ 011-621-5544

矢不来天満宮
学問にご利益がある
道南の歴史ある神社

札幌市

明治時代、札幌市琴似に入植した240戸の屯田兵が創建。天照大神、
豊受大神、
大国主大神、
武早智雄神、
土津霊神が祀られ、
屯田兵の心の
よりどころの場所であった。境内には、北海道有形文化財に指定さ
れているかつての屯田兵の住居、琴似屯田兵屋が移築されている。
いまは学業や縁結び、
安産祈願などに、
季節を問わず参拝客が訪れる。

Information
上／「願掛け牛」とも呼ばれる撫牛。右上／平成4年に奉遷された本宮。奥宮は、
樽前山の山
頂にある。右下／石を撫でながら周囲を回ると願いが叶うという「圓滿磊」
（えんまんいし）。

住 岩見沢市12条西1丁目3
☎ 0126-22-0180

樽前山神社
自然を司る神々が祀られる
苫小牧の総鎮守郷社

岩見沢市

明治時代に山口・鳥取など12県から士族が入植し、村民が集まって
神祭を行ったのが岩見沢神社の始まり。天照大神と大己貴神を祀っ
ており、開運と縁結びにご利益があるとされている。五穀豊穣を祈
願して農作業が始まる前に行われる春季例大祭と、9月14日の宵祭
りを皮切りに3日間行われる秋季例大祭は、
とくに多くの人で賑わう。

Information
上／学問の神様が祀られる三景天満宮の、向かって右に鎮座する撫牛。右上／三景天満宮
は、
山口県の防府天満宮の分祀。右下／天照大神、
豊受姫命、
大山祇命が祀られる本殿。

住 登別市中央町6-24-1
☎ 0143-85-2460

滝上神社
御神木や春の芝桜など、
景色も一緒に楽しみたい神社

登別市

Information
上／どことなくかわいらしい風貌の牛像。右上／こぢんまりとしているが、ひっきりなし
に参拝客が訪れる。右下／雪の重みで折れた木を植え替えたら、
ハート形に。

住 札幌市北区新川3条13丁目3-12
☎ 011-765-7880
（9:00〜17:00）
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北海道移住ライフ

PR版

北海道庁

AIRDO

今回はPR版。
1月の「北海道とつながるカフェ」のゲストスピーカーにインタビュー。
photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano

美しい

北海道には特徴のある言葉がたくさんあります。
地名、動植物名、方言や食べ物、北の国ならではの道具など。

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: Atsushi Takahara text: Ichico Enomoto
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第 26回

Person

林 啓介さん
移住歴：岡山県→兵庫県→イギリス→
アメリカ→アルゼンチン→埼玉県→白老町
居住期間：3年
ご当地商品の開発や販売のサポートを行う
〈 GREEN OWL 〉代表。仕事で出会った人
がきっかけで白老町とつながり、奥さまとふた
りで地域おこし協力隊として移住。ゲストハウ
ス
〈東町ハウス〉を運営しながら、白老の食
材を使った商品開発、地域体験などを行う。

ロシア人の奥さま、オルガさん
とはシンガポール旅行中に出
会った。アイヌ文様を刺繍した
パッチワークは、
彼女の手作り。

町にあふれる面白いものやおいしいものを届けたい。
しらおい

Q. 白老町に移住したきっかけは？

しています。近隣でとれる食材を使っ

温泉の地熱で上手にマンゴーを育てて

仕事でご当地商品づくりやまちづくり

て一緒に料理したり、町を自転車で

いる農家さんがいることも、町を散策

のアドバイスを行っていたときに、ご

走ったりすることで、白老での生活が

したお客さんから聞いて知りました。

縁があって白老町の地域活性シンポジ

よりリアルに感じられ、
お客さんも
「ま

そういう意味では自分もまだ旅行気分

ウムの講師を務めることになったんで

た白老に行きたい」と思ってくれるよう

ですし、その話題をきっかけに地域の

す。その流れで町の課題解決に協力す

です。あとは、女性高齢者が白老の食

人との接点が生まれるのも楽しいです。

ることになり、まずは町のことをよく

材で作る伝統料理が人気の飲食店〈グ

知るために夫婦で地域おこし協力隊に

ランマ〉の経営や、白老の食材を使っ

Q. これからやってみたいことは？

着任しました。

た加工品の製作・販売もしています。

白老で見つけた面白いものやおいしい

「スーパーロータリーは子どもたちの憧れでした。インドア派の僕ですが雪道を歩くのは嫌いではなかった」

ものを、楽しみながら事業にしたい。

Q. 現在の仕事の内容は？

Q. 白老の生活で印象に残ったことは？

そして白老のことを思ってくださる人

ゲストハウス〈東町ハウス〉を運営しな

ゲストハウスのお客さんが、面白いも

と一緒にお仕事ができるよう、移住し

がら、宿泊者向けの体験ツアーも企画

のを見つけてくるんですよ。たとえば

てもらえる仕組みもつくりたいです。

長嶋 有 （作家）
子どもの頃の僕はテレビっ子で

した︒僕自身の性格もあるけど︑

冬は寒くて外に出られないから︑

北海道の子どもたちはテレビっ子

が多かったんじゃないかな︒いま

のひとつが︿スーパーロータ

C
M

でも忘れられない印象的なローカ

ル

リー﹀︒かかとの部分に滑り止め

の 爪︵ ス パ イ ク ︶が つ い て い る 雪

道仕様の長靴があって︑男子の憧

れでした︒スーパーロータリーは

金具をカチャっと回すと爪が出て

くる︑スパイク長靴の代名詞でし

た︒でも僕はインドア派なので︑

それで雪の中を駆け回りたかった

わけでもないんですが︒結局︑ス

パイク付きの靴は買ってもらえま

せんでした︒

小学生の時︑雪深い冬が何年か

あって︒雪って音を反射させない

から︑しんとするんですよね︒雪

道を︑別にしみじみ歩くわけでも

なく︑ひたすら早く帰ってテレビ

を見たいと思って歩くわけですが︑

雪に囲まれた時間というのは自分

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）

にとっていい時間だったと思いま

協力：北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課民族共生象徴空間開設準備支援室

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海

す︒内向できるじゃないですか︒
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移住相談窓口〈どさんこ交流テラス〉

総じて︑北国の人は寡黙だという

道内で活躍されている方々をゲストとしてお招きし、
北海道での暮らしや仕事の魅力を伝え、
将来的
な移住につながるきっかけづくりを目的としたオンラインイベントです。1月下旬には、
今回登場し
た林さんから地元道産食品を活用した商品開発や、
多様性のある町での暮らし方についてお話しい
ただきます。詳細については、
特設サイトをご覧ください。https://www.tsunagaru-hokkaido.jp/

印象がありますが︑それは悪いこ

Information 「北海道とつながるカフェ」
を紹介します！

とじゃない︒その寡黙さは雪ゆえ

北海道初の国立博物館〈 国立アイヌ民族博物館 〉と、
多彩な体験プログ
ラムや古式舞踊の上演など五感で感じる体験型フィールドミュージア
ム〈 国立民族共生公園 〉などがある、
アイヌ文化の発信拠点が昨年7月
にオープン。ポロト湖畔の豊かな自然の中、
アイヌ文化をさまざまな角
度から体験、
子どもから大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

に育まれていたのかもしれない︒

地域情報
［白老町］

そう思いませんか？︵本人談︶

〈ウポポイ
（民族共生象徴空間）〉
に行ってみよう！

Place

スーパーロータリー

ながしま・ゆう／1972年生まれ。幼少
期から高校生まで、登別、幌別、室蘭な
どで過ごす。2002年『猛スピードで母
は』で芥川賞、2016年『三の隣は五号
室』で谷崎潤一郎賞を受賞。最新刊に
『今も未来も変わらない』がある。
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Profile
逸見吏佳（へんみ・りか）さん／
札幌市生まれ、
美深町在住。江別
市の羊毛専門店で働いていたと
きに世界各国の羊毛300〜400
種に触れ、それぞれに個性があ
ることに惹かれて、羊に強い関
心を抱く。美深町の松山農場を
訪ねて感銘を受け、移住。2015
年に、
羊毛工房として起業した。

作り手の熱量が形になって
私たちの暮らしを彩ってくれる。

今回の手しごとは、個性を大切に
心地よさを引き出す、羊毛の服。

北海道発

道内各地の市町村から、
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。
今月は、
日高町〈日高山脈博物館〉、中川町〈産業振興課〉、北見市〈環境大善〉
から！

photo: Masatsugu Sugawara
text: Chigusa Ide
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美しい日高ヒスイ

4フロアからなる博物館。2階は
「日高山脈の成り立ち」をテー
マに、数多くの岩石や化石が展
示されている。1階には、
ジオラ
マや登山ルートなども。日高山
脈博物館（☎ 01457-6-9033）。

岩石の世界へとのめり込ん

ということに関心を抱き、

「なぜ地震が起きるのか」

設。実際に触って、重量や

地質や岩石を扱う希少な施

麓にある日高山脈博物館は、

されているのです。そして

深い部分によって山が形成

かり合い、めくれ上がって

でいきました。本来は目に

表面の柔らかさ、光の通し

中学３年生の時に阪神・

することができない地球の

方などを感じて、岩石の面

淡路大震災を体験した私は、 できた山。つまり、地球の

内側は、どうなっているの

チップに加えバーボンもかけて香
りづけ。燻製ピスタチオを手がけ
たのは、
札幌中心地にある“ていね
いな脱力系家庭料理と一期一会の
自然派ワイン”の店〈 minotake 〉
（☎011-839-4057）。

白さを味わってください。

!

か？ 日高山脈は、かつて

いを生かすために選んだのが、布フェル

!

プレートとプレートがぶつ

けなげ

けてくれる。健気ですね」。独特の風合

今年は国立公園に 日高山脈の
珍しい成り立ちを知っていますか

ヤマザクラ。今年から、中

キューティクルが機能して体温調節を助

じ型紙を使っても、仕上がりが異なる。

３年前、百貨店の催事で

ること。刈り取られても、一本一本の

「それぞれの羊毛に個性があるので、同

from

日高町

ピスタチオとの相 性抜群
華 やかな香りのエゾヤマザクラ︒

さがある。
「羊毛の使命は、羊の体を守

柔らかいのにしっかりした生地になる。

川町や東京でも販売される

バニラのような芳しさ

てもらうと、体を包み込むような心地よ

ト。羊毛と綿ガーゼを一体化することで、

知り合ったワインバーの店

中川町は、森林資源をい

中川町

ことになりました。

で燻製ピスタチオを開発し

かに余すところなく使い切

from

主が、中川町の木のチップ

てくれました。僕たちは常

中川町産業振興課産業振興
室主任。
〈 自家製燻製ピス
タチオ 〉は、中川町の道の
駅や温泉施設をはじめ、東
京・世田谷のサテライトス
ペース〈ナカガワのナカガ
ワ〉
（nakagawafan.hokk
aido.jp）でも購入できる。

時、ミズナラ、オニグルミ、 れるのかを考え、木材のカ

スケード利用を推進してい

ンピース、ロングコートまで。羽織らせ

イタヤカエデなど、５種ほ

工房には小物だけでなく、ベストやワ

ます。薪、木工作品、樹皮

高橋直樹さん

一年はそんなサイクルです」と羊との生
活を語る〈粗清草堂〉の逸見吏佳さん。

どのチップを販売している

していると、羊はまたまた、もこもこに。

細工……可能性はまだまだ

9 月から制作を始める。冬は販売に専念

森の中に眠っていますから。

「6 月に毛を刈って、7、8 月に染めて、

のですが、いろいろ試した

（羊毛／美深町）

結果、採用されたのはエゾ

粗清草堂
体を包み込んでくれるような
羊毛の温かさに惹かれて。

HAPPY NEWS

illustration: Yoshifumi Takeda
text: Chigusa Ide

?

東 豊土さん
日高山脈博物館・学芸員。
和歌山県生まれ、日高町在
住。大学院で研究を深め、
現職に。
「1階に展示されて
いる日高ヒスイは、高さ約
1.3メートル。緑のグラデー
ションが印象的な石です」

思いどおりにならないところが面白いし、
時ホームセンターの店長

１９９０年代のこと。当

た結果、
環境微生物を発酵・

めいたのです。研究を重ね

それに驚くと同時に、ひら

牛のし尿で悪臭が
〝きえ〜る〟
北見の発明が︑
いま全国に拡大中︒

だった創業者は、ペットの

消臭液〈きえ〜る〉が誕生。

培養させることで生まれる

消臭剤の需要が高まる昨

消臭に悩むお客さんが多い

そんなとき、地元の酪農家

今、 用 途 に 合 わ せ て パ ッ

ことが気になっていました。 「善玉活性水」を原料とした、

から「牛のし尿を土壌改良
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に活かせないだろうか」と

左／アイボリー、ベージュ、グ
レー、グリーン、ピンクなど、天
然の発色が美しい。中／綿ガー
ゼの上に羊毛をのせ、一体化し
たものを縮絨する。すのこで巻い
たり、ゴロゴロ転がしたりしな
がら縮めて、布フェルトに。右
／敷地内では7頭の羊を飼って
いる。写真は刈られる直前の姿。

ケージを改良し、全国の雑

山口英美さん
〈 環境大善 〉マーケティン
グ室勤務。北見市出身。
「洗
濯しづらい冬の厚手衣料に
も使用できます。バッグに
1 本入れておけば、いつで
もどこでも手軽に消臭。便
利です」。商品の詳細はHP
（kankyo-daizen.jp）にて。

持ち込まれた容器を開けた

工房の近くで採取できる樹木で草木染め。鮮やかなイエ
ローは、
シラカバの葉っぱやセイタカアワダチソウの花な
どから。前開きベスト3万3660円、
ミニショール1万3860
円。商品はHP（www.soseisoudou.jp）から購入可。工房
に併設されたギャラリーショップは、
5月まで冬季休業中。

ら、なぜか無臭だった……。 貨店でも展開しています。

魅力なんです」

世界に発信

from

北見市

!

いずれも天然成分100%。悪臭は抑え
るのに、いい匂いは消さない。自然の
不思議を感じる商品。ペット用だけで
なく、
洗濯、
車、
排水管、
加湿器などのた
めの専用ボトルも発売されている。
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が着く空港からの旅
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Information

名古屋の都心から 近く︑江戸時代からの町並みが残る有松︒
年の伝統を誇る有松鳴海絞りの産地として名高いこのエリアは︑
しっかりと根づく伝統産業と新しい人や店がうまく溶け合っている︒
歴史的景観と生き生きとした町の空気を感じに出かけよう︒

有松・鳴海絞会館

松の町がつくられたの
は江戸時代初期︑

種類以上︒これは

有松の景観からは︑伝統産業で成

かつての商家が悠然と立ち並ぶ

桁屋﹀の服部謙志さんは語る︒

ます﹂
と絞りの浴衣を販売する
︿井

を求めるお客さまもいらっしゃい

れも感じます︒伝統工芸士の作品

れでも︑伝統を好む本物志向の流

要はかなり減ってしまったが︑﹁そ

木綿の浴衣︒最盛期に比べると需

がかつて有松の一番のウリだった

そんな多様な意匠を楽しめるの

絞会館の成田基雄館長︒

歴史や魅力を発信する有松・鳴海

そう語るのは︑有松鳴海絞りの

海絞りの大きな特徴です﹂

世界でも類を見ない数で︑有松鳴

いときで

法を生み出して再興してきた︒多

りましたが︑その都度︑新しい技

﹁明治以降は大きな波が何度もあ

大きく花開いた︒

張藩の庇護を受けたことも影響し︑

たのが有松鳴海絞りの始まり︒尾

ぬぐいなどを土産物として販売し

を相手に商売をということで︑手

かったこともあり︑往来する旅人

備 さ れ た︒ 土 地 が 農 耕 に 適 さ な

海宿と池鯉鮒宿の間の宿として整

年のこと︒東海道の鳴

1
6
0

22
23

有

photo: Yusuke Takashima text: Junichi Nagaya

歴史ある町並みに、伝統産業が息づく。

いまでも約 70 種類の技法から生み
出される有松鳴海絞り。緻密な手仕
事が豊かな表情を生み出す。写真は
代表が自ら染める井桁屋の藍染め。
住 愛知県名古屋市緑区有松3008
☎ 052-621-0111
時 9:30〜17:00（実演は16:30まで）
休 年末年始

不定休
休
住 愛知県名古屋市緑区有松2313
☎ 052-623-1235 時 10:00〜17:00

4
0
0

り立っているという底力を感じる︒

有松鳴海絞りの保存・発展のため、
組合
によって昭和59年に開館。これを機に
町に人が訪れるようになり、絞りの
ショップも増えたという。1 階の展示
即売場では作品や土産物を販売、2 階
では伝統工芸士による絞りの実演や資
料映像を見ることができる。

8

1
0
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創業230年、絞りの製造・販売に始まり、現在は主に小
売りを行う老舗。浴衣反物の種類が豊富で、例年冬か
ら夏前にかけて全国から注文が舞い込む。代表の服部
さんが自ら染める本藍染めの反物はまさに芸術品。ほ
か、
オリジナルのマスクや御朱印帳などの小物も人気。
有松の魅力のひとつはその
古い町並み。国の重要伝統
的建造物群保存地区に指定
されており、
井桁屋が入る服
部家住宅も県指定の文化財。

Ar i m a t su-Na r um i Shibor i k aikan

目を奪われる
伝統工芸士の実演

愛知・有松

浴衣が主軸の老舗小売店

昔と今が交差する

Ige t aya

有松街道さんぽ。

井桁屋

Information

竹田嘉兵衛商店

薪窯で焼いた香ばしいパン。
有松だけのオリジナルも

Taked a Kahei Shoten

cucuri

愛知県幸田町に本店がある薪窯焼き
パンの名店が、
旧絞り問屋・神谷半次
郎邸の蔵を使い17年前にオープン。
素材は無農薬で、薪で焼くパンは
しっかりとした風味が特徴。絞りを
イメージした〈 有松絞りパン 〉1/4
本250円〜、
〈 てまりメロンパン 〉1
個180円は有松店のオリジナル。

ククリ

絞りならではの形状で
独特な表情を表現

Information
住

愛知県名古屋市緑区有松2304

☎ 052-624-0050
時 10:00〜17:00

休

月・火

ダーシェンカ 藏
Das enka Kura

開祖の流れをくむ老舗の
貴重な建築を拝見

絞りのメーカー〈 山上商店 〉が
持つ伝統技法と外部からのデザ
イン力を合わせることで生まれ
たブランド。絞りで生じる形を
形状記憶加工で固定し立体的に
見せる表現が特徴で、個性的な
がら日常でも使えるデザインを
目指している。写真は〈 ワン オ
フ デニムパンツ 〉3万4800円。

有松鳴海絞りの開祖・竹田庄九郎の分
家筋にあたるメーカーで、本格的な有
松鳴海絞りの着物を扱う。築200年以
上という竹田邸は界隈でも存在感を放
つ建築で、
内部の見学も可能。江戸時代
の意匠と明治以降に増築されたスペー
スとのコントラストも趣深い。

Information

Information

住

愛知県名古屋市緑区有松2408

住 愛知県名古屋市緑区有松1802
☎ 052-623-2511
時 10:00〜17:00 休 年末年始

☎ 052-625-1202
時 9:00〜17:00 休 年末年始

人も伝統もつながり広がっていく。

を歩いていて楽しいのは︑

老舗の絞り問屋と︑モダ

ンな絞りのブランドショッ

プの両方が並んでいる点だ︒老舗

でも若い経営者や︑絞りの美しさ

や面白さに魅了された若手作家が

伝統技法を用いながら現代的な

ファブリック製品やさまざまな素

材への応用に挑んでいる︒

代目にあ

︿ suzusan
﹀は︑なんとドイツが

本拠地だ︒鈴三商店の

たる村瀬弘行さんが海外に渡った

折に︑日本の伝統産業を営む家業

の価値を感じ︑ブランドを立ち上

げた︒海外で日常的に受け入れら

れる商品を意識している︒

外部のデザイン力を取り入れ成

功したのが山上商店の︿ cucuri
﹀︒

絞りでできる生地の凹凸を形状記

憶加工で生かし︑あくまで日常に

溶け込むデザインに落とし込んだ︒

﹁メディアに出ると︑職人さんも

喜びます︒そうやって︑内でも外

でも絞りの価値が高まることは︑

伝統を継承するという意味でも大

切です﹂と代表の山上正晃さん︒

何より感じるのは︑そんな新しい

風を柔軟に受け入れようという町

の空気︒歴史の深い建築や貴重な

古民家を生かしつつ︑新しい飲食

店がオープンしているのもその土

壌があるからだろう︒︿竹田嘉兵衛

商店﹀
の離れにあるカフェ
︿庄九郎﹀

もそのひとつ︒オーナーで竹田家

の長女・中村俶子さんの﹁有松鳴海

絞りを軸に人がつながりまとまっ

ている︒みんなで町を盛り上げよ

うという気運がある﹂という言葉

がまさに有松の町を物語っていた︒

5

町

庄九郎
Shoku ro
神宮前駅
有松駅

中部国際空港

Access

中部国際空港セントレアから
有松へのアクセス
中部国際空港駅から名鉄常滑線・空港
線の特急（または急行、
ミュースカイ）
に乗車、神宮前駅で名古屋本線に乗り
換えて有松駅下車。有松の町は徒歩で
巡るのにちょうどいい大きさ。今回紹
介の店や施設もすべて駅から徒歩圏内。
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散策途中の食事は
竹田庄九郎ゆかりの邸宅で
竹田家本家の旧邸を利用し2017年
にオープン。築170年という建築の
間取りをほぼそのまま使い、往時の
佇まいを残した店内には絞りを使っ
たインテリアも。1 日限定 10 食の
〈 庄九郎ランチ 〉1650円や、夜のフ
レンチをベースとしたメニューなど
多彩な料理がそろう。
Information
愛知県名古屋市緑区有松1804
☎ 052-627-2055
時 ランチ11:00〜14:00、
カフェ14:00〜16:00、
ディナー17:00〜21:00（20:30LO）
休 月
住

suzusan factory shop
スズサン ファクトリー ショップ

伝統の絞り文様を
洗練されたアイテムに昇華
明治中期に創業した〈 鈴三商店 〉がドイツで起こした
絞りブランド〈 suzusan 〉。昔ながらの絞りの技法を用
いつつ、
カシミヤやアルパカを用いるなど世界のライ
フスタイルを意識して商品を展開。写真は〈 カシミヤ
シームレスVネックプルオーバー 〉7万5900円。

Information
住 愛知県名古屋市緑区有松3026
☎ 052-693-9624
時 11:00〜17:00 休 水・木
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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。
※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

2
御菓子司 白樺

たらふくもなか
思わず口元がほころぶ
かわいい招き猫の和菓子
のんびりと寝そべった、ふくよかな
招き猫の姿がかわいいもなか。香ば
〈たらふくもなか〉6個入り1350円、
12個入り2650円
御菓子司 白樺 本店
住 東京都墨田区江東橋2-8-11
☎ 03-3631-6255 時 8:00〜18:30
休 月、
ほか火曜不定休
※本店ほか、
錦糸町テルミナ店と
オンラインショップにて販売中。

しい皮に挟まれた、“ 白いダイヤ ”

〈くさぶえのうし〉あおい 4950円

げた黄金色のあんこもツキを呼び込

リサ・ラーソン直営店 necono shop

とも呼ばれる希少な白小豆を炊き上
んでくれそう。ふっくらと焼き上げ

た皮で大粒小豆のあんを挟んだ、お
店自慢のどら焼き〈錦どら〉が入っ
た詰め合わせもおすすめです。

4

福福リップ

テーマ

一心堂本舗
東京スカイツリー ソラマチ店

かわいさに︑
心もほっこり癒 される
東京で見つける
〝ハッピー・モチーフ〟
︒

〈福福リップ〉各1100円

まり木綿

藍と絞りの店 中濱

有松しぼり久田 本店

Marimomen

Indigo and Shibori Nakahama

Arimatsu Shibori Hisada

2020年オープンの
気鋭若手作家のアトリエ

明るい色使いの
モダンな絞りアイテム

素朴な絞りアイテムと
重厚な建築にも注目

商品もデザインも多彩
庭園も見応えあり

2020年8月にオープンしたばかりの絞
り職人・大須賀彩さんのアトリエ兼ショッ
プ。suzusan、
山上商店で修業の後独立、
縦筋の模様が浮かび上がる「手筋絞り」
の技法を用いて、
現代にマッチした絞り
アイテムを発表している。写真は〈 彩
Irodoriがま口バッグ〉3万8000円。

2011年にオープンした、2人の若手女性

国登録の有形文化財である「中濱家住
宅」。かつての絞り商・山田与吉郎家の遺
構で、
現在は絞りのショップが入る。昔
ながらの技法を用いながらも現代になじ
む布製品をひとつひとつ手作りで製作。
マスク1320円〜や豆絞りのお結びポー
チ1870円が人気。

旧東海道のひと筋南、
明治末期までは藍
染め工場が並んでいたという長坂道にあ
る老舗の絞り問屋。振り袖や浴衣からハ
ンカチなどの小物まで商品は多彩。本店
には四季を楽しめる庭園もあり、
アイテ
ム選びとともに風情も楽しみたい。旧東
海道沿いに支店もある。

住 愛知県名古屋市緑区有松807-1
☎ 052-621-6820
時 10:00〜18:00 休 水・木

住 愛知県名古屋市緑区有松1901
☎ 052-693-9030
時 月・金10:00〜16:00、
土・日10:00〜17:00 休 火・水・木

住 愛知県名古屋市緑区有松2306
☎ 052-621-1046
時 10:00〜17:00 休 火・水

住 愛知県名古屋市緑区有松616
☎ 052-621-1067
時 9:00〜17:00
休 月
（祝日の場合は営業）、
年末年始

幸運のモチーフがそろった
リサ・ラーソンの干支置物

らしさ。直営店ではミニサイズになった

“ 丑 ” が付いた根付けキーホルダーや、
“ 丑 ” モチーフの手ぬぐいや豆皿など、普

住 東京都渋谷区神南 1-15-12 秀島ビル2F
☎ 03-5428-5162 時 12:00〜20:00
休 不定休

のお守り袋はポケットやポーチから取り

シンプルながらも味わい深い洋菓子

プティ・ボヌール

一心堂本舗 東京スカイツリー ソラマチ店
住 東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマチ4F
☎ 03-6658-8400 時 10:00〜21:00
（施設に準ずる） 休 施設に準ずる
※東京スカイツリー ソラマチ店ほか、
一心堂本舗公式サイトなどにて販売中。

で知られる神戸生まれの〈アンテ
〈プティ・ボヌール〉3個入り584円、
6個入り1080円、10個入り1782円
※4月より全店舗にて販売予定。
アンテノール横浜そごう店
住 神奈川県横浜市西区高島2-18-1
そごう横浜店 B2 ☎ 045-465-2488
時 10:00〜20:00
（施設に準ずる）
休 施設に準ずる

老舗から若手作家のショップまで、有松鳴海絞りの店は
まだまだたくさん。
また、昼も夜も楽しめる食事処も
点在しているので一日じっくりと有松散歩を楽しもう。

necono shop

“小さな幸せ”を味わえる
天使の羽をかたどったパイ

自分用にはもちろん、ギフトにもぜひ。

絞りのショップはほかにも。
街道周辺は一日楽しめる。

段使いできるアイテムも新登場しました。

はたまらないモコモコとしたビション・

出すたびに笑顔になれそうな柄ばかり。
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めているだけで幸せな気持ちになれる愛

プティ・ボヌール

フリーゼなどの新柄をはじめ、全 56 種

有松鳴海絞りで栄えた有松だが、
1784年の大火でほぼ全焼。その後
建てられた家々は瓦屋根で、2階を
漆喰で塗り込めた防火建築に。延焼
を防ぐための卯建（うだつ）を商家
が設けたのもそのためで、
現在の趣
ある町並みはこのとき形成された。

のクローバーを草笛にした “ 丑 ” は、眺

リームがお守り袋に入った〈福福リッ

プ〉。平和の象徴である鳥や、犬好きに

職人によるショップ。主に、
木型で挟ん
で染め上げる「板締め絞り」の技法を用
いて作品を生み出している。伊勢木綿手
ぬぐい1815円〜、
長方形衣8970円など、
心が明るくなるようなポップな配色や大
胆な図柄の商品が並ぶ。

町の歴史を物語る
「うだつ」
のある風景

を手がけた波佐見焼の干支置物。四つ葉

アンテノール横浜そごう店

国産柚子の精油が爽やかに香るリップク

1

Aya Irodori

干支シリーズ くさぶえのうし

4

唇も心も潤してくれる
リップクリーム入りお守り袋

2

彩 Aya Irodori

北欧の陶芸作家のリサ・ラーソンが原型

3

3

ノール〉。横浜そごう店では、ただ

いま天使の羽をモチーフとした新作
のパイを先行販売中。香り高いバ

ターを幾重にも折り込んだ生地を、
サクサクと香ばしい食感に焼き上げ
たパイは、おやつの時間にこの上な
い “ 口福 ” を運んでくれるはず。

8

7

6

ゲストハウス MADO

Pieno!

寿限無茶屋

有松山車会館

Jugemujaya

Arimatsudashikaikan

Guest House MADO

ピエーノ

かつての東海道に佇む
旅人たちの拠り所

有松散策の最後は
気軽な料理とお酒で

かつて旅人が行き交った旧東海道沿いの
古民家をゲストハウスに。営むのは有松
生まれのオーナー夫婦。外国人だけでな
く、
日本人の若者にも人気だ。週末だけ
オープンするカフェも好評で、
無農薬野
菜を使い発酵調理にこだわったランチ
1320円など体にやさしいメニューが並ぶ。
住 愛知県名古屋市緑区有松924
☎ 052-746-5946
カフェ 時 12:00〜16:00（15:00LO）
休 月〜金

観光客や地元の常連も利用するカジュア
ルにイタリアンを味わえる人気店。地元
の新鮮野菜を使ったメニューに定評があ
り、
なかでもおすすめは、
前菜盛り合わせ、
サラダ、
メイン2品からなるボリューム
たっぷりな〈 Pieno！とりわけコース〉
2名4400円。
住 愛知県名古屋市緑区有松2302
☎ 052-624-8088 時 17:30〜23:00
（22:00LO）、
日・祝〜22:00（21:00LO）、
土・日はランチ11:30〜14:00
（13:30LO）あり 休 月、
不定休

5

コシ抜群の絶品うどんを
築100年の趣ある店内で

絞りと並ぶ有松自慢の文化。
迫力ある山車を見物

コシのある手打ちうどんと手打ちそばが
好評な食事処。数あるメニューのなかで
も味わいたいのが、
〈 梅おろしうどん 〉
850円。自家製の梅干しと大根おろしの
相性抜群の、
店の名物だ。街道の景色に
溶け込むような築100年以上という店
の佇まいも楽しみたい。

有松の魅力は、
町並み、
絞り、
そして山車
といわれるほど。毎年10月第1日曜に行
われる有松天満社の大祭「有松山車まつ
り」は、
その勇壮な山車を見物に海外か
らも観光客が訪れる。細かな彫刻や刺繍、
豪華な飾りが施された山車を祭り文化と
ともに紹介している。

住 愛知県名古屋市緑区有松2339
☎ 052-624-5006
時 11:00〜15:00
（14:30LO）、
17:00〜21:00（20:30LO） 休 木

住 愛知県名古屋市緑区有松2338
☎ 052-621-3000
時 10:00〜16:00 休 月〜金、
年末年始

※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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HOKKAIDO

第16 回

北海道に愛着やこだわりを持って働く人がいます。今回は、
クリエイティブとテクノロジーとアイデアが
交差する場所〈NoMaps〉。北海道の未来のために、新しいことを始めたい人へのヒントが詰まっています。

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。
今回は、山が描かれているサインから印象的な3つを選んでみました。
左列のサインを掲げる市町村を、
右列の山の説明をヒントに当ててください。

photo: Takuya Kakimoto text: Satoko Nakano

text: Chigusa Ide

Q.

今回の市町村!

C

右列の山をシンボルにしている市町村のサインは?
ヒント

1

A

キトウシ山も町の象徴
2019 年「ゆめぴりかコンテスト」

別名
「えぞ富士」

を持つ北海道︒この地には可能性

一次産業が盛んで︑広大な土地

ス︑展示︑イベント︑交流︑実験

いて多様な切り口でカンファレン

きているんです︒これは

上げようというムーブメントが起

にスタートアップを増やして盛り

5

NoMaps

の目的のひとつ
﹃新産業をつくろう﹄

という つのプログラムを︑毎年

秋の数日間に凝縮して開催してい

と課題が山積みで︑よりよい地域

をつくっていくためには新しい技

に則って︑トークセッションを活

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!

自分の地図を描こう!

術やクリエイティブな発想が必要

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！

NoMaps実行委員会事務局長。北広島市出身。北
海道大学経済学部を卒業後、民間企業やシンクタ
ンクなどで自治体の政策立案、地域活性化や地域
人材育成事業の企画・運営などに携わり、2016年、
NoMapsに立ち上げから参画。産官学の多様な主
体が関わる事業の調整役を担う。no-maps.jp

発に行ってきたなかで生まれた流

AIRDOでは Web 会員を随時募集しています。

Profile

がきっかけで︑面白
る︒ NoMaps

インフォメーション

（写真中央）

い方向に展開した事例も多い︒

癒すこともできる格別の場所です。

廣瀬岳史さん

だ︒そんな思いのもと生まれたの

ティビティで疲れた体をゆっくり

NoMaps

﹀という 枠 組 み で あ
が︿ NoMaps

に は 9 軒 の 温 泉 宿 が あ り 、ア ク

地域活性化

﹁いま
︿
れでもあると思います﹂と話すの
STARTUP
CITY
SAPPO
﹀という団体が主となり︑札幌
は︑事務局長の廣瀬岳史さん︒た
RO

キーや雪山登山を楽しめます。麓

VOL.26

る︒産学官が連携し︑ゲストを招

29

伝えていきたい﹂とさらなる展望

クイズの答えは
41ページに
あります。

〈トナカイ観光牧場〉も有名です。

うに自分なりにクリエイティブの

A.

ランドのトナカイを連れてきた、

とえば事務局所属の種市慎太郎さ

?

ウェイを使って、上級者向けのス

トが生まれるのか︑楽しみである︒

前に道外からの移住者が、フィン

も名高い人気の山。冬はロープ

を語った︒廣瀬さんが﹁ NoMaps

ることができます。また約 30 年

咲き誇り、秋は日本一早い紅葉で

領域を広げ︑新しいことをしたい

が咲き、秋には多くの渡り鳥を見

メートル。春から夏は高山植物が

は︑社会の選択肢を広げるために

春になるといろいろな種類の野草

道内最高峰の旭岳は、標高 2291

人同士がつながるような循環が続

高さNo.1

に関わ
んは高校時代から NoMaps

国立公園であるサロベツ原野は、

り︑大学入学と同時に起業したひ

冬はトナカイソリを体験

旭岳／東川町

ある﹂と言うように︑新しいこと

C

けばと思います﹂と話すのは︑カ

撮影ポイントも多くあります。

とり︒町の空間の活用方法を考え

い。写真愛好家が訪れる、人気の

大熱戦が繰り広げられます。

で北海道や日本を盛り上げたい人

に夕暮れどきの利尻山はすばらし

スリッパを片手に、本気度 120％の

アの面白さと可能性を多くの人に

しては、幌延町がおすすめ。とく

慢が勢ぞろい。ラケット代わりの

へのヒントが詰まった出会いの場

の美しい全景を眺めるスポットと

ンファレンスの統括を行う服部亮

富士町にまたがっていますが、そ

止に）。全国から温泉卓球の腕自

ヒント

は、利尻島にそびえる標高 1721
メートルの独立峰。利尻町と利尻

手権」を温泉地で開催（今年は中

3

日本海を挟んで西に見える利尻山

太さん︒また広報の山岸奈津子さ

フォトジェニック

たり︑そこに若者を参加させて仕事

利尻山／幌延町

を生み出したりと︑まちづくりと

B

なのだ︒今後はどんなプロジェク

に初心者におすすめです。

クリエイターの支援を行っている︒ んは
﹁新しいテクノロジーやアイデ

緩く登山道の状態も良好で、とく

夜祭は花火大会で盛り上がります。

は 1 月に「全日本スリッパ卓球選

?

る仕組みを学ぶワークショップ（左上）。イベントの後、
札幌市営地下鉄の車両基地でサイレントライブが行われたことも（左下）。

﹁ NoMaps
をきっかけに︑彼のよ

夫（ひらふ）など計4つあり、なか

でも真狩コースは、比較的勾配が

大きな滑り台や氷雪像が並び、前

冬は雪に包まれていますが、例年

VR体験の様子（右）。2019年に行われた、北海道宇宙ビジネスサミット（中）。音響機器メーカーと札幌市立大学が行った、音の出

登山コースは、真狩のほかに比羅

イベント「氷まつり」が開催予定。

真冬の熱戦はスリッパで

ま）は、富士山を思わせる優美な
本百名山にも数えられています。

す。1 月16・17 日には、冬の一大

ヒント

羊蹄山（後方羊蹄山：しりべしや
姿から「えぞ富士」とも呼ばれ、
日

工産業や写真の町としても有名で

2

A

羊蹄山／真 狩村

で最高金賞に輝いた米どころ。木

?

B

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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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

2

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

AIRDOでは、2020年12月1日より、仙台 ─札幌線にご搭乗された方を対象に
を実施しております。
「乗って当てよう！ AIRDO仙台─札幌搭乗キャンペーン」

※写真

応募期間

C賞

〜2021年2月18日(木)

キャンペーンにご参加ください。
この冬はぜひAIRDOの仙台 - 札幌線にご搭乗いただき、

応募方法･賞品 詳細 、AIRDO Web
覧
!
https://www.airdo.jp/

感謝の気持ちを込めて、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。

〜2021年2月14日(日)

ご応募いただくと、抽選で往復航空券や宮城エリアの宿泊券などをプレゼントします。

『rapora』創刊 200号記念!! ありがとう200 名様に当たるプレゼントキャンペーン

今号で機内誌『rapora』
は創刊200号を迎えます。
ご搭乗いただいた皆様へ

対象搭乗期間

対象期間内に同路線にご搭乗のうえ、Webサイトのキャンペーンページから

My AIRDO会員限定

1

「乗って当てよう! AIRDO 仙台─札幌搭乗キャンペーン」
実施中!

B賞

A賞

対象便
対象搭乗期間中 仙台─札幌線
※

AIRDO賞

宿泊券 賞

AIRDO仙台─札幌線 往復航空券
AIRDO
宿泊券

2組4名様

温泉 鳥 海

宿泊券

2組4名様

宿泊券

2組4名様

観洋

参照

AIRDO Web

AIRDO便名 限

。

、

。
必要事項 入力 、 希望賞品 選択
、
応募
。
※対象搭乗期間中、対象便
。
1回 搭乗
1回 応募 可能

30名様

伝承千年 宿 佐勘
南三陸

詳細 AIRDO Web

3名様

、
3

。

星野

宿泊券朝食付

豊洲

2組4名様

蒼き森に佇む32階建ての高層ホテル。
「雲海
テラス」からの絶景は感動的。1フロアに4室
のみの贅沢な空間で優雅なひとときを。

東京駅から15分、
羽田空港から20分圏内、
豊
洲駅直結、地上165メートルの絶景とともに
“空に突き抜ける東京の旅”をどうぞ。

G賞

F賞

2021AIRDO

温泉 鳥 海

南三陸

観洋

1名様
AIRDOが就航しているお好きな区間の航空券
を往復でプレゼント!! この機会に、“北海道
の翼”AIRDOで素敵な旅をお楽しみください。

E賞

2021AIRDO

壁掛

D賞

YOSHIMI

菓子

ISHIYA 白 恋人&美冬

40名様

10名様

10名様

使いやすいと毎年好評の卓上カレ
ンダー。スケジュールをメモでき
たり、
前月と翌月、
翌々月まで一覧
できたり、
とても便利です。

12か月の北海道の風景の中に
AIRDO のキャラクター、ベア・

札幌おかき〈 Oh! 焼とうきび 〉と、
不二家とYOSHIMIがコラボした
〈 カントリーマアム Oh! 焼とうき
び 〉のセットです。

L賞

ドゥが隠れています。ご家庭、職
場でも楽しくお使いいただけます。

K賞

北海道
100名様
お買い物に便利なエコバッグ。折
りたたんで内側のポケットにコン
パクトに収納できるので、普段の
お買い物や旅先でも重宝します。

10名様

J賞

I賞

AIRDO
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AIRDO往復航空券

宿泊券

1組2名様

卓上
伝承千年 宿 佐勘

三井

2種
10名様

北海道北見産のたまねぎの旨みが
凝縮したオニオンスープと、
北海道
産のじゃがいもとバターを使った
じゃがバタースープの2種セット。

ルフィーユ菓子〈 美冬（みふゆ）〉。
北海道銘菓をセットで。

H賞

AIRDO
名刺入

3名様

北海道土産の定番〈 白い恋人 〉と、

ISHIYAのこだわりが詰まったミ

3名様

革製品専門店とAIRDOがコラボ。
飛行機形の窓がかわいいパスケー
スと、AIRDOの刻印入りで、手に
なじむ上質なキーホルダーです。

･

S
10名様

幅広い層に人気のAIRDOのキャ
ラクター、
ベア・ドゥのぬいぐるみ。
ふんわりなめらかな手触りで、か
わいいミニサイズです。
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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.

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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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
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植樹等森林整備活動を実施しているエリア
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大きさの目安

5cm

北海道スープ2種セットの縦サイズ
スキンケアオイルセットの縦サイズ

10cm

15cm

20cm

25cm

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

INFLIGHT SALES

オニオンスープの縦サイズ
リフレクターの縦サイズ

機内販売

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。

CA ベア・ドゥぬいぐるみ

リフレクター

Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

Reflector Keychain

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

反光钥匙扣／反射板鑰匙扣
리플렉터 열쇠고리

¥2,000

¥700

サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

サイズ：縦約7.5cm×横約6.3cm、
ボールチェーン全長約14cm

大人気ベア・ドゥが
CAユニフォームで登場

夜道でキラリと光る
実用的なキーホルダー

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続

表はベア・ドゥの部分、
裏は全面がリフレ

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。

ライトを反射して光るので、
お子様のバッ
グやリュックなどにつけて交通安全グッ
ズとしても。裏に名前も入れられます。

スキンケアオイルセット

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

Horse Oil Face and Body 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)

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

¥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。

（ナチュラル、
グレープフルーツ、
ダマスクローズ、
内容量：5個
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

北海道の野菜が
しっかり味わえるスープ

さらっと溶けて、
しっとりさっぱりの馬油

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝

馬油やミツロウなど、天然成分のみを

縮したオニオンスープと、
北海道産のじゃ

使った高保湿のスキンケアオイル。
〈 北海

がいもとバターを使用した、
なめらかな

道純馬油本舗〉が高濃度純粋精製法で丁

とろみのじゃがバタースープの2種セット。

寧に作っています。入浴後の保湿や、
男性

朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

の髭剃り後、
赤ちゃんにもおすすめです。

オニオンスープ

コロク リップクリーム

Cup Soup Onion

Lip Balm

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥500

¥1,000

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。

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

北海道北見地方産の
たまねぎの豊かな風味

北海道の自然成分で
唇をやさしく保湿

全国一の収穫量を誇る北海道北見地方産

自然素材を使った
〈 Coroku（コロク）
〉の

のたまねぎから抽出したエキスを粉末化し、

リップクリーム。ミント、
ハマナス、
スズラ

約40％も配合したオニオンスープ。その

ンの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン

ままでも、
カレーや煮物などの味を引き立

Eを豊富に含む、北海道北竜町産のヒマ

てる調味料としてもお使いいただけます。

ワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

※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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クターになっているキーホルダー。車の

北海道スープ2 種セット

※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。

NEW

※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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My AIRDO / AIRDO ONLINE Service

DRINK & AUDIO PROGRAM
お飲物と機内オーディオ案内

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。

AUDIO PROGRAM

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 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。
2

My AIRDO 会員連携

5 予約確認・購入・座席指定 ＊2
6 運航の見通し ＊2
7

音尾琢真
旭川市出身。
演劇ユニッ
ト〈TEAM NACS〉所

プログラム

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。

2

A

3

［オープニング］

Hello To The World

家入レオ（ビクターエンタテインメント）

花・ひらく夢
［心機一転

365日の紙飛行機
AKB48（キングレコード）

2021年！］

サンライズ

雨上がりの空に

BENNIE K

どこまでも行こう

明日はきっといい日になる

東川町

真狩村

幌延町

旭岳と羽衣の滝。さら
には羽衣をモチーフに
木製の額を描き、木工
と写真の町も表現。

広大な農村の風景の中
に、いつまでも変わら
ぬ姿で間近にそびえ立
つ、
雄大な羊蹄山。

利尻山とトナカイ。海
岸沿いに群生するハマ
ナスと、
サロベツ原野の
花が描かれています。

ブレンドコーヒー

オニオンスープ

緑茶

Blend Coffee

Onion Soup

Japanese Green Tea

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。

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

Half time Old（Kairos）

（フォーライフ ミュージックエンタテイメント）

ダークダックス（キングレコード）

Rihwa（TOY'S FACTORY）

COLD

Everybody, Shake Up!

By Myself Again
GLIM SPANKY

の提供となります。

ブルースカイ ブルー

Let it fly
Leola（ソニー・ミュージックレーベルズ）

西城秀樹（ソニー・ミュージックダイレクト）

［テーマ曲］

Voyage

松任谷由実（ユニバーサル ミュージック）

高本一郎（Zipangu）
script: こばやし さかえ

1ch

ミネラルウォーター

アップルドリンク

Mineral Water

Apple Juice

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、
芳醇な味わいとやさしい甘さ。

NHK第一放送

ラジオ
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。

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

各種サービスについて

※ 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

※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。

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。

▶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。

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

Boarding Pass

AIRDOのエコ活動について
▶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。

AIRDOでは環境に配慮した取り組みを行っております。
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm

エコステッカーの配布

女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm
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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

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

Boarding Pass

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

バイオマスを使用した包装袋

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

・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

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

AIRDOのエコ活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。

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%)

Token of thanks for eco

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
Token of
テッカーをお渡しいたします
（1
thanks for eco
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

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

Token of
thanks for eco

Boarding Pass

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

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

※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

［エンディング］

（ユニバーサル ミュージック）

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

COLD

大橋利恵（エイベックス）

自由への翼

B

COLD

（関西テレビ系）
に出演。

「・
・
・」
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」

C

HOT

（ス
トのドラマ
『青の SP
クールポリス）―学校
内警察・嶋田隆平―』

〜北の空より〜

以下の方法で友だち登録をしてください。

1

HOT

属。
2021 年 1 月スター

大貫妙子（ミディ）

4 空席照会・予約 ＊2

「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、

メールサービスへの登録も簡単です。

カントリーサイン
クイズの正解

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

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？

入会してね

示され、航空券の予約・購入がスムー

29ページ

LINE で搭乗

My AIRDOに

ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認ができ、

A.

1

エアライン初！*1 予約・購入・座席

各種ソフトドリンクをご用意しております。

パーソナリティ：

60 分

Scene from Hokkaido

AIRDO ONLINE Serviceでできること

My AIRDOに入会すると……

5ch

DRINK

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
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

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！

幕別町出身。高校時代に書道の楽しさを知り、新潟大
学教育学部の書道教員養成課程へ進学。卒業後は釧路
工業・帯広南商業・帯広柏葉高校で教鞭を執りました。
退職後は作品制作に専念。最近は帯広畜産大学構内の
酒蔵〈 碧雲蔵 〉の商品ラベルなどを手がけます。66歳。

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： 八重柏冬雷さん（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23回

“書道の先生になりたい”
村口理人さん
（小学 3 年生／栗山町）
の夢

プレーだったのが︑チームで協力

小学生には﹁ゆっくりと丁寧に

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、

北海道から新潟大学に進み︑全

ずに︑工場や家庭教師などアルバ

書くことを心がけて︒そして︑字

して作品に取り組むうちに部室が

イトに精を出しました︒そこでさ

に自分の思いをのせて書いてみよ

にぎやかになり︑明るく楽しそう

まざまな人に出会ったことが︑書

う﹂とアドバイス︒書道の先生に

国から集まった仲間たちと︑書道

道家としての人生に生きましたね﹂

なるには︑学校の先生︑競書誌︵書

の教員になるために切磋琢磨した

教員となって最初の赴任校は定

道 団 体 が 発 行 す る 雑 誌 ︶に 投 稿︑

に筆を持つようになりました﹂

時 制 の 高 校︒
﹁教室にはリーゼン

書家に弟子入り︑と大きく分けて

八重柏冬雷さん︒﹁仕送りはもらわ

トでサングラスの学生がずらり︒

で生活していくのは大変ですが︑

3

つ の 道 が あ り ま す︒
﹁書道だけ

学時代の経験があったから﹂︒高

どんな道を歩んでも︑いま感じて
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物怖じせず仲良くできたのは︑大

校生に書道の楽しさを伝え続けた

いで﹂と教えてくれました︒

右／ばん馬の尻尾をそのまま使った筆など、
ユニークな道具も。左上／臨書から
前衛書まで多くの作品が並びます。左下／「
『何これ？』と思ってもらえたら、
やっ
たという気分に。ほかの人がやっていないことをやるのが芸術」と八重柏さん。

いる〝 字を書く楽しさ 〟を忘れな

4日で1000字書くことも

年余り︒書道部の活動も広げて

小1で習字を始めて以来、
「少し体調が
悪くても、習字は絶対休まない」と言
うほど夢中になっています。コンクー
ルでは北海道知事賞を取ったことも。
「筆で字を書くのが楽しい。字の形や
書き順を覚えるのも面白い！」

いきました︒﹁書道部といえば個人

赤筆で丸をつけたい
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