ご自由にお持ち帰りください。

AIRDO INFLIGHT MAGAZINE

45
April & May
2021
No.203

ラポラ

特集

北海道の絶景。

東京

東京銭湯、新時代。
美しいなまえ

HOKKAIDO GOOD JOB!
北海道発 HAPPY NEWS
北の手しごと。

TOKYO HOLIDAY

教えて！ 夢の叶え方。

AIRDO INFLIGHT MAGAZINE

ラポラ

CONTENTS

45

April & May
2021
No.203

特集

4

北海道の絶景。
岸本日出雄／高橋真澄／渡辺洋一／岩崎量示／前田 晃／石川直樹

一度は行ってみたい！ 写真を撮らずにはいられない、絶景スポット8選。
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今月の表紙
写真家・岸本日出雄さん（P47 ）が新しい挑戦として風景

の撮影に取り組み、初めて満
足できたという思い入れの強
い一枚。
「洞爺湖に自信をつけ
させてもらいました」と話す。

photo: Hideo Kishimoto
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広大な大地と豊かな自然に恵まれ、明瞭な四季を感じられる北海道。
思わず息をのみ、引き込まれるその圧倒的な迫力と美しさ。

目の前に広がるパノラマは新しい驚きや発見、感動に満ちている。

さあ出かけませんか、想像を超える絶景と出合いに。
photo: Hideo Kishimoto (P4-7), Masumi Takahashi (P8), Yoichi Watanabe (P9),
Ryoji Iwasaki (P10), Akira Maeda (P11), Naoki Ishikawa (P12·13)
text: Ryosuke Iwamura (P4·5), Masashi Osaka (P6·7),
Satoko Nakano (P8·9·12·13), Hiroe Morihiro (P10·11), Saori Fuse (P14·15)

北海道の
絶景。
特集

黎明の洞爺湖（洞爺湖町）
天空から降り注ぐ光が神々しい洞爺
湖。岸本日出雄さんが 6 月の朝に授
かった瞬間。
「雲が厚く諦めかけた
ところ、急に割れてくれて。風景写
真は諦めないことが大切ですね」

5
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岸 本日出雄
Hideo Kishimoto

かで︑岸本日出雄さんは大地や太

た﹂︒今日も北海道のどこ

きた巨匠でもある︒フォーカスを

の広告シーンの第一線で活躍して

ケ地でモデル写真を撮り︑北海道

年超︒自社スタジオや国内外のロ

告写真の会社を札幌で経営して

陽や動物たちに礼を言っているか
合わせるのは常に人物であり︑背

うもありがとうございまし

もしれない︒風景写真を撮り終え

﹁ど

ると必ず︑このひと言を心の中で
後に広がる風景は︑それがどんな

そんなある日︑衝撃の出合いが︒

こうして道内を縦横無尽に動く

伝 え る の だ と い う︒
﹁ずっと対峙

たことに感謝したくなるんです﹂
﹁ モ デ ル 撮 影 で 美 瑛 に 行 っ た 際︑
うスタイルが定番に︒
﹁﹃ちょっと
なか︑ 年前に出合ったのが︑十

に美しくても岸本さんにとっては

岸本さんが
﹁ありがとう﹂
をもっ
休憩時間に︿拓真館﹀へ行ったんで
行ってくるわ﹄と︵笑︶︒とにかく

していると︑風景には魂があるよ

とも多く発するのは︑日の出と日
すよ﹂︒
︿拓真館﹀とは︑風景写真の
人の数倍は動かないとダメだと

主役にならないはずだった︒

の 入 り の 数 十 分 後︒
﹁風景が目ま
参照︶
︒
﹁ふらっ

第一人者︑前田真三が遺した写真

岸本さんのライフワークともなっているジュエリーアイス。世界的にも珍しい自然現象を
アートへと昇華し、
世界各国で作品を発表してきた。今年1月に大津海岸で撮影された新作。

ギャラ リ ー︵

ジュエリーアイス（豊頃町）

ぐるしく変化する様子が好きなん

まだ誰も見たことのない
絶景を探し求めて。

です︒夜明けなら︑空の色が紫か

うな気がしてきて︑撮らせてくれ

40

の！﹄ってね︒この楽しさを知っ

な け れ ば︑
﹃これは俺だけのも

しいですよ︒その場に自分しかい

がった瞬間に黄金色になる︒神々

ら オ レ ン ジ へ︑ そ し て 太 陽 が 上

ぞくっと引きつけられる体験でし

こんなにアートになるんだと⁝⁝︒ ど道東方面に行くことが多い﹂と

さを再認識するとともに︑風景が

ました︒北海道の自然のすばらし

品を間近で見て本当にドキッとし

と入ったつもりが︑前田さんの作

のことだが︑ライブラリーを見る

好きなエリアを聞けば﹁知床な

かな︒まだまだですけどね﹂

をわかってきたのはここ ︑ 年

思って︒それでも本当に風景写真

います︒誰も見たことのない絶景

ら︑新鮮な驚きがあったんだと思

多くの人が知らない風景でしたか

景 写 真 フ ァ ン に 広 め た︒
﹁当時は

然が生み出す造形美を収めた作品

す 氷 塊﹁ ジ ュ エ リ ー ア イ ス ﹂︒自

勝・豊頃町の大津海岸を埋め尽く

日も夕方から行ってくるんです

を︑今後も発見したいですね︒明

群は︑岸本さんの名を国内外の風

たらやめられません︒夏の知床な
と北海道全域を巡っているのがわ
か る︒
﹁旅行会社などのクライア
よ﹂︒北海道の絶景を探す岸本さ
んの旅はまだまだ続いていく︒

ントから道内各地の撮影依頼を受

それからはスタジオワークを終
車内で眠って翌朝の風景と向き合
作品を撮ることもできるんです﹂

えた夕方から車を数時間も走らせ︑ けるため︑それに合わせて自分の

意したきっかけを回想する︒

たね﹂と︑風景写真への挑戦を決

とよころ

12

時半からセッティング︒だか

ら
ら風景写真家はみんな寝不足なん
年前から風景写真を撮り始め

です﹂と笑みを浮かべる︒
たという岸本さんだが︑一方で広

8

札幌コマーシャルフォト代表。佐呂間町出身
で15歳から札幌在住。広告代理店写真部など
を経て独立し、主にモデル撮影を手がけてき
たが、
北海道の自然や野生動物に魅せられ、
近
年はアウトドアワークに軸足を移している。
斜路湖の夜明け。天気予報は雨
だったが、絶妙な雲と遭遇。
「夏
はあまり雲海が出ない代わりに、
雲のピンクや紫が湖面に反射し
てきれいなんです」

かい、巡り合った風蓮湖の夕景。
「太陽が落ちて黄金に輝き始め
た湖面に、ちょうどツルの親子
が来てくれたんです。会心の一
作になりました」

7
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8月に津別峠から見下ろした屈
6月の朝に札幌を出て根室へ向

屈斜路湖
風蓮湖

（津別町／弟子屈町）

（根室市）

左ページ上
左ページ下
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高橋 真澄

想郷 ︶﹄と賞するほど美しいんで

界中の人たちが﹃エデン︵理

瑛・富良野周辺の風景は︑世

で撮影場所に向かっています﹂

定め︑条件が合致したタイミング

位置︑湿度︑気温などを細かく見

頭に描いたうえで︑季節︑太陽の

﹁美

す︒山の上と平地では季節が か

こともできる︒とても多様性に富

移動で季節をさかのぼって楽しむ

いまの季節を堪能しながら︑垂直

月も違いますので︑水平移動して

じエリアを 年撮り続けても毎回

る風景を見せてくれるという︒同

然はしばしば想像をはるかに超え

想定して現地に向かっても︑自

んだ地域です﹂
違う驚きに出合えるから︑常に新

ダイヤモンドダスト撮影の第一人
ルターを通して見たときに︑それ

高橋さん曰く﹁人生というフィ

そう話すのは︑虹やサンピラー︑ 鮮な気持ちで向き合えるのだ︒
者としても知られる写真家の高橋

ため北国特有の︑息をのむような

るうえに︑湿度もあること︒その
よって捉え方が異なる︒今年見る

す﹂︒同じ風景でも︑人生経験に

情を楽しむことが大事だと思いま

さや不思議さ︑美しいといった感

真澄さんだ︒このエリアの特徴は︑ ぞれの心の中に湧いてくる懐かし
冬はマイナス 度まで気温が下が

美しい自然現象がよく見られる︒
年かかりました︒

風景と︑ 年後に見る風景はどう

きるまで︑約

﹁サンピラーなどの出現予測がで
いまは撮りたい風景をあらかじめ

のよさも実感していく︒

が大地を潤し農作物が育つ︒その

キーが好きで︑北海道の雪

めた理由は︑パウダースノーだけ

豊かな循環を見ていると︑雪景色

が芽吹き︑花を咲かせ︑雪解け水

で は な い︒
﹁ニセコ連山は標高が

を撮っていても︑もう少しで渡り

﹁雪の下でじっと耐えていた植物

低く︑気温も穏やか︒急峻で風が

鳥が戻ってきて︑キタコブシの白

山に魅せられた渡辺洋一さ

強くて厳しい山とは違って︑たく

い花が咲いて⁝⁝と春を待ちわび

ん︒彼がニセコで暮らすことを決

さんの人を受け入れてくれる懐の

ている自分に気づくんです﹂

時間程度で登ること

がひっそり咲いている︒これは僕

している妻のそばでワスレナグサ

れるそう︒
﹁たとえば夕刻︑作業を

くに季節の移ろいを感じさせてく

自宅の窓から見える風景は︑と

深い山なんです︒だから︑国内外
から人が集まるんですね﹂と話す︒
ニセコ連山のなかでも標高の高
メートル︒

いニセコアン ヌプリが︑

ができ︑スキーやトレッキングを

楽しむ人も多い︒ニセコエリアは︑ だ けの風 景ですね﹂と 渡 辺 さんは
目を細めた︒自然とひと口に言っ
もいれば人もいる︒さまざまな命

は毎朝スキー板を持って山に行き︑ ても︑植物だけでなく動物や昆虫

人と自然との距離が近いのだ︒冬

40

Masumi Takahashi

渡辺洋一

下／上富良野深山峠の虹（上富良野町）

ニセコの自然に分け入って撮影を

違うだろうか︒それも︑楽しみ方
のひとつといえるだろう︒

イタヤカエデやシラカバなどの広葉樹が
本格的な光合成を経て新緑になる前に、
葉が本来持つ赤や黄などの色を見せる
「春紅葉」。この風景も北海道ならでは。

ス

ある雨の日。雲の切れ間から強い太陽光が当たり、
虹が大きくかかった。雲の隙間からは平地が煌々と
照らされ、
この世のものとは思えない幻想的な風景に。

1

8
9

35

10

がつながって呼吸をしている姿を︑

羊蹄山とその周辺の緑。雪が溶けたらサ
イクリングを楽しむなど、渡辺さんは一
年を通してニセコの自然を謳歌している。

5月から初夏に向けてどんどん濃くなる、

上／十勝岳温泉の彩雲（上富良野町）

続ける渡辺さんは︑この地で生活

左上／春紅葉（倶知安町）

photo: Daigo Onozuka

1959年、夕張市出身。独自の感性で、美瑛・
Profile
右／初夏の羊蹄山（倶知安町）

冬から春にかけてよく見られる彩雲。湿度が低くて
結晶化しやすい高層雲がガラスの役割を果たし、光
が反射して虹と同じ仕組みでオーロラのように光る。

スキーヤーをはじめ、
雪国の自然
や暮らしを撮り続ける。2015年
より『Stuben Magazine』を発
行し、世界のスノーカルチャー
を独自の視点で紹介。20年には
写真集『雪 The Essence of
the Winter Forest 森』を発行。

渡辺さんは絶景と呼ぶのだ︒

skier: Kohei Nikahara, Yusuke Miyashita

Profile
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5月の春スキー。残雪をまとった蝦夷富士・
羊蹄山を、
ニセコアンヌプリの上から望む。
どこまでも続く裾野には森林が広がる。
雪解けを迎えた平地との対比も美しい。

人生というフィルターの向こうに、
一人ひとりの絶景がある。
1
3
0
8

富良野を中心とした自然風景を撮り続ける。
95年、上富良野町に自身の作品を展示する
〈 NORTH LAND GALLERY 〉をオープン。
これまでに70冊以上の写真集を出版した。
cyclist: Yusuke Miyashita, Takeshi Suzuki

2

しながら徐々にグリーンシーズン

右上／ニセコの春スキー（ニセコ町）

Yoichi Watanabe

白い景色を撮り続けても、心のどこかで春を待っている。

岩 崎量示

なく残したい﹂とアーチ橋に通い

ていたわけではない︒しかし︑湖

岩崎さんは当時︑写真家を志し

にほどけていくまで見つめ続けた

橋が風雪と水に洗われ︑自然の中

土地の石や砂利で造られたアーチ

長期戦になるかもしれませんが︑

そんな晃さんの琴線に触れる丘

風景に魅了されたという︒そして

の営みと雄大な丘が織りなす田園

に立ち会えた喜びはひとしおです︒

ん︒でも︑ふいに訪れる美瑛の春

通い続けている私にもわかりませ

﹁春がいつやって来るのか︒長年

美瑛の魅力なんだと思います﹂と

巻く季節へのプロローグなのだ︒

える春は︑あの鮮烈な光と色彩渦

（上士幌町・糠平湖）

上／やがて、
春
下／荘厳な朝に

Ryoji Iwasaki

大な切り株︑石が転がる荒
つめることに︒東大雪の懐にある

明るさに驚き︑野生を育む自然の

ない湖畔で︑岩崎さんは月と星の

界になる︒明かりも携帯の電波も

ひが し た い せ つ

涼とした糠平湖畔に佇む
糠平湖は︑夏にはヒグマが闊歩す

ぬかびら

﹁ タウシュベツ川橋梁 ﹂︒古代遺
る野生の王国︑厳冬期には氷の世

巨

跡のような朽ちたアーチ橋は︑旧
国鉄士幌線の遺構のひとつだ︒
年に完成し︑わずか 年で

役目を終え︑発電用ダム湖︑糠平
豊かさに圧倒された︒﹁紅葉も年に
よって色が違います︒アーチ橋を

年頃︑

湖のほとりに取り残された︒
﹁糠平に移住した
記録し続けることで︑そうした気
づきがたくさんありました﹂

すでに地元の人々は﹃ ︑ 年も
すれば崩れるだろう﹄と言ってい
めて︑今年で 年になる︒
﹁

岩崎さんがアーチ橋の記録を始

くべきものではないか︒そう思っ
メートル走のつもりで走っていた

ました︒これは誰かが記録してお
て︑写真を撮り始めました﹂と岩

畔に通うたびにアーチ橋は違う景

前田 晃

色を見せ︑﹁間もなく消えていくそ

のに︑気がつけばフルマラソン︒

1
0
0

いと思っています﹂

崎量示さんは振り返る︒

16

アーチ橋の近くへ行くために、冬は
凍った湖面を歩き、春から秋は林道
を通る。雪解けの時季には橋梁に近
寄れなくなるため、岩崎さんは 2 年
前からドローン撮影も始めた。
糠平湖では、
夏近くになってようやく
湖底に草が伸びてくる。例年、
その頃
には湖の水位が上がり、こうして草
が茂る湖底を歩ける年は珍しい。通
い続けることで出合えた貴重な一枚。
上川郡美瑛町拓進
☎0166-92-3355
美瑛駅から車で約15分
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（上士幌町・糠平湖）

Profile

見つめ、記録し続ける
自然に還りゆく勇姿。
Akira Ma eda

ルーグレーの空から落ちる

畑の雪が消え︑日ごとに秋蒔き小

の絶景は︑旅人の少ない春にある︒
燃え立たせた瞬間を捉えた﹃麦秋

麦の若葉が色を濃くしていく︒そ

ブ

鮮烈﹄︒丘のまち︑美瑛の名を全

して︑ある日突然︑若緑の風景に

夕暮れの光が︑麦畑を紅く

国区にした一枚を撮影したのは︑

月

山桜の薄紅が現れる︒雪解けが早
い年は 月末︑遅いときには

年に脱サラで風景写真家
になった前田真三さんだ︒真三さ

生涯︑丘の四季を追い続けた︒

そのはかなく︑美しい景色をもっ
桜が咲くたびに思っています﹂
気まぐれな桜が散れば︑美瑛の
丘は実りの季節へと向かっていく︒

息子の晃さんは語る︒

いても撮り尽くすことができない︑ 長く厳しい冬に耐え新しい命が萌

た︒それが︑何十年と向き合って

め︑心のままに撮り続けてきまし

ですから︑父も私も一期一会を求

見た風景はありません︒光も違う︒ と多くの人に見ていただきたいと︑

作物︒同じ場所に行っても前年に
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1979年、埼玉県生まれ。立教大学経済学部を
卒業後、3年ほど旅暮らしを続け、2005年に
上士幌町糠平に移住。身近にあった北海道遺
産「タウシュベツ川橋梁」を記録に残したいと
写真を学び、16年にわたって撮り続けている。
入社。父の作品のディレクションを行う一方、
93年頃から撮影活動を開始。真三氏が開設し
たギャラリー〈 拓真館 〉に自らの作品も展示。

下／スモモの花咲く頃（美瑛町）

﹁美瑛の丘を彩っているのは︑農

日を過ぎるという︒

4

拓真館

1954年、東京都生まれ。写真家・前田真三氏
の長男。78年に早稲田大学卒業後、
〈 丹渓 〉に

父、真三さんが去り行く丘の春を撮った作品。桜が散
り、濃さを増していく新緑にスモモの白い花が揺れ始
めると、
美瑛は初夏。彩りの季節の始まりだ。

んは 年前に訪れた美瑛で︑人々
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の姿を春夏秋冬︑朝昼晩まんべん

残雪に覆われた十勝岳と春耕。
丘に響くトラクターの音は、
まさに春の胎動。
「美瑛の人
の暮らしと自然がつくり上げ
た絶景」と晃さんは語る。
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Information
Profile

ソメイヨシノに比べて花色が濃く、一本一本に個性が
あるヤマザクラは、晃さんお気に入りの春の被写体。
わずか2、3日で見頃が過ぎるはかなさも魅力だという。
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中／爛漫エゾヤマザクラ（美瑛町）

心のままに撮る出合いの瞬間。
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左／残雪十勝岳（美瑛町）

年︑写真家の石川直
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あるけれど︑と前置きしたうえで

北海道全体がそういう土地では

いを知ることになる︒

てもらいたい﹂という町の人の思

ではなく︑多様な視点で知床を見

石川さんは地元の人とも交流を深

飲み込まれそうになるほど雄大な
﹁知床は︑人間が自然の一部であ

氷を見て︑これがどこからやって

自然の中で︑人も動物もたくまし

﹁そこで人や文化︑歴史など︑知

めていった︒そのうちに﹁大自然︑

く生きている︒そんな環境に︑ど
ることを実感させてくれる︒そこ

床に積み重なり響き合っているも

来るのか︑そう考えただけで世界

こまでも魅了された︒帰国後もア
に住む人たちはもちろん︑各所か

のを発信していけたら︑という思

という固定化されたイメージだけ

ラスカに思いを馳せながら関連本
らアウトドア好きな人が根をおろ

がぐんと広がった﹂

を読みふけっていたところ︑北海

写真家を道外から招致し︑彼ら

いで始まったのが
﹃写真ゼロ番地﹄

に知床の風景を自由に撮ってもらっ

し︑彼らにもシンパシーを感じま
半島の北側にあるウトロ地区で

たり︑写真のワークショップを通じ

道の知床半島に︑アラスカとの共

は︑森の中に入ってオホーツク海

て参加者と交流したりするなかで︑

というプロジェクトです﹂

たい地として心に刻み︑ようやく

を眺め︑羅臼岳に登れば︑根室海

石川さん自身の知床に対するイ

した﹂と石川さんは話してくれた︒

年冬の

峡も見える︒食べ物の匂いにつら

ツを着て流氷を歩き︑ツアーを模

当時はまだ地元の人がドライスー

はここだけだ︒アラスカのデナリ

管庫が設置されているのは日本で

う︑フードロッカーという食物保

た風景でもある︒地元の小学生が

景は︑地元の人にとっては見慣れ

﹁外から来た人が撮りたくなる風

メージも日々刷新され続けている︒

知床を訪れたのは
ことだった︒

れてヒグマがテントを襲わないよ

索していた時代︒自分も初めて流

国立公園にも同様のものが

一番好きですね︒頂上から

﹁日本の山では︑羅臼岳が

るのが写真なんじゃないかと﹂

いんです︒それを具現化してくれ

メージを丁寧に拾い上げていきた

うやって︑無数に重なる知床のイ

知床の風景は︑人の数だけ存在

北方領土が見えます︒知床
の果てですが︑海の視点か

す る と い う こ と か︒
﹁それぞれが
いくつもの視座がすーっと

たことのない知床が絶景なのかも

と話す石川さんにとって︑まだ見
何度も知床に通いながら︑ しれない︒

受け入れられるんです﹂

り口でもある︒頂に立つと︑ 思う︑多様な知床と出合いたい﹂

ら見ると北方文化圏への入

は陸から見ると北海道の東

境が似ていることがわかる︒ りすぎてしまう光景でもある︒そ

撮る風景は︑大人が気づかずに通

らうすだけ

たアクティビティが盛んですが︑

﹁いまでこそ流氷ウォークといっ

通点を見いだす︒いつか行ってみ

峰・デナリへの登頂を成し遂げた︒

樹さんは︑アラスカの最高

1

設置されており︑知床と環

知床連山縦走中、硫黄山近くの岩場にて。ひっそり咲
いているのは、イワヒゲという植物。その名にふさわ
しく、
岩場や過酷な地にたくましく咲く高山植物だ。
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半島の、斜里町側断崖を撮影。岸壁からは地下水が浸
み出しており、周辺にはコケ類が生息している。知床
五湖の断崖付近で見られる特徴的な光景。
知床岬灯台。この場所へ続く遊歩道はなく、
万全の計
画と準備を整えて、海沿いの道なき道を歩くしかな
い。観光船に乗り、
海の上から眺めることもできる。
辺境から都市に至るまで旅する
写真家。近年は毎年ヒマラヤに
通っている。日本写真協会賞作
家賞、土門拳賞など受賞歴多数。
写真集のほか『アラスカで一番
高い山』
（福音館書店）など、写
真絵本の制作にも尽力している。

石川直 樹

人の数だけ存在する、多様な知床の風景。

Naoki Ishikawa

知床連山の最高峰・羅臼岳の頂
より。登山はもちろん、野生動
物と人間が同じ地平にいること
を強く感じる。1660mの山頂か
ら、
雲に覆われた半島を撮影。

Profile

多彩な自然美や抜群のロケーションで魅了する絶景の宝庫、北海道。

一度は行ってみたい！

定番から穴場まで、
いま行きたい景勝地をジャンル別で紹介。

函館山

函館市

Mt. Hakodate

上／光で地形が浮かび上がる。右上／ロープウェイで山頂へ。公式ホームページのライブカメラで
山頂からの視界が確認できる。右下／山全体が軍の要塞だった歴史から、
街の近くに大自然が残る。

写真を撮らずにはいられない、絶景スポット8 選。
神威岬

夜景

積丹ブルーの海が姿を変えて
真っ赤に染まる夕日スポット

函館山からの夜景の特徴は、
標高334mという山の高さと見下ろす街
の近さ。展望台から街の明かりに目をこらせば、
ライトアップされた
元町の歴史的建造物群や、
海上の〈 函館市青函連絡船記念館摩周丸 〉
が見えてくるから面白い。野鳥を観察しながらハイキングコースを
歩いて登るもよし、
ロープウェイで約3分間の空中散策を楽しむもよし。

日本海に突き出た積丹半島の先端にある岬。かつて女性の立ち入り
を禁じた歴史を伝える「女人禁制の門」から岬の先端までは、
「チャ
レンカの小道」を歩いて片道約20分。稜線に続く道の先に、地球の
丸みを感じるほどの水平線が広がる。夕暮れ時はあえて岬から離れ、
国道229号や道道913号から「岬と夕日」の絶景を楽しみたい。

Information

Information

住

函館市函館山

0138-23-3105（函館山ロープウェイ）
334.co.jp

上／道道913号野塚付近から見える神威岬と夕日。右上／エゾカンゾウの花が咲くのは、
例年6
月中旬〜7月上旬。右下／海底の石が透けて見えるほど澄んだ海水が、
光によって色を変える。

電

斜里町

Ten ni Tsuzuku Michi

積丹郡積丹町神岬町
0135-44-3715（積丹観光協会）

弟子屈町

Lake Mashu

湖

春夏は日の出前後が狙い目。
黄金色の雲海と鏡の摩周湖

まるで空まで続くように見える、
全長28.1kmの直線道路。果てしな
い道の感動を味わうためには、
ウトロから斜里方面に向かい峰浜地
区から「天に続く道スタート地点」を目指すのが肝心。田園地帯の直
線道路を進めば、
右手にオホーツク海、
左手に斜里岳の雄姿が見られ
るはずだ。春分の日と秋分の日前後は、
道の先端に夕日が沈む。

幻想的な霧に包まれることで知られる神秘の湖。湖面が冷えて発生
する霧や山の水蒸気、
釧路沖で発生した海霧が北上しつつ釧路湿原
で水分を蓄えた雲海など、湖が見え隠れする要因はさまざま。カル
デラ湖を覆う雲海が朝日で黄金色に輝いた後、
みるみるうちに湖面
が現れて景色が映る「鏡の摩周湖」を狙うなら明け方がおすすめ。

住
電

Information

斜里郡斜里町峰浜
0152-22-2125（知床斜里町観光協会）

トマム）

Unkai Terrace

上／鏡の摩周湖。右上／黄金色の雲海に浮かぶカムイシュ島。右下／昼が快晴で20時〜22時頃に
弟子屈市街地の辺りが霧に包まれ、
翌日が晴れ予報の場合、
翌朝の湖に雲海が発生する可能性あり。

占冠村

住
電

川上郡弟子屈町
015-482-2200（摩周湖観光協会）

サロベツ湿原

雲海

Sarobetsu Wetland

豊富町・幌延町

湿原

2021年8月リニューアル。
雲の上にデッキがさらにせり出す

青い利尻の島影が浮かぶ
海沿いの大湿原地帯

トマムで見られる雲海の成り立ちは3種類ある。雲海がトマム一帯
に流れ込むように見える「太平洋産雲海」。放射冷却で冷やされた空
気が盆地状の地形にたまる「トマム産雲海」。周囲の山にまとわりつ
くように発生する「悪天候型雲海」。6つのユニークな展望スポット
から思い思いに雲海を眺め、
ときには雲海を待つのも贅沢な時間。

360度の湿原が広がる、国内最大規模の高層湿原。春から夏は花や

Information

Information

住
電

勇払郡占冠村中トマム
0167-58-1111（星野リゾート トマム）

Notsuke Peninsula

別海町・標津町

野鳥の季節。木道沿いの可憐な花を探しながら歩けば、湿原で繁殖
する野鳥たちの澄んださえずりが風に乗って聞こえてくる。海の向
こうに浮かび上がる利尻山は幻想的な美しさ。4月と8月は、
利尻山
頂に夕日が沈む「ダイヤモンド利尻富士」が湿原から見られる季節。

上／野鳥のさえずりや虫の声が響く夏の湿原。右上／明け方の霧がエゾカンゾウを包み込む。右下
／日本ではサロベツが最後の繁殖地となったシマアオジ。©NPO Sarobetsu Eco Network

www.snowtomamu.jp

野付半島

電

notsuke.jp

天塩郡豊富町上サロベツ、
天塩郡幌延町下沼
0162-82-3232（サロベツ湿原センター）

sarobetsu.or.jp/swc

美瑛町

花

丘の上で風を受ける開放感。
斜面全体を埋めつくす花畑
なだらかな丘の連なりと大雪山連峰を背に広がる展望花畑。5月〜
10月にかけ、約15ヘクタールの丘に30種類以上の花が入れ替わりな
がら咲き誇る。花畑の畝を生かした広がりのあるデザインは、
毎年変
わる一期一会の景色。鮮やかな花畑と青い山影とのコントラストも
見どころ。6月中旬まで山筋に雪が残り、
9月には山頂に初雪が降る。

Information
野付郡別海町野付、
標津郡標津町茶志骨
0153-82-1270（野付半島ネイチャーセンター）

電

Panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka

海に突き出たかぎ針状の半島は、
全長約26キロの砂嘴。道の両側に
海が広がり標高も低いため、海の中を進むような感覚が味わえる。
地盤沈下とともに原始林が海水に浸食されて立ち枯れた「トドワラ」
「ナラワラ」、260種類もの野鳥や花畑など見どころはいっぱい。深
い海霧が発生しやすい夏は、
快晴でも太陽すら見えなくなる。

住

住

展望花畑 四季彩の丘

半島

地の果てのような砂嘴は
花や生き物たちの楽園

15

電

田園地帯を真っすぐに貫き
天に吸い込まれていく道

雲海テラス（星野リゾート

上／ミズナラなどが朽ちたナラワラ。右上／トドマツが立ち枯れたトドワラ。右下／風力で底
引き網を引く打瀬舟の漁は、
野付らしい風景（6月中旬〜7月中旬、
10月下旬〜11月上旬）。

住

摩周湖

道

Information

上／地上約 3メートルの椅子から眺める
「Cloud Bar」
。右上／「Cloud Walk」
で雲海の上を散歩。
右下／リニューアル予定の「雲海テラス」
は、
せり出すデッキや屋内カフェを備えた3階建て
（イメージ）
。

岬

昼夜 2 回行けば楽しさ倍増。
ミニチュアのような街の夜景

天に続く道

上／緩やかな起伏が直線道路に奥行きを感じさせる 。右上／季節により太陽の位置は左右に
移動。右下／スタート地点から網走方面に進むと展望台が現れる（駐車場あり）。

積丹町

Cape Kamui

Information
住

上／農村地帯の営みがつくり出す景色。右上／園内をトラクターのバス「四季彩ノロッコ号」で
のんびり巡るのも楽しい。右下／ハナビシソウは6月下旬〜7月中旬に開花。

上川郡美瑛町新星第3

電

0166-95-2758
www.shikisainooka.jp
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北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

移住してきた皆さんに、北海道の暮らしについてインタビュー！

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、
アイヌ語由来の名前など。

北海道に縁のある方に尋ねました。
「美しいなまえ」
は何ですか？

な まえ

photo: Junichi Katsuyama text: Ichico Enomoto

photo: Hideki Akita text: Ryosuke Iwamura

第 29回

37

Vol.

Person

川村昌代さん
移住歴：上士幌町→札幌市→
京都府→大阪府→京都府→上士幌町
居住期間：14年
上士幌町生まれ。札幌の高校を卒業
後、関西の大学へ進学。卒業後は就
職して営業職に。上士幌町へ Uターン
し、2016年から
〈NPO法人上士幌コ
ンシェルジュ〉に勤務。生活体験モニ
ター事業や移住定住の窓口を務める。

コロナ禍前は夕食持ち寄り
会やフリーマーケットを手
伝うなど、移住者と地元民
との交流も図っていた。

この町に来てよかった、そう思ってもらえるお手伝いを。
Q. 上士幌町にUターンしたきっかけは？

移住を専門に取り組むコンシェルジュ

します。現実を見て、良い面も悪い面

両親が年齢を重ね体調が思わしくなく

として、官民連携で活動しています。

も受け入れられるかどうか、それはご

なり、3 人兄弟の想いを背負って、私

移住のご案内やご相談のほか、生活体

自身で決めることですから。

が地元へ帰ることにしました。20 年

験のサポートにも力を入れています。

Q. これから取り組んでみたいことは？

暮らした関西を気に入っていたので覚
悟が必要でしたが、喜ぶ両親の顔を見

Q. 移住したい方へのアドバイスを。

私にとっては地元ですが、離れて暮ら

て、決断してよかったと思います。生

移住の理由や目的をしっかり考え、本

していた経験もあり、移住したい方の

まれた町で、自分だからできることに

当に必要なものや優先順位を整理する

気持ちもわかります。それを私の強み

取り組みたいと考えているタイミング

ことが大切です。移住は引っ越しをし

として、移住を橋渡しする役割を担っ

で、いまの仕事に出会いました。

たらゴールではなく、実際に生活を始

ていきたい。
「上士幌町へ来てよかっ

めてからがスタート。事前に現地へ訪

た」と思ってもらえるよう、今後もお

れ、実際に見て感じることをおすすめ

手伝いができればうれしいです。

Q. どんな仕事をされていますか？

幣舞橋
桜木紫乃 （作家）
幣舞橋は︑
釧路のメインストリー

トを抜けた先にあり︑釧路川の河

口近くにかかっている橋︒本当に

きれいで︑釧路の街をずっと見て

きた証人のような橋です︒ここか

ら見る夕日は大変美しく︑釧路の

夕日は世界三大夕日のひとつなの

だそうです︒夏は太陽を厚い雲が

覆っていて︑夕暮れには空と海の

間に真っ赤な茜色の帯が一直線に

現れるんです︒幼い頃の夕日の記

憶は︑その真っ赤な帯でした︒

釧路は登場人物の気持ちに重ね

やすい景色が広がっています︒海

の潮が満ちてくると︑橋から見え

る川面が逆流するんです︒幣舞橋

の中ほどで川面を見ていると︑ど

ちらに進んでいるかわからなくな

る︒人が立ち止まって︑どこへ行

けばいいのかわからないという心

情を︑街の気候や景色に重ねて書

30

くことができます︒

私は 代半ばまで釧路に住んで

いて︑いまも北海道で暮らしてい

ます︒北海道であることに別段こ

取材協力：上士幌町役場商工観光課

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）

だわらずに書いてきましたが︑こ

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海

こで暮らして書く人間として︑最

北海道の暮らしや移住についての詳しい情報は、
こちらのサイトへ！ 市町村の魅力や移住支
援制度、
地域おこし協力隊、
移住PRイベントの情報など、
しごと、
住まい、
学び、
暮らしに役立つ
内容が満載です。移住を検討されている方、
ぜひご覧ください。 北海道で暮らそう！ 検索

近は自分の当たり前を書けばいい

移住相談窓口〈どさんこ交流テラス〉

んだと思うようになりました︒景

17

北海道の移住ポータルサイト『北海道で暮らそう！』のご紹介！

色を追求していくと︑ここで書く

Information

農業・林業を中心に、
源泉かけ流しの〈 ぬかびら源泉郷 〉、
日本一広
い公共育成牧場〈 ナイタイ高原牧場 〉、
北海道遺産〈 旧国鉄士幌線
コンクリートアーチ橋梁群 〉など観光業も盛ん。
〈 道の駅かみしほ
ろ 〉では、
地元食材を使用したグルメが味わえるレストランやテイ
クアウトショップ、
特産品を購入できる販売コーナーもあります。

意味も生まれてくるのではないか

地域情報
［上士幌町］

ぬ さ ま い ば し

さくらぎ・しの／ 1965 年釧路市生
まれ。2007年単行本『氷平線』でデ
ビュー。
『ホテルローヤル』で直木賞、
『家族じまい』で中央公論文芸賞を
受賞 。近著に『 俺と師匠とブルー
ボーイとストリッパー』がある。

と思っています︒
︵本人談︶

自然豊かで見どころ満載の町です！

Place

現在の幣舞橋は5代目で1976年完成。欄干には4つのブロンズ像があり「春」は舟越保武、
「夏」は佐藤忠良、
「秋」は柳原義達、
「冬」は本郷新と、
4人の彫刻家が四季を表現している。

16

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。

丹治久美子（たんじ・くみこ）
さん／仙台市出身。20代前半
で札幌に移住し、
偶然出合った
羊毛の面白さに惹かれ、
フェル
トメイキングに取り組む。現
在は全国の百貨店のポップ
アップショップなどで作品を
販売。2021年は、各地でワー
クショップを開催予定。

今回の手しごとは、羊毛と異素材が
優しいハーモニーを奏でる
フェルトバッグ。
Vol. 29

HAPPY NEWS

illustration: Yoshifumi Takeda
text: Ryosuke Iwamura

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。
から！
今回は、
ラジオパーソナリティのヤマタさん、
オホーツク地方の動画配信サイト
『オホバン』、函館市の学生団体
〈CARP〉

photo: Kei Furuse text: Hiroe Morihiro

from

札幌市
北海道ならではのリゾート体験︒
自然と四季のなかでサウナを満喫

ナやセルフロウリュが楽し

屋ではフィンランド式サウ

バーベキュースペース、焚

ortときわ 〉は、古民家を

めます。サウナ後の川水風

札幌市郊外にあるグラン

オーナーの細川喜寛さんが

ピ ン グ 施 設〈 Gardens Res 火台などを設置。サウナ小

自らリノベーション。各棟

呂や雪へのダイブはまさに

!

北 海 道 な ら で は の 体 験！

１０００坪の敷地内には、 外 気 浴 で〝 と と の う 〟こ と

バーは全員、函館在住、二

十歳の大学生です。

性差別のない社会を目指して
地元大学生が作るフリーペーパー

２０２０年４月に設立し

そんな私たちが制作する

た 学 生 団 体〈 CARP
〉は、

性別に左右されず、自分ら

フリーペーパー
『 CARP
』第

10

は１日１組貸し切り利用な

による自然散策や、焼き肉

２号は、さらにパワーアッ

人 を 紹 介。
〈函館

しく生きることのできる社

で活躍するさまざまな分野

会を目指して活動していま

の女性

プ！ 特集では、道南地域

を訪れたのですが、現地で

16

す。私はこれまで 数か国

のジェンダー差別を目の当

コミュニティプラザ〉など

19

www.carpwoman.com

に置いているほか、ホーム

左／フェルトに重ねていくパー
ツはすべて、緻密な手作業から
生み出されている。中／鎌倉銘
菓から想を得た〈 トリフェルト
バッグ 〉は、丹治さんの代表作。
右／天然素材を組み合わせて作
られた大小さまざまなパーツを
からめるように縮毛させること
で、
あの独特の模様が生まれる。

たりにし、身近なところか

市川青空さん
学生団体〈 CARP 〉代表。
「私たちのさまざまな活動
を通して、現代社会を生き
る女性の多様な生き方を発
信することで、自分に置き
換えて考えるきっかけにつ
ながればうれしいです」

ページでも公開しています。

眺めて、持って楽しい
無二の一点もの。

ら課題に取り組みたいと考

（フェルトメイキング／札幌市）

ので、プライベート空間を

の街・北見の焼き肉店をヤ

Fairground
Attraction

!

自然や星空を眺めながらの

道外や海外へ行ったとき

リアルな 地域情報を動画で紹介
知られざるオホーツク地方の魅力︒

出演者や動画編集など地元の有
志と共に制作。
「誇りを持って
暮らしてもらえるよう、地域の
魅力をもっと伝えたい。若い世
代の力も借りて、継続的な活動
にしていきたいです」

え た の が き っ か け。 メ ン

年前︑札幌のカフェで出合った

フェルト製コースターに興味を抱い

たのがきっかけとなり︑フェルトメ

イキングに魅了された丹治さん︒﹁雲

のようにふわふわな原毛が︑アルカ

リ性石けん水と出合うことで平面か

ら立体になり︑水彩のように色が混

ざっていく面白さに夢中になりまし

色以上の羊毛

た﹂︒以来︑試行錯誤を重ねて独自

の世界を構築︒

と綿︑絹︑蚊帳布などを手作業で何

層にも重ねて作る作品は︑ひとつと

し て 同 じ も の は な い︒
﹁目指してい

るのは︑人が持って初めて完成する

大人のバッグ︒創作への探求心はま

か所の百貨店を回る丹治さ

だ ま だ 尽 き る こ と は あ り ま せ ん ﹂︒

全国

んを待ちわびる人々の 割がリピー

ターだ︒その存在と丹治さんの旺盛

な制作欲が︑いまなお︑とどまるこ

とのない造形の進化を支えている︒

8

1
0
0

25

夜はガーデン全体を300球の
電球でライトアップ 。夏は
プールにバーベキュー、冬は
スキーや薪ストーブも体験可
能 。詳細は I n s t a g r a m（ @
にて。
gardensresort.tokiwa）

満喫できます。

に、北海道は有名でも、オ

キニキストと共に巡るなど、

地元が世界の中心！

8

サウナーは注目！

湧き水でできた池や散策路、 間違いなしです。

ホーツク地方はまだ情報や

さらに尖った企画を提供

多彩なコンテンツをアップ

すべく、現在リニューアル

しています。

月より、地域の情報を動画

準備中なのですが、過去の

知名度が足りていないのを

で紹介するウェブ番組をス

コンテンツは視聴できます

from

北見市

実感。そこで２０１４年５

タート。その名もオホーツ

ので、ぜひチェックを！

ohoban.net

ク情報発信番組、通称
『オホ

磯川大地さん
北見市出身。
『オホバン』代
表。本業はシーシャカフェ
〈いわしくらぶ〉
のオーナー
で3店舗を経営。
「地域の知
名度や付加価値を上げるこ
とで、みんなが豊かになる
仕組みをつくりたいです」

バン』
。
北海道観光マスター

日本では珍しい「ウエットフェルティング」で作られる
バッグは、
使いやすさと持つ人も見る人も楽しめるデザ
インを追求した25種類。左から、ベル型・クロ5万9400
円、
バケツ型・ブルー5万7200円 、
中央のトリクラッチ・
カラシ3万800円。www.fairground-attraction.com

発信で世界を変える！

!

ヤマタさん
札幌市出身。
〈 FM NORTH
WAVE 〉で番組を担当する
ほか、
イベント
TVやラジオ、
など幅広く活躍中。
「サウ
ナを愛する“サウナー”とし
て週3回のペースで通う穴
場スポット。オーナーとは
サウナ仲間でもあります」

from

函館市

花言葉「アナタシダイ」をコンセプ
トに、T シャツやトートバッグなど
を展開するオリジナルブランド
〈 ヒース 〉にも注目。Instagram（@
heath_bycarp）から購入可能。
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銭湯の灯を消さないために

を楽しもうと︑幅広い年

おなじみのほしよりこさんが︑市
気になるサウナは︑熱した石に水

井の男女の人生を絵巻物風に表現︒

やってきた︒ 年近い歴史を持つ

をかけるフィンランド式の〝ロウ

時間の流れや世代をつなぐいい仕

取りをしたような銭湯なのだが︑

リュ〟︒古さと新しさのいいとこ

月のリニュー

︿黄金湯﹀は︑昨年

分圏

アルオープン以来︑錦糸町界隈の
新名所になっている︒徒歩

内にある︿大黒湯﹀が︑銭湯文化を

守るべく黄金湯を引き継いだのが︑ 事をしているのが︑レコード︒改

多いのですが︑黄金湯のほうは改

﹁大黒湯はファミリー層が比較的

﹁ご高齢の方が懐かしがって︑家

ドを流していたらこんな反応が︒

そ うで︑あるとき 営 業 中にレコー

装前からレコード市が好評だった

修するにあたって地域の方はもち

で眠っているレコードを持ってき

年のこと︒

ろん︑若い方もより足を運びやす

子さんにクリエイティブディレク

流のあったアーティストの高橋理

店主の新保朋子さん︒以前から交

レコードは相性がいいなと思い︑

ションが生まれるのを見て銭湯と

て︑ お 客 様 同 士 の コ ミ ュ ニ ケ ー

い曲を聴いた若い方が興味を持っ

い銭湯にしたいと思いました﹂と︑ てくれるようになったんです︒古

ションを依頼し︑内装設計は︿ス

新たに

ブースを設けました﹂

キーマ建築計画﹀
の長坂常さんが
担 当︒ 番 台 に ビ ー ル サ ー バ ー と

懐かしくて新しいのは︑レコー
ジュのタイルでやわらかな雰囲気

が次々と生まれてきている︒

とあった銭湯に︑新たな楽しみ方

ドも銭湯も一緒︒この場所にずっ
に︒男湯と女湯をつなぐ横長のコ

ブースを設置し︑浴室はベー

D
J

東京

東京銭湯、
戦後は多いときで
軒を超え︑現在は
軒ほどに
なった東京の銭湯︒
しかし設備やデザインを一新して︑
いままでにない価値を生み出しているところも少なくない︒
銭湯はもはや︑近所の人たちが通うだけではなく︑
そこにしかない空間を楽しみに行く場所にもなりつつある︒
photo: Tada text: Ikuko Hyodo

新時代。

上／男湯の浴室。
下右／新保さん夫妻。
夫の卓也さんは大黒湯の3代目。下中
／改装前は窯場だった場所に造った
男湯の水風呂とオートロウリュサウ
ナ。女湯はセルフロウリュサウナで、
水曜は男女が入れ替わる。下左／風
呂上がりに幸福度が増す
〈黄金湯ビー
ル 〉。4月中旬には2階に宿泊・飲食・
あかすり施設などがオープン予定。

ンクリート壁には︑
〝猫村さん〟で

黄金湯

齢層の人たちが続々と

日の午前 時︒一番風呂

Koganeyu

5
0
0

5

20
※東京都の銭湯の料金は、
大人（12歳以上）470円、
中人（6歳以上12歳未満）180円、
小人（6歳未満）80円ですが、
施設によって異なる場合も。
各銭湯のデータには、
サウナなど別途かかる料金を記載しています。
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10

8

90

平

が着く空港からの旅

“お隣さん”がリノベーション。

2
6
0
0

懐かしくて新しい、
東京の銭湯の現在地。
2
0
1
8
D
J

A
I
R
D
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上／約11メートルの壁面には、
ほ
しよりこさんの絵巻物が。男湯に
は男児が生まれて成長する過程が。
女湯にはその男性が女性と出会い、
家族となる過程が描かれている。
下／番台には受付、ビールサー
バー、
DJブースを機能的に配置。

Information

住

時

東京都墨田区太平4丁目14-6 金澤マンション1F
10:00〜24:30（土15:00〜）
休 第2・4月 料 サウナ 女性300円、
男性500円（土・日は女性350円、
男性550円）

昼と夜、表情の異なる
Information
住

東京都練馬区桜台4-32-15

電

03-3991-5092

時

11:00〜23:00

電

03-3400-5782
13:00〜24:00（日・祝〜23:00）
土 料 サウナ350円

デ
ザインや快適さを重視し

てリノベーションされた

銭湯はいま︑﹁デザイナー

ズ銭湯﹂とも呼ばれている︒その多

くを手がけるのが建築家の今井健

太郎さんだ︒
︿改良湯﹀のオーナー︑

大和慶子さんは今井さんが設計し

﹂という
Cultural Crossing

た都内の銭湯を巡って依頼を決心︒

﹁渋谷

コンセプトで︑渋谷と銭湯︑両方

の特性といえる﹁多様な人と文化

が交差する空間﹂を創出︒

2

2018年12月リニューアル。アートユニットGravityfreeによる壁絵は
「渋谷の今と昔」がテーマ。写真は男湯の浴室。照明は全体的に抑えめ
だが、
洗い場をスポットで明るくするなど、
お年寄りにも配慮した設計。

﹁アーティストの作品発表の場と

して︑ つのアートウォールを設

定し︑作品を公募で採用しました︒

ひとつは浴室内の現代版ペンキ絵︑

もうひとつは外観を特徴づける巨

大壁画です﹂
︵今井さん︶

浴室の明かりを抑え︑落ち着い

た雰囲気にしたことで︑若い女性

の利用が増加︒さらに男女の脱衣

所を仕切るロッカーを可動式にし

23

て︑イベントなどで利用できるよ

右／東京の銭湯はビルの一部
に造られることが多いが、久
松湯は独立した建物のため、
贅沢に光を取り入れることが
可能。中／広々としたサウナ。
左／お湯の動きを表現したプ
ロジェクションマッピングは、
アトリエオモヤが担当。

東京都渋谷区東2-19-9

休

うに設計︒人が集まる渋谷︑そし

て銭湯の可能性に着目した試みだ︒

︿プラネットワークス﹀が設計し

た 桜 台 の︿ 天 然 温 泉 久 松 湯 ﹀は︑

銭湯の定番要素といえる壁画を排

除︒オーナーの風間幸雄さんに理

由 を 尋 ね る と︑
﹁同じ絵だと飽き

ちゃうでしょ？﹂とひと言︒日中

は可動式の天窓から降り注ぐ陽光

が 湯 船 や 壁 に 反 射 し︑ 夜 は プ ロ

ジェクションマッピングが壁を彩

り︑
〝光の絵〟を楽しむ空間だ︒

﹁日常生活にワンコインで潤いを

与えてくれるのが銭湯です﹂と今

羽田空港

京急線で品川駅下車。
【 黄金湯 】は

JR山手線で秋葉原駅へ。JR総武線
に乗り換え錦糸町駅下車、
徒歩約6分。
【 改良湯 】はJR山手線で渋谷駅下車、
徒歩約12分。
【 天然温泉 久松湯 】は
JR山手線で池袋駅へ。西武池袋線に
乗り換え桜台駅下車、
徒歩約5分。

井さん︒進化する東京の銭湯︒い

品川駅

錦糸町駅

まどきこんなコスパのよい場所は︑

秋葉原駅
渋谷駅

羽田空港から
各銭湯へのアクセス

Kairyoyu

住
時

改良湯

銭湯とアートの親和性。

Information

「光と風、
雑木林の中の銭湯」がコンセプト。浴槽は写真手前から水風呂、
電気風呂、3種類のジェットバス、
炭酸泉（月1回季節風呂に変更）。左奥
にある露天風呂は、
地下1500メートルから汲み上げた天然温泉。

そうそうないだろう︒

Access

池袋駅

久松湯

Hisamatsuyu

（プロジェクションマッピングは
19:00〜22:15の間、上映・休憩の繰り返し。
寒い時季は上映なし） 休 火 料 サウナ400円

桜台駅

天然温泉

やわらかな光に包まれて。

渋谷だから実感が増す

ワンコインで
潤いも、幸せも。

右／瞑想的空間をイメージし
た水風呂。中／外の壁画は、
emi tanajiさんが制作。明治
通りから少し奥まった所にあ
る改良湯の目立つ“看板”に。
この辺りの地域の象徴・恵比
寿様は、鯨と同一視されてい
た。左／遠赤外線サウナ。
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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。
4

3

2

はすぬま温泉

松の湯

ふくの湯

栄湯

Hasunuma Onsen

Matsunoyu

Fukunoyu

Sakaeyu

旅情と郷愁をそそられる
“タイムスリップ”銭湯

地域住民の署名で復活！
街の歩みを感じる湯

入浴したらご利益あり!?
洗練された和モダン空間

お風呂に入りながら
思索にふけるひととき

羽田空港や品川にアクセスしやすい立地
にちなんで、
「旅情銭湯」をコンセプトに
2017年末リニューアル。ステンドグラ
スや絵付けタイル、
日本の風景画が印象
的にあしらわれた浴室は、
タイムスリッ
プしたような気分に。すべての浴槽が温
泉なのもうれしく、
美肌の湯として評判。

一度は閉店しかけたものの、
署名で存続
が決まり、2019年9月にリニューアル。
「時をつなげる銭湯」をコンセプトに、
八
王子の歴史と切り離せない「レンガ」
「路
面電車」
「黒塀」のイメージをデザインに
取り入れている。堂々とした富士山のタ
イル絵と高い天井が気持ちいい！

ペンキ絵師の重鎮である丸山清人さんと
中島盛夫さん、2人の富士山が掲げられ
ている貴重な銭湯。ラジウム泉のある
「大黒天の湯」と、
天然生薬を使用した薬
湯が売りの「弁財天の湯」が、
毎週日曜に
入れ替わる。ご利益をテーマに、
方位に
合わせた風水カラーを採用している。

近所の哲学堂公園に祀られている四聖
（釈迦・孔子・カント・ソクラテス）をモ
チーフに空間を演出。浴室の白いタイル
はさまざまな形状と質感で構成され、
人
の個性や多様性を表現。天井のカラフル
な釈迦が見事な「釈迦サウナ」や、
半露天
の「孔子の湯」などとことんユニーク。

※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
ホテルニューオータニ
日本庭園
昼と夜で異なる景色を楽しめる
広大な池泉回遊式の日本庭園
ホテルニューオータニのシンボルでもあ
る約 4 万平方メートルもの面積を誇る日

ライトアップ時の様子。

本庭園。4 月中はさまざまな品種の桜、

4 月下旬から 5 月中旬頃まではツツジな

東京都千代田区紀尾井町4-1
03-3265-1111 時 6:00〜22:00
※ライトアップ時間 日没約30分前〜24:00
休 無休
住
電

グランドプリンスホテル高輪
日本庭園

どの花が見頃に。また夜間には日本を代
表する照明デザイナー・石井幹子氏が監修

を手がけたライトアップを実施。幻想的

住

東京都大田区西蒲田6-16-11

住

東京都八王子市小門町20

電

03-3734-0081
15:00〜24:00
サウナ300円

電

042-622-5356

時
料

休

火

料

3 つのホテルに囲まれた約 2 万平方メー
210 本以上の桜があり、河津桜を皮切
りに 4 月下旬までさまざまな種類の桜

「出張や旅行先で地元の銭湯を利
用すると、
リアルな街の空気感を
感じることが。ほとんどの銭湯で
手ぶらセットも販売されているの
で、
空き時間にサクッと行くこと
ができますよ」。ちなみに1〜4の
銭湯は、
今井さんが設計を担当。

を楽しめます。また夏は青々とした緑が

テーマ

東京で愛でる
〝 季節の花々と緑 〟
︒

横浜イングリッシュガーデン

火（祝日の場合は営業）
サウナ300円

建築家・今井健太郎さん
おすすめの“銭湯道”。

トルもの日本庭園。園内には 17 種類

ローズトンネルの様子。
2020年5月、

14:00〜23:30

住

東京都文京区千駄木5-41-5

電

03-3823-0371
11:00〜24:00（土・日・祝8:00〜）

時
休

無休

住

東京都新宿区西落合2-6-2

03-3953-6562 時 15:00〜24:00
月・金 料 サウナ400円
※浴室は週替わりで土曜に男女入れ替え
電
休

桜や春の花はもちろん
史跡も観賞できる日本庭園

な雰囲気に包まれた夜の眺めも必見です。

3

休

時

1

生い茂り、秋は紅葉など四季折々の表情
を見ることも。観音堂や鐘楼など、園内

に点在する史跡にも注目しながら豊かな
緑に癒されてみて。
住
電

東京のあの街、
この街の
個性派銭湯を巡る。
気になっていた銭湯にわざわざ足を運ぶもよし、
たまたま通りかかってふらりと入ってみるもよし。
暖簾の先には唯一無二の癒しの空間が待っている。

東京都港区高輪3-13-1
03-3447-1111 休 無休

まるで絵本の世界のように
花々が咲き誇る都会の花園
約 1800 品種のバラを中心に、さまざま

な草花や樹木を楽しめるイングリッシュ
ガーデン。4 月には 30 品種以上の桜や

チューリップ、5 月にはバラが花盛りに。

四季の香ローズガーデン

それぞれに異なる雰囲気を楽しめる 5

つのコンセプトガーデンや、約 50 メー

華やかな春のひとときを楽しんでみて。

バラの香りをテーマに作庭された、国内

住

でも珍しいバラ園。6 種類の異なるバラ
の香りが楽しめるガーデンに加え、5 月

2020年5月の様子。
住

東京都練馬区光が丘5-2-6

03-6904-2061 時 9:00〜17:00
火（祝休日の場合はその直後の
祝休日でない日）、
年末年始
電
休

1 日にはバラの色合いを楽しめる「色彩

のローズガーデン」
と
「香りのハーブガー
デン」の 2 つの新エリアがオープン。さ

まざまな植物との触れ合いは、香りを楽
しむ喜びを思い出させてくれるはず。

6

梅の湯

小杉湯

日暮里 斉藤湯

ひだまりの泉 萩の湯

Umenoyu

Kosugiyu

Nippori Saitoyu

Hidamari no Izumi Haginoyu

かつては三助さん、
現在は
“ビールのプロ”がいる銭湯

スーパー銭湯並みの広さと
充実した設備を堪能したい

最後の三助さん
（背中を流す職人）がいた
ことで知られ、2015年のリニューアル
後はファミリーで利用しやすいモダンな
銭湯に。炭酸泉やジェットバス、
微細な気
泡を出すシルキーバスの露天風呂など浴
槽が豊富。湯上がりは、
アサヒビール公
認マイスターの店主が注ぐ生ビールを！

JR鶯谷駅から徒歩約3分の好立地にあ
る、
ビルの1〜4階を使った銭湯。女湯の

東京R不動産がエリアリノベーションを
手がけている、
荒川区西尾久。その商店
街にある、
地域のハブ的な銭湯。浴室は
広々と開放的で、
高濃度水素風呂や露天
の寝風呂などゆっくり過ごしたくなる。
風呂上がりは、
若旦那の兄弟が大将を務
める焼き鳥屋〈梅京〉で決まり。

高円寺駅北口の商店街そば。
立派な唐破風屋根が目印
今年1月に国の登録有形文化財に登録さ
れた、
昭和8年創業の老舗銭湯。住民に愛
される古きよき銭湯でありながら、
中央
線カルチャーの流れを汲む多様なイベン
トも人気。昨年オープンした〈小杉湯と
なり〉は湯上がりに家のようにくつろげ
るスペース（当面は会員のみ利用可）。

5

住

東京都荒川区西尾久4-13-2

住

東京都杉並区高円寺北3-32-2

住

東京都荒川区東日暮里6-59-2

電

03-3893-1695
15:00〜25:00

電

03-3337-6198
15:30〜25:45（土・日8:00〜）

電

03-3801-4022
14:00〜23:00

時
料

25

7

商店街散策〜お風呂〜
焼き鳥 &ビールで完璧！

五感で楽しめる
「香り」
がテーマのバラ園

トルのローズトンネルを散策しながら、

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park
電 045-326-3670 時 3月〜11月 10:00〜
18:00（最終入園17:30）、12月〜2月 10:00〜
17:00（最終入園16:30） 休 年末年始
料 4月1日〜4月23日 大人700円、
小・中学生300円／4月24日〜5月30日
大人800円〜1200円、
小・中学生400円〜600円
※未就学児は無料 ※4月24日〜5月30日の
入園料は開花状況により変動

8

4

サウナ無料

休

月

時
休

木

時

休

金

ピンク富士は、
唯一の女性ペンキ絵師・田
中みずきさんによるもの。露天の岩風呂
は、
肉眼では見えないほど超微細な泡で
保湿効果の高い「光マイクロバブル湯」。
メニュー豊富な〈食事処こもれび〉も。
住

東京都台東区根岸2-13-13

03-3872-7669 時 6:00〜9:00、
11:00〜25:00 休 第3火
料 サウナ200円
（土・日・祝250円）
電

※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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第19回

北海道に愛着やこだわりを持って働く人がいます。今回お届けするのは、北海道ならではの
そのこだわりを深掘りしました。
板チョコレート作りに取り組む札幌市の
〈SATURDAYS CHOCOLATE〉。

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、
カニが描かれているサインを選んでみました。
左列のサインを掲げる市町村を、
右列のカニ料理をヒントに当ててください。

photo: Kei Furuse text: Hiroe Morihiro

text: Ryosuke Iwamura

Q.

今回の市町村!
B
A

右列のカニ料理が名物の市町村のサインは?
ヒント

1

A

豊かな泉質の秘湯が自慢
カレイやホッキ、サケ・マスなど

鉄砲汁／根室市

漁師町の家庭料理

フトビール︑そしてビーン・トゥ・

サードウェーブ・コーヒー︑クラ

アメリカ西海岸に端を発する

味 を 抱 い た︒
﹁日本で板チョコと

トゥ・バーの板チョコレートに興

界 で 話 題 に な っ て い た ビ ー ン・

でいた秋元力さんは︑ネットの世

を集め︑設備をアメリカから取り

インターネットでこつこつと情報

方の文献も容易には見つからない︒

かし︑設備の詳細や入手先︑作り

1

年を要した︒

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!

2

月にファ

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！

年

AIRDOでは Web 会員を随時募集しています。

バー︒いずれも﹁自分たちで良いも

インフォメーション

2
0
1
5

寄せ︑準備期間に約

ばしさを引き出しているそう。

いえば︑大企業が作るもの︒自分

©長万部観光協会

のを作りたい﹂という想いから生

釜で煎ることで、独特の甘みと香

そして︑

コと一緒に水分がなくなるまで大

ロバナハマナス（白い花びらのハ

まれたアメリカの新しい食文化だ︒ でカカオ豆からチョコレートバー

されて人気に。カニの身はタケノ

エンジョイ、
サタデイズ！

クトリーを併設した店舗をオープ

案。駅弁としてホームで対面販売

札幌市出身。代表取締役。東京の美大を卒業
後、インテリアデザインや設計を手がける。
30代半ばでまったく異業種の家業を継ぎ、地
元食材とカカオ豆を融合させた、メイドイン
北海道の「bean to bar」チョコレートを生み
出した。www.saturdayschocolate.com

を作るなんて︑面白いじゃない﹂

し本舗かなや 〉が日本で初めて考

Profile

年ほど前︑北海道食

はの製品も並ぶ︒長沼産リンゴの

〈 かにめ
し 〉。1950（昭和25）年、

秋元 力さん（写真中央）

いまから

﹁小規模だからこそ︑素材選びか

蜜煮をチョコレートでコーティング

白飯の上に敷き詰めた〈 かにめ

SATURDAYS
CHOCOLATE

8

ン︒秋元さんは赤道直下の農園で

育まれたカカオ豆の個性を最大限

ら製造法まで吟味でき︑目が届き

した新作もデビュー予定︒
﹁うちの

カニのほぐし身を炙って味付けし、

チョコレート製造業

とさっそく︑情報収集を開始︒し

に引き出すため︑焙煎法や無添加

ます︒その利点を生かすことで︑

誕生から変わらない味

VOL.29

材を生かした食品開発に取り組ん

のピュアな味わいにこだわった︒

かにめし／長万部町

の草花を観賞できます。珍しいシ

27

チョコレートがこれからも︑たく

C

リ、エゾカンゾウなど約 50 種類

クイズの答えは
37ページに
あります。

自然とオリジナリティに富んだ味

べ方が再現された贅沢な一品です。

かけて、ハマナスやエゾスカシユ

A.

たとえばウガンダ産の豆は浅く焙

旬から 6 月上旬が見頃です。

マナス）が見られることも。

さんの生産者さんと消費者の橋渡

にするのも乙。船上での漁師の食

花園〉では、6 月中旬から 7 月に

?

し役になれるよう︑顔の見える関

した後は、日本酒を注いで甲羅酒

はチシマザクラの名所で、5 月中

海岸沿いに広がる〈オムサロ原生

店頭には北海道産のミルクパウ

ぎゅっと凝縮。カニを丸ごと堪能

が標本木に。市内にある
〈清隆寺〉

草花が彩る自然の宝庫

わいが生まれるのだと思います﹂

それぞれの旨みがこれひとつに

ここでは国内で唯一チシマザクラ

ヒント

煎するとフルーティ︑深く煎れば

盛り焼き」。見た目も豪華で、
部位

はソメイヨシノが一般的ですが、

3

カニみそとほぐした身を詰め、そ
の上に棒肉（脚肉）をのせた「甲羅

る。桜の開花宣言に用いる標本木

?

ゆでたズワイガニの甲羅の中に、

コクと苦みが増す︒焙煎法を変え

桜前線の終着地として知られてい

カニみそをからめて

係を大切に︑流行にとらわれない

日本一遅い桜の開花宣言

甲羅盛り焼き／紋別市

ダーや大麦のパフ︑塩︑蜂蜜など

B

厚な出汁の味わいが楽しめます。

るだけでも︑豆が本来持っている

©農林水産省「うちの郷土料理」

ものづくりを続けたいですね﹂

群。殻ごと入れて煮込むので、濃

をマリアージュした北海道ならで

やかな赤色に変わり、見栄えも抜

巨大なドームは北海道の天然記念

いろいろな側面が表れるという︒

とに由来。花咲ガニはゆでると鮮

して知られ、湯の華で形成された

ヒント

板チョコレートの販売ほか、
オリジナルスイーツを提供するカフェも併設した店内（右）。北海道産食材を生かした“プラス”
シリーズは、
北海道土産にもぴったり（中）。生豆の焙煎から成形まで、
ガラス越しにすべての工程が見学できる（左上・左下）

に弾を詰めるしぐさに似ているこ

股らぢうむ温泉〉は湯治の名所と

2

もともと漁師の間で食されていた

足をつついて食べる様子が、鉄砲

貝の養殖が盛ん。郊外にある〈二

物にも指定されています。

カニを入れたみそ汁「鉄砲汁」は、
のが発祥。料理名は、箸でカニの

海産物が豊富で、なかでもホタテ

?

C

入会費・年会費無料。AIRDO Web会員の詳細は37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

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

3

TOPIC

InstagramにAIRDO公式アカウントを開設!

『rapora 』定期購読キャンペーン実施中！

1

北海道の“旬”と“いま”をリアルタイムでお届けします

「北海道の翼」AIRDOならではの
視点から、
北海道の魅力や情報を発信する

AIRDO公式インスタグラムアカウント
を開設しました！
「@airdo.hokkaido」

オリジナルクリアファイルプレゼント！

までのキャンペーン期間中に
5月31日（月）
の年間定期購読を新規でお申し込みいただくと、
『rapora』
をプレゼント！
オリジナルクリアファイル（2種セット）
は、北海道とAIRDOの就航地の、旬な旅情報を
『rapora』

定期購読

!

就航地をはじめとする、
北海道の“いま”を

お届けしています。

リアルタイムでお届けします！

飛行機へのご搭乗がない月も、
ご自宅で旅気分を味わえます！

AIRDO社員自らが足を運び
地元目線で撮影した、
北海道の“旬”と
“いま”をぜひお楽しみください。

※期間内 定期購読 新規
入金 完了
客様
定期購読

申 込

申 込

対象

rapora 定期購読

『rapora』
詳細 、
AIRDO Web
https://www.airdo.jp/service/rapora/

申 込

、
。
検索
覧

。

TOPIC

4

10月30日（土）ご搭乗分まで購入可能！

TOPIC

AIRDOスペシャル好評発売中！

学生の皆さんの就職活動を応援！

2

オトクな
〈AIRDOスペシャル〉
が、

期間

10月30日（土）ご搭乗分まで購入可能！
いまから、GWや夏休み・秋の連休のご予約が可能です。

就活生だけのお得な割引運賃発売中！
〜7月8日(木)

利用条件

ご旅行・ご出張の際に、ぜひご利用ください。

●
●

利用申請
学生証

航空券のご購入はこちら

https://www.airdo.jp/plan/fare/special/
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※AIRDO
、新型
感染症拡大防止 向
https://www.airdo.jp/information/infection-control/

取 組

行

。

●

大学院･大学･短期大学･高等専門学校等 在籍

搭乗手続 時 在籍

顔写真付

AIRDO Web会員

学校

発行

利用承認書 公的機関

本人確認証憑 提示

必要。

「My AIRDO」 会員

※利用方法･詳細 、AIRDO Web

覧

就職活動中 学生 適用。

発行

。

。https://www.airdo.jp/plan/fare/recruit/
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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。
なお、当社は機内Wi-Fiサービスの提供はありません。
［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）
・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）
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
●トランシーバー●無線操縦玩具●無線式マイク
（スマートフォン含む）
●電池式ICタグ●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●その他、
他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）
は
常時ご使用になれます。

・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.
Wi-Fi service is not provided aboard AIRDO flights.
[B737-700]
• The following, which conduct wireless communication with facilities
outside the aircraft: Cell phones (including smart phones) / Personal
Computers / Personal Digital Assistants / Electronic game devices /
Portable data communication devices
• Transceivers • Remote controlled toys • Wireless microphones
* Bluetooth connections between devices (wireless mouses, wireless
headphones, etc.) may be used at any time throughout the flight.
[B767-300]
• Mobile phones (including smartphones) • Transceivers
• Radio-controlled toys • Wireless microphones
• Battery-operated integrated circuit tags • Personal computers
• Personal digital assistants • Electronic game devices
• Portable data transmission terminals
• Any other devices with functions making wireless transmissions with
other electronic devices
* Bluetooth connections between devices (wireless mouses, wireless
headphones, etc.) may be used at any time throughout the flight.
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

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

（2021年3月31日現在）
※運航航路は天候等の理由により変更される場合もあります。

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 288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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My AIRDOのご案内

AIRDO CHANNEL

AIRDOをさらに便利に、お得にご利用いただくためのご案内

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

AIRDOは「子ども食堂」の活動を応援しています
「北海道の翼」
として、
いまできることを、
これからも地域の皆様にお届けします。
「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。

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）

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

部の運賃は預かり期限当日のメール

ご利用いただく搭乗日・区間・便ごと

や電話番号などの基本情報が自動表

が送信されません）。

合は、メールでご連絡いたします（一

に必要なポイント数が異なります。

示され、航空券の予約・購入がスムー

※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭

ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認ができ、

乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

メールサービスへの登録も簡単です。

My AIRDO 会員に限り、道民割引運

搭乗いただいた AIRDO ポイントが有

賃をご利用の際に必要な「道民会員
インターネット予約キャンセル

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。

待ちサービスの利用が可能！

※ボーナスポイントの有効期限は更新

ご希望のフライトが満席の場合、My

されません。
※特典航空券ご利用日において、有

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

効期限が過ぎているポイントは使用で

り予約キャンセル待ちをお申し込みい

きません。

ただけます。座席がご用意できた場

A.
27ページ

カントリーサイン
クイズの正解

1

道民会員の登録が可能！

C

2

登録」が可能です。
My AIRDOに

こども食堂北海道ネットワーク・松本克博事務局長（中央）へ寄贈する様子。

入会してね

※通信にかかる費用は、
お客様のご負担となります。

A

長万部町

根室市

噴火湾で水揚げされる
特産の毛ガニと、初夏
に咲き誇る町花アヤメ
が描かれています。

最も北方領土に近い根
室市。イラストに描か
れているのは北方領土
と特産の花咲ガニ。

3

B

紋別市
勇壮に進む流氷砕氷船
（ガリンコ号）と、カニ
爪を模したモニュメン
トをデザイン。

寄贈商品。

AIRDO は こども食堂北海道ネット

元の魅力」をお届けすべく、機内ドリ

セージの募集・発信といった取り組み

ワーク を通じて、北海道内の「子ども食

ンクサービスでご提供しているオニオ

を行ってまいりました。

堂」
に機内サービス商品を寄贈しました。

ンスープの製造元・グリーンズ北見様、

「 子 ども 食 堂 」へ の 支 援 活 動 は、

「子ども食堂」は地域における食を通じ

ブレンドコーヒーの製造元・珈房サッ

SDGs の目標 3（すべての人に健康と

た子どもたちの居場所のひとつとして全

ポロ珈琲館様と共同でお贈りしました。

福祉を）と 17（パートナーシップで目標

国各地で開設されており、コロナ禍で

AIRDO ではこれまでに、医療関係

達成）につながる活動であり、
「北海道

活動の制約を受けながらも、関係の皆

者の方々への機内食の寄贈、空港で

の翼」として、これからも地域社会と連

様による支援活動が続けられています。

使用する消毒用アルコールにおける地

携した取り組みを行ってまいります。

今回の取り組みでは、
「空の旅」
「地

元企業様との連携、北海道応援メッ

〈こども食堂北海道ネットワーク〉松本克博事務局長に
子ども食堂について伺いました

子ども食堂の活動の様子（2018年撮影）。

全国で約 5000、北海道で約 200 か所の
「子

地元企業から多くのご支援をいただきました。

ども食堂」
「地域食堂」が、市民の自主的な活

お住いの地域に戻られましたら、ぜひとも

動として展開され、拡大しております。子ども

お近くの「子ども食堂」
「地域食堂」に目を

たちが安心して同世代、異世代との交流ができ

向けていただき、子どもたちの “ 笑顔 ” があ

るようにと、各所で独自の工夫をし、活動され

ふれる町、地域への “ ゆるやか ” なご支援、

ています。そして、
このコロナ禍でも市民や地域、

ご協力をお願いします。

ご支援、
ご協力、
ネットワーク事業に関する連絡先
こども食堂北海道ネットワーク事務局
（担当・松本） https://ks-hokkaido.net/
電話：011-841-8601
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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

機内販売

リフレクターの縦サイズ
リップクリームの縦サイズ

機内では、北海道にこだわったAIRDOオリジナルグッズも販売しております。

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

チャームとしても使える
キーホルダータイプ

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続

木馬に乗ったベア・ドゥがとてもかわい

いて、
CA姿のベア・ドゥが登場。スカート

いリフレクター（反射材）です。自動車の

のスリットにはAIRDOカラーが。袖口も

ヘッドライトに反射するので、
夜間の交通

実際のユニフォームを精巧に再現してい

安全グッズとしても役立ちます。裏面に

ます。従来になく自立するのもポイント。

は名前を書くスペースもあり実用的です。

北海道スープ2 種セット

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

お値段はそのままで2本増量！
（たまねぎ、
じゃがバター各1本）

じゃがバター5g×16本
内容量：たまねぎ5g×16本、
パッケージサイズ：縦約13.5cm×横約15.3cm×奥行約4.7cm
※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

「北見たまねぎ」のコクと旨みが詰まっ

馬油やミツロウなど、天然成分のみを

た風味豊かなオニオンスープと、
北海道

使った高保湿のスキンケアオイル。
〈 北海

産じゃがいもの甘みとバターの風味が溶

道純馬油本舗〉が高濃度純粋精製法で丁

け合う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13.2cm×横約8.2cm×奥行約4.2cm
※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

生産量日本一！「北見たまねぎ」のエキ

自然素材を使った
〈 Coroku（コロク）
〉の

スを粉末化したオニオンエキスパウダー

リップクリーム。ミント、
ハマナス、
スズラ

を約50％使用したオニオンスープ。玉ね

ンの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン

ぎのコクと旨みが“ぎゅっ”と詰まってい

Eを豊富に含む、北海道北竜町産のヒマ

ます。コンソメ代わりの調味料としても。

ワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

※予告なく販売商品を変更する場合がございます。 ※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ございます。
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ございます。
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¥1,000

※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。

AUDIO PROGRAM

5ch

60 分

DRINK
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：

音尾琢真
旭川市出身。
演劇ユニッ
ト〈TEAM NACS〉所

プログラム

Scene from Hokkaido

HOT

HOT

COLD

属。4 月 23 日（金）公開

〜北の空より〜

の映画『るろうに剣心
最終章 The Final』に
出演。

［オープニング］

拝啓、少年よ

春風

Hump Back（バップ）

sumika（［NOiD］/ murffin discs）

Happyいっとーばい

［あつまろう！ 北海道の動物の森］

アザラシ（ビクターエンタテインメント）

MATのテーマ
DANCE☆MAN（Bellwood Records）

小さな魚

緑茶
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。

帰り道

上々颱風（ソニー・ミュージックダイレクト）

OAU（TOY'S FACTORY）

Precious My Heroes
fox capture plan feat. 宮本一粋

COLD

ONE LOVE
BEAR MAN（SOUTH YAAD MUZIK）

（Playwright）

の提供となります。

半﨑美子（日本クラウン）
［テーマ曲］

木村カエラ（ビクターエンタテインメント）

Voyage

ビッグバード

高本一郎（Zipangu）

日食なつこ（LD&K）

script: こばやし さかえ

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ございます。

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
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

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

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

※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

特別な日常

HOLIDAYS

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

COLD

［エンディング］

Mind game
Maica_n（ビクターエンタテインメント）

1ch

オニオンスープ
Onion Soup

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

谷山浩子（ヤマハ）

いつでも誰かが

ブレンドコーヒー
Blend Coffee

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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photo: Kei Furuse text: Hiroe Morihiro

内にある昆虫体系学の研究室で︑

た︒現在は北海道大学総合博物館

昆虫研究一筋の道を歩んできまし

だ っ た ﹂と 言 う 大 原 昌 宏 さ ん は︑

標本を飽きずに眺める昆虫少年

希少な標本の調査など︑地道な学

ランスやオランダの博物館に眠る

しい昆虫が集まる熱帯雨林や︑フ

んです﹂と語ります︒しかし︑珍

文を書けるだけの英語力も必要な

海外の研究者と議論を交わし︑論

﹁東京国立科学博物館に通っては︑ ﹁だから︑生物学の知識以外に︑

後進の育成とともに︑甲虫の仲間
エンマムシの研究を続けています︒ びと研究のごほうびのような体験

学のなかでも新しい発見の多い分

ないエンマムシ研究は︑昆虫分類

未知の景色が広がっていますよ﹂︒

楽しくなって︑気づけば目の前に

る︒そのうちに次第に学ぶことも

﹁昆虫好きだから延々と努力でき

をたくさんしたといいます︒

野︒大原さんは海外でのフィール

世界に 人ほどしか専門家がい

ドワークに 年の多くを費やし︑

10

テントや採集道具をかついでアジ
の向こうに無限の可能性を秘めた

小さな虫の世界をのぞいたら︑そ

右／国内最古約120年の歴史を持つ北大の昆虫学教室では300万点の標
本を収蔵。左上／研究室では採集した昆虫の標本作りも。左下／総合博
物館の「生物標本の世界」では、
その歴史の一端に触れることができます。

アやヨーロッパ︑朝鮮半島︑千島

指先に全集中！

大きな世界が見えてきました︒

1

昆虫を捕ってきて家で育てるのが好きな蓮
虎くん。好きな虫はツマアカスズメバチ。
学校にスズメバチの巣ができてから興味を
持ったとか。
「昆虫博士になったら外国に行っ
て、
日本にはいない虫を詳しく調べたい！」

教えて！

その叶え方を教えてもらいました。

東京都出身。虫好きが高じて昆虫研究で有名な鹿児島
大学理学部に進学。北海道大学大学院農学研究科農業
生物学専攻修士、
博士課程を経て、
現在は北海道大学総
合博物館教授・研究部長。日本昆虫学会会長。59歳。

列島などを飛び回っています︒

どんな虫を研究してるの？

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： 大原昌宏さん（札幌市）

第25回

“昆虫博士になりたい”
岡田蓮虎さん
（小学 5 年生／帯広市）
の夢
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