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いま食べたい、注目のアイス。／プロが語る、北海道ソフトクリームの実力。

地域の味が楽しめる！ 飛び立つ前に食べたい、
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北海道発

HAPPY NEWS

今月の表紙
北海道らしいソフトクリームを描いて
くれた、旭川市在住イラストレーター
の〈 よつば舎 〉のあべみちこさん。
「い
ろんなアイスを描きながら、北海道っ
ていいなと改めて思いました」
illustration: Michiko Abe (Yotsubasha)
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アイスクリーム

夏の過ごしやすい気候の屋外ではもち ろん︑
冬も暖かくした室内でアイスを楽しむのは︑
北海道民には当たり前︒
さらに︑
ここ北海道は新鮮な牛乳や旬の食材を使い︑
独自の創意工夫を凝らした︑
個性豊かなご当地アイスが盛りだくさん︒

4
5

まさに
〝アイスクリームパラダイス〟
なのです！
photo: Hideki Akita (P4·5), Kei Furuse (P8·9)
illustration: Michiko Abe (Yotsubasha/P6·7, 10·11)
text: Ryosuke Iwamura (P4·5), Satoko Nakano (P8·9·12·13),
Tamaki Sugaya (P10·11), Saori Fuse (P6·7·14·15)

パラダイス！

〈 雪印パーラー 札幌本店 〉の〈 スノーロ
イヤル 〉
（ P10 ）。1968 年の誕生から変
わらない器に盛られたアイスクリームは、
レトロな佇まいで風格が漂う。当時の製
法を守り、
伝統の味を受け継いでいる。

Ice C
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re

P
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a
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d

その理由を探るため、
北海道のアイス事情について尋ねました。

料や作る機械によって︑ア
国 ﹄と い う イ

ク リ ー ム天
メージの理由

﹁原
ます︒決め手はやはり乳脂肪分︑
として考えら

イスクリームの味は変わり

生クリームの質ですね︒また︑ア

と話すのは︿北海道アイスクリー

ずかな違いがあるものなんです﹂

餌の種類や地域によっても味にわ

内生乳生産量

養頭数や︑国

う乳用牛の飼

万頭以上とい

イスクリームの原料となる牛乳は︑ れるのは︑

ム協会﹀広報担当者︒
酒のおいしさを考えれば︑じつに

のうち約
を占める一大産地であること︒ま

そもそも北海道で工業生産化し
たアイスクリーム製造が始まった

気候風土や生活様式の点から見て

まり北海道とアイスクリームは︑

いるのではないでしょうか﹂︒つ

すい環境だということが関係して

室内が暖かいので︑冷菓を食べや

そして冬は︑建物の気密性が高く

られるちょうどいい気温と湿度︑

も体感してほしい︒食べ比べるほ

道〟で味わう楽しさを︑皆さんに

まだからこそ︑牛乳の産地〝北海

手軽に食べられるようになったい

エーションは広がった︒アイスが

ら︑酪農家による自家製までバリ

年︒家庭で手軽に味わう市販品か

のは
自然なことでもある︒

技術を学んだ佐藤貢が︑後の︿雪

も相性がよい組み合わせというわ
どに︑味の違いや自分の好みが発

北海道でアイスクリームの製造

た︑夏でも乳製品がおいしく食べ

印乳業﹀
となる
︿自助園農場﹀
で
︿自

けだ︒訪れた土地の気候の中で︑

エンスストアの品ぞろえを

当地のスーパーやコンビニ

低温輸送して︑オリジナルのアイ

た原料乳を近隣のアイス工場まで

牛乳工場へと運ばれ︑出来上がっ

んからのご依頼がきっかけなんで

の誕生は︑苫前町のメロン農家さ

︿ Secoma
北海道メロンソフト﹀

上げナンバーワンの大人気商品

たきのうえ

アイスクリームや氷菓に関する衛生・品質の
向上、調査・研究・情報提供のほか、毎年5月9
日を「アイスクリームの日」と定めアイスの
サンプリングイベントを実施するなどPR活
動を行っている。www.icecream.or.jp

年︒アメリカで製造

助園アイスクリーム﹀を製造した

そ の 土 地 で 生 ま れ︑ そ の 土 地 で
見できるはず︒

チェックするのは︑旅先ならでは

スが生産されているという︒

すよ﹂と︿セコマ﹀広報部担当者︒

ましけ

2006年に発売。現在セコマブランドのアイス

が始まってから︑もうすぐ

のが始まりだ︒
﹁﹃北海道はアイス

育った食材から作られる料理やお

北海道のアイスが

の楽しみのひとつ︒北海道生まれ

﹁北海道のお客さまは︑寒い冬に

味は変わらないのに︑見た目の良

おいしい理由。
の︿ セイコーマート ﹀の冷菓コー

部屋を暖かくして冷たいアイスを

しあしだけで規格外品になってし

ご

ナーをのぞくと︑道産牛乳を使っ

食べるのが大好きな印象です︒冬

まうメロンを活用した︿ Secoma

とままえ

たオリジナルアイスがずらり︒目

は濃厚な味わいの商品が好評なの

北海道メロンソフト﹀は︑いまでは
看板商品のひとつに成長︒これま

とよ と み

に入るのは〝豊富町産〟
の文字︒道

で︑ 今 年

リームとベルギーチョコレートを

でも︑訓子府町の蜂蜜や穂別町の

月には豊富町産生ク

北に位置する豊富町は︑年間を通
して冷涼な気候のため︑暑さに弱

使った︿ Secoma
ベルギーチョコ

ほべつ

い牛にとってもストレスが少ない

カボチャ︑増毛町の洋ナシ︑滝 上
よいち

くんねっぷ

快適な環境だ︒搾乳された生乳は︑ ソフト﹀を発売しました︒ちなみ

町の和ハッカ︑厚真町のハスカッ

あつま

に当社のアイスのなかで年間売り

毎日︑鮮度を維持したまま町内の

プ︑余市町のイチゴを使ったアイ
スなど︑道内各地の特産品が商品
化されてきた︒
〝北海道産原料〟
と
〝豊富町産牛乳〟
のコラボレーショ
ン︒これもまた︑お
いしさのキーワー

北海道アイスクリーム協会

1
0
0

ドといえそうだ︒

Secoma 北海道メロンソフト

1
9
2
3

6
7

Profile

のなかで売り上げナンバーワンに成長。規格外
になった北海道メロンの果汁を活用し、食品ロ
スの削減や、北海道産食品の消費拡大を目指す
商品でもある。www.seicomart.co.jp

私たちのイメージに定着している
「北海道＝アイス＝おいしい！」
の図式。

北海道産原料の
活用にこだわっているから。

気候風土に合った
食べ物だから。
Information

82

56
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1

Ice Cream in Hokkaido
理由2:

理由1:

1917 年創業。現在の石狩市
に牧場を開き、
その10年後に
江別市に移転。170ヘクター
ルの広さの農場で、370頭も

のホルスタインを飼育してい
る。バターやチーズなどの加
工品も人気。machimura.jp

牧場の敷地内にはソフトク
リームが買える〈ミルク工房 〉
のほか、地元産の野菜が堪能
できるレストラン、おいしい
チーズを使ったピザショップ、
野菜の直売所なども併設され
ている。niseko-takahashi.jp

Information

時

011-375-1920
4〜10月9:30〜17:30
（17:00LO）、
11〜3月
10:00〜17:00（16:30LO）
電

時

0136-44-3734
9:30〜18:00
（冬季は〜17:30）

町村農場
ミルクガーデン
Niseko Takahashi
Dairy Farm

Machimura Farm

電

住

虻田（あぶた）郡ニセコ町
曽我888-1

牧場のソフトクリームは、
なぜおいしいのか？
Soft Serve Ice Cream in Dairy Farm

旅先でつい食べたくなる、
牧場で作ったソフトクリーム。

客足の絶えない人気牧場が教えてくれたおいしさの秘密。

業中に習得したのがバターとアイ

の創業者が︑アメリカの牧場で修

を 刻 ん で き た︿ 町 村 農 場 ﹀

た脱脂練乳︒この練乳が︑やわら

リーム︑そしてビート糖で加糖し

リ ー ム で す︒ 原 料 は 牛 乳 と 生 ク

に な っ た の が︑ 当 時 の ア イ ス ク

﹁現在のソフトクリームのベース

スクリームのレシピ︒そのレシピ
かな甘みのもとになっています﹂

年以上の歴史

を基に作られたバターは創業当初
︿町村農場﹀の牛乳の特徴は︑乳

海道で

から人気を博し︑いまに続くヒッ
脂肪分が高いこと︒
﹁濃い牛乳﹂に

北

ト商品となっている︒しかしアイ

乳の香りが心地よく鼻に抜けてい

分類されるが︑飲んだ印象はあっ

く︒
この牛乳の味が︑
ソフトクリー

スクリームは当時︑来客のもてな
いなかった︒
ムをはじめとする加工品の個性に

さりとして後を引かず︑爽やかな

とてもよくて︒ウチに来るとみん

ションを増やし︑アイスクリーム

場を大きくして加工品のバリエー

がいまの場所に移転したとき︑工

ぶりだったそうです︒それで農場

スクリームが食べたい﹄というそ

を運ぶ人が後を絶たないのも︑そ

を喜ばせている︒何度も農場に足

え︑いまなお農場を訪れる人の舌

時を経てソフトクリームに形を変

パクトを残したアイスクリームは︑

かつて来客に忘れられないイン

なっている︒

を 商 品 化 し ま し た ﹂と 話 す の は︑

3

の証拠といえるだろう︒

3

場﹀︒この牧場では白黒のホルス

観光客にも愛されている︿髙橋牧

牛舎の環境を整えていること︒

は︑牛が幸せに生活できるように

や睡眠も好きなときにとっていま

﹁数年前に新しく︑牛が自由に生

す︒夏の間は放牧を行っており︑

タインに交じって︑茶色一色のブ

ブラウンスイス導入直後に道の

自由に外に出られることでストレ

活できる牛舎を建てました︒搾乳

駅が誕生し︑観光客に楽しんでも

スも軽減されているようです︒夜

ラウンスイスが見られる︒乳タン

らえるようにとソフトクリームの

は草の上にのんびりと寝ているこ

ロボットのおかげで牛は好きなタ

開発を開始︒その後︑のむヨーグ

とが多いですね﹂

パクの高い︑加工品に向いた乳成

の看板商品が続々と誕生した︒ソ

人間も︑家では心地よく過ごし
たい︒牛も暮らしが整うことで︑

で牛乳を飲んでいるかのようにシ

きる低温殺菌で作ることで︑まる

物を控えて︑生乳のおいしさが生

しさにつながっているのだ︒

づくりが︑ソフトクリームのおい

給できる︒牛にとって幸せな環境

結果︑質の良い牛乳を安定して供

肉 体 的・精 神 的 な 健 康 が 保 た れ︑

ンプルでおいしいソフトクリーム

店長代理の高井啓さんは﹁添加

点ともいえる︒

フトクリームは︑まさに牧場の原

ルトやシュークリーム︑チーズなど

イミングで搾乳されますし︑食事

町で︑地元の人はもちろん︑ ︿髙橋牧場﹀のもうひとつの特徴

に仕上がります﹂と話す︒

2

蹄山の麓に位置するニセコ

2

代表取締役の町村均さんだ︒

な︑口には出さないけれど﹃アイ

﹁そのアイスクリームの評判が︑

しに出されるだけで商品化されて

1
0
0

分の牛乳が搾れる品種だ︒

羊

は雪景色が美しいニセコ。晴れた日は外でソフ
トクリームを食べたい。 3.「チーズ作りに挑
戦したい」という思いもあって、ブラウンスイ
スを導入。ホルスタインとバランスよく共存さ
せることで、
牛舎内の秩序も保たれる。

1.〈 町村農場 〉の牛乳を使ったなめらかなプリ
ンの上に、
ソフトクリームをのせた〈 プリンソフ
ト 〉イートイン528円。 2.「牛が動きだすまで
人間が待つ」というほど優しく接することで、
なるべくストレスを与えないよう飼育してい
る。 3.敷地内にミルクプラントがあるので、
搾
りたてをすぐに加工することができる。
1.乳の香りを残しつつ、後味さっぱりのソフト
クリーム（バニラ）320円。 2.夏は爽やか、冬

1
1

江別市篠津183
住

Information

不定休
休

年末年始
休

8
※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。

9

ニセコ髙橋牧場
ミルク工房

6

レークヒル・ファーム

くりーむ童話

とみたメロンハウス

Cream Dowa

Tomita Melon House

搾りたての牛乳と地元産のフ
レッシュな素材などを豊富に
使った手作りアイスの店。本
場イタリア製マシンで作る
ジェラートは、
全30種類から
最大 14 種類をショーケース
に。
〈 5 種盛スペシャル 〉630
円でいろいろな味を楽しもう。

夏に旬を迎える富良野メロン
の専門店。人気の〈 メロンス
ムージースペシャル 〉650円
は、赤肉メロンを贅沢に使っ
たスムージーに、
〈ふらの牛乳〉
のソフトクリームとメロンの
果肉をトッピング。“オール
富良野” をご賞味あれ。

牧場直営の工房で作るチーズ
やスイーツのショップ。放牧
牛の新鮮な生乳と、洞爺湖町
特産の果物や野菜を使った
〈 まきばのジェラート 〉が大
人気。イチオシは、ホワイト
クリームと赤しそシャーベッ
トの〈 ダブル 〉420円。
Information
住

1

5

Lake Hill Farm

虻田郡洞爺湖町花和127

電

Information

時

住 川上郡弟子屈町
跡佐登原野65線71-3

0142-83-3376
9:00〜18:00
（10〜4月下旬は9:00〜17:00）
※時短営業の場合あり
休 無休

1961年の創業以来、市民はもちろん国内外の

電

015-483-2008
時 9:00〜18:00
（10〜4月
中旬は9:00〜17:00）
休 水
（10〜4月中旬は水・木）

2

雪印パーラー
札幌本店
Yukijirushi Parlor
Sapporo Honten

2

北海道各地で注目を集める個性派アイスの店をピックアップ。

3

8

旅の途中にわざわざ立ち寄りたい、
こだわりのアイスが勢ぞろい！

6

4
1

5

観光客から愛される喫茶店。昭和天皇・香淳皇
后両陛下のために特別に作られた〈 スノーロイ
ヤル 〉790円は、製法を変えることなく伝統の
味を守り続けている。種類豊富なパフェも人気。

Information
住

空知郡中富良野町宮町3-32

電

0167-39-3333
6月上旬〜9月末の
9:00〜17:00
時
休

営業期間中は無休。10〜5月

Information
住 札幌市中央区北2条西3丁目1-31
太陽生命札幌ビル1F 電 011-251-7530
時 11:00〜19:00
（18:30LO） 休 無休

いま食べたい、注目のアイス。
Focus on 8 Shops

7

7

トラピスト修道院
製酪工場売店
Trappist Monastery
自家製の発酵バターやクッ
キーで知られる修道院。
〈特
製ソフトクリーム 〉400円は、
クリームとワッフルコーンに
〈 トラピストバター 〉を練り
込んだ濃厚な味わい。クリー
ムに添えられたクッキーをス
プーン代わりに召し上がれ。
Information
住

北斗市三ツ石392

電

0138-75-2108
9:00〜17:00（10/16〜12/24、
3/15〜31は8:30〜16:30
※ソフトクリーム販売は3/15〜12/24）
休 12/30〜1/5、
1/6〜3/14の日曜
時

1919年創業の老舗パーラー。レトロな雰囲気

が漂う喫茶スペースで楽しみたいのが、昔なが
らの〈 アイスクリーム 〉500 円。すっきりとし
たミルクの味わいと、どこか懐かしいルックス
がたまらない。パフェ類もおすすめ。

8

11

アイスクリーム
パーラー美園

Information

Ice Cream Parlor Misono

時

住

小樽市稲穂2丁目12-15 電 0134-22-9043
11:00〜18:00 休 火・水

※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。

4

ICETACHE
アイスタッシュ
道北・天塩（てしお）町にある
〈宇野牧場〉
の牛乳とヨーグル
トを使った手作りアイスキャ
ンディのショップ。
〈 ハスカッ
プ＆ヨーグルト 〉390円など
のヨーグルトベースをはじめ、
レアチーズやメープルなどを
使った個性派アイスが魅力。
Information
住

札幌市西区福井1丁目20-38

電

011-213-8900
11:00〜18:00

時
休

水

3

一実庵
Ichimian
フルーツサンドとフルーツソ
フトクリームの専門店。旬のフ
ルーツを大胆に盛りつけたソ
フトクリームは、シンプルな
がら甘さと酸味の絶妙なバラ
ンスが人気の秘密。6月ごろか
ら登場する
〈桃ソフトクリーム〉
750円はファンの多い一品。
Information
住 札幌市北区北36条
西4丁目1-20
電

011-756-7360
11:00〜17:00
（土・日・祝10:00〜17:00）
時

※変動の場合あり
休 火
（夏季は無休）

10

4

3

2

1

〈ミルキークラウン イオン釧路店〉の
ミルキーソフト

〈山川牧場ミルクプラント〉の
バニラ

〈アイス工房田村ファーム クローバー〉
のソフトクリーム

〈地球のアイス〉の
ツインズタワー

300円

320円

330円

750円

函館エリアを代表する牧場ソフトクリーム。ご当地牛乳グランプリで金賞受
賞経験もある、良質な牛乳を使用。バニラが牛乳特有のクセをまろやかにし
て、
おいしさだけを引き立てているため牛乳が苦手な人でも食べやすい。

〈 旭川空港 〉から徒歩10分で味わえる、
牧場のソフトクリーム。フリーストー
ルで育てたストレスの少ない牛の生乳を100%使用し、
低温殺菌で自然な甘
さを残した。生乳本来の風味と、
さっぱりした後味が特徴。

Information

Information

Information

ミルキークラウン イオン釧路店

山川牧場ミルクプラント

アイス工房田村ファーム クローバー

地球のアイス

Milky Crown Aeon Kushiro

Yamakawa Ranch Milk Plant

Ice Factory Tamura Farm Clover

北海道でも有数の酪農地帯である標茶（しべちゃ）町で飼育されたブラウンス
イスの、
搾りたての生乳を使ったソフトクリーム。タンパク質と脂肪分が高め
で、
濃厚なのに後味さっぱり。牛乳をそのまま食べているような豊かな味わい。
Information

住

釧路郡釧路町桂木1-1-7 イオン釧路店1F 電 0154-53-7788
時 9:00〜21:00 休 無休

亀田郡七飯町大沼町628 電 0138-67-2114
時 9:00〜17:00
（11〜3月は10:00〜16:00） 休 無休（年末年始除く）
（11〜3月は木曜 ※祝日の場合は翌日休） www.yamakawabokujo.com
住

www.milkycrown.com

Chikyu no Ice
住

北広島市大曲幸町3丁目4-7
時 11:00〜19:00

電
休

011-375-6836

不定休

chikyunoice.blog.fc2.com

ロソフトクリーマー森川勇
ありとあらゆる所で積極的に食べ

﹁なかでも北海道は︑牛乳の生産

歩くようになったという︒

に魅了されたきっかけは︑旅行会

量が日本一の酪農王国︒おいしい

一郎さんがソフトクリーム

社勤務時代︑バスツアーの休憩中

ソフトクリームを提供するお店は︑

プ

に立ち寄ったサービスエリア︒多

種類の味が存在

枚挙にいとまがありません﹂

に見えて︑実は

くの観光客がソフトクリームを食

する︒ひとつは︑牛乳そのものの

白いソフトクリームは同じよう

たところ︑訪れる町によってさま

味を生かしたタイプ︒もうひとつ

2

べる姿につられて自分も食べ始め

ざまな味が存在することに気づい

と︑おかきをほおばって口の中を

た︒やがてご当地ソフトや期間限

を使った香り豊かなタイプ︒
﹁北海

リセットさせてからまた食べ歩く

定ソフトを探すのも楽しみになり︑ は︑バニラビーンズやエッセンス

道は︑新鮮な牛乳の味を楽しんで

クリームに挑むということもあり

と い う︒
﹁人間は寒い所から暖か

ます﹂と話すほど︑ソフトクリー

もらうための牛乳ソフトが多いの

ムに仕上がるのだ︒

ムへの愛は深い︒

い所に入ると急激に体温が上がる

﹁ひと口にソフトクリームと言っ

﹁ミルク系だけでなくチョコレー

が 特 徴 で す ﹂と 森 川 さ ん は 語 る︒

ても︑牛の種類や餌︑牛乳の殺菌

トや︑オホーツクの塩を使ったご

ので︑
︿新千歳空港﹀に着いたら一

方法などによって︑あっさりめ︑

当地もの︑あるいは銘菓とのコラ

度外に出て風に当たり︑また空港

濃厚︑風味が強い︑弱いなど︑幾

ボレーションなど︑北海道のソフ

ベースとなる牛乳の味がいいから

通りもの味が生まれます︒シンプ

トクリームはバラエティ豊か︒い

こそ︑そのままでも︑フレーバー

ルだけど奥が深い︒僕はどちらか

ろいろな切り口があるから︑今後

に戻って体温を上げてからソフト

というと︑ガッツリ濃厚牛乳系が

※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。

上川郡東神楽町東2線16号97 電 0166-83-7570
時 10:00〜18:00 休 水
（12〜3月は不定休）

tamurafarm.com

を足してもおいしいソフトクリー

好み︒地元の北海道に帰る目的の

まずは︑北海道の恵みがダイレ

クトに感じられるミルクソフトク

も目が離せません﹂

日

軒回ることもあります﹂

1

ひとつは︑ソフトクリームと言っ

〜

6

て も 過 言 で は あ り ま せ ん︒

に

リームを食べ比べてみよう︒そこ

13

せっかく北海道に降り立ったの

札幌市出身、東京都在住。いままで
に食べたソフトクリームの数は
『マツコの知らない世
3500本以上。
界』
（ TBS ）のほか、多くのメディア
で注目を浴びている。Instagram 、
Twitter（ @softcream_world ）で、
ソフトクリーム情報を毎日更新中。

から︑多種多様な北海道ソフトク

プロソフトクリーマー
森川勇一郎さん

だからと︑休む間もなくソフトク

Profile

リームの世界に浸ってみると面白

3

リームを食べる︒甘いものを食べ

4

いかもしれない︒

1

続けて味の感覚がわからなくなる

2

5

住

中標津（なかしべつ）町〈山本牧場〉の濃厚ソフトと、
十勝あすなろ牛乳のあっさ
りソフトが食べ比べできる〈 ツインズタワー〉が名物。口の中でホロホロほどけ
る無添加の手焼きワッフルコーンも、
アーモンド、
チョコ、
シナモンから選べる。

プロが語る、北海道
ソフトクリームの実力。
Soft Serve Ice Cream in Hokkaido
日本全国はもちろん、
世界各地でもソフトクリームを食べ続けてきた

“プロソフトクリーマー”が語る、
北海道のソフトクリームの実力とは？

12

空港に着いて飛行機に搭乗するまでは、
北海道グルメを食べ納める時間。

地域の味が楽しめる！

道内各空港で味わってほしい、
ご当地アイスクリームを紹介します！

飛び立つ前に食べたい、空港の名物ソフトクリーム。
〈 ISHIYA CAFÉ 新千歳空港店〉
の
白い恋人ソフトクリーム

〈 おんじき庭本〉
の山川牧場ソフトクリーム
質の良い牧草を育てるために
土づくりから取り組む牧場のソフト

左／搾りたての新鮮な生乳がベースになったソフトクリーム。牛乳本来の味とコク、
甘さのバランスも
よい〈 バニラ 〉310円。右／〈 コーヒーミックス 〉310円は〈 山川牧場 〉のコーヒーミルク味。

クリーミーでなめらかな口当たり
秘密は“あの”チョコレート

函館空港

大沼国定公園の近くにある〈 山川牧場 〉の乳製品は、
ホルスタイン種
とジャージー種の生乳をブレンドした原料から作られている。ジャー
ジー牛は国内の飼育数や乳量は少ないが、
ホルスタイン種の牛乳より
高脂肪で濃厚な味が特徴だ。ブレンド乳から作る〈 山川牧場ソフトク
リーム〉を食べるなら、
函館ラーメンの店〈 おんじき庭本 〉へ！

北海道を代表する〈 ISHIYA 〉の直営カフェで味わえるのは、
鮮度が
命の生スイーツ。北海道産生乳に、
〈 白い恋人 〉にも使われるチョコ
レートを練り込んだソフトクリームは、
上質な生クリームを味わっ
ているかのように濃厚でコクのある味わいだ。
〈 白い恋人 〉が1枚付
いてくるブレンドコーヒーと一緒に注文するのがおすすめ。

Information

Information

函館空港ターミナルビル1F 電 0138-57-9100（おんじき庭本）
時 10:00〜19:30
（19:00LO） 休 無休
www.yamakawabokujo.com（山川牧場）
住

左／〈 白い恋人ソフトクリーム 〉各400円。右上／〈 白い恋人ソフトクリームジャンボサイズ 〉各550円。
右下／フィルムをはがすと美しい柄が現れる〈 イシヤパンケーキ ストロベリー 〉1400円。

〈レストラン･ハートフィールド〉
の
あすなろファーミングのソフトクリーム
放牧されてのびのび育つ牛。
生乳本来の味を生かしたソフト

Information

帯広空港ターミナルビル2F 電 0155-64-5788（レストラン･
ハートフィールド） 時 11:45〜20:30（20:00LO） 休 無休
asunaro-farming.co.jp（あすなろファーミング）
住

原料は標茶町・北川牧場の
ブラウンスイス牛の生乳

左／〈 よつ葉ソフトクリーム 北海道とうきび ミックス 〉。中／店の人気No.1
〈 北海道メロンのパフェ 〉530円。右／〈 よつ葉のバターミルクパンケーキミックス 〉548円。

住
時

新千歳空港国内線ターミナルビル2F
11:00〜18:00 休 無休

電

0123-46-2188

www.yotsuba.co.jp/white/

〈きのとや 新千歳空港店〉
の極上牛乳ソフト
もっちりとした濃密な食感と
まるで牛乳を飲んだような後味

たんちょう釧路空港

新千歳空港

釧路発の人気店〈 ミルキークラウン 〉のソフトクリームは、
国内には
1000頭強しか飼育されていないブラウンスイス種の希少な生乳が
原料。ホルスタイン種の生乳と比べると、
ラクトースや脂肪分、
タン
パク質の含有量が多いことが特徴だ。濃厚なのに、後味はすっきり。
甘めのメープルコーンとの相性がよいので、
ぜひコーンタイプを。

ケーキや焼き菓子の店として地元で愛される〈きのとや 〉
。新千歳空
港店で販売されている〈 極上牛乳ソフト〉は、
「新千歳空港ソフト・ア
イスクリーム総選挙」で2018年・2019年と2年連続第1位となった
人気商品。秘密は、
新鮮な牛乳に隠し味として北海道産マスカルポー
ネを加えた、
深みのあるミルク感。コーンの原料も北海道産小麦！

Information

Information

たんちょう釧路空港ターミナル2F
電 0154-64-1711
（バトラー） 時 8:00〜20:00
www.milkycrown.com（ミルキークラウン）
住

休

無休

左／巻きの多さに注目を。
〈 極上牛乳ソフト 〉410円。中／〈 宇治抹茶ソフト 〉442円は
〈 きのとや新千歳空港ファクトリー店 〉で販売。右／〈 焼きたてチーズタルト 〉もおすすめ。

ナチュラルチーズを製造する
工房生まれのソフトクリーム

住
電

新千歳空港国内線ターミナルビルセンタープラザ2F
0123-29-6161 時 10:00〜18:00 休 無休

www.kinotoya.com

〈ミルクスタンド エスペリオ〉
の
おこっぺ牛乳のソフトクリーム

〈道の駅メルヘンの丘めまんべつ アンテナショップ
ほのか空港店〉
のひがしもこと乳酪館ソフトクリーム

15

新千歳空港

〈 よつ葉乳業 〉の直営店〈 ホワイトコージ 〉といえば、
ソフトクリー
ムやパフェ。地元で愛される乳業メーカーの商品からおすすめした
いのは、
春から夏だけ空港店限定で登場する季節のソフトクリーム
〈 北海道とうきびミックス 〉360円（時季によって素材が変わる場合
あり）
。十勝産とうきびピューレの甘みと香りは、
北海道の夏そのもの。

〈 Butler
（ バトラー）
釧路空港店〉
の
ミルキークラウンのソフトクリーム

ミルクソフトもある。
左／〈 ひがしもこと乳酪館チーズソフト 〉350円。チーズソフトのほかに、
右／濃厚なホワイトチョコレートを味わう〈 白い恋人シェイク 〉350円。道の駅でも販売。

時

ミルクの中にふわりと広がる
十勝産とうもろこしの香り

とかち帯広空港

Information

左／濃厚で食べ応えのある〈 ソフトクリーム メープルコーン 〉300円。右／〈 ソフトクリーム
カップ 〉300円。テイクアウトのソフトクリーム以外にも、
地元･釧路のお土産品などを販売している。

新千歳空港国内線ターミナルビル3F 電 0123-25-8111
11:00〜18:00（パンケーキ・一部パフェ17:00LO、
その他17:30LO） 休 無休 www.ishiya.co.jp/cafe/
住

〈ミルク& パフェ よつ葉ホワイトコージ 新千歳空港店〉
の
よつ葉ソフトクリーム 北海道とうきび ミックス

沖縄サンゴのカルシウムを取り入れたリサイクル農業に取り組み、
牛
にストレスがかからないよう放牧して育てる〈あすなろファーミング〉。
口の中でバターの粒を感じるソフトクリームは、
乳化剤を使ってい
ない証し。ソフトクリームに十勝産粒あんをトッピングしたカップ
アイスと、
店の名物・豚丼を注文すれば、
離陸前の十勝尽くしが完成！

左／〈 あすなろファーミングのソフトクリーム 〉ミルク味400円。右／〈 カップソフトクリーム 〉
十勝つぶあんトッピング430円。やさしい甘さのあんは、
スッキリ味のソフトクリームにぴったり。

新千歳空港

出発ロビーで食べられる
おこっぺ牛乳の牧場ソフト

女満別空港

旭川空港

大空町の東藻琴（ひがしもこと）で乳製品を作る〈 ひがしもこと乳酪
館 〉のソフトクリームは、
さっぱりとした甘さが特徴。
〈 チーズソフ
ト 〉には、1キロのソフトクリームミックスに対して自家製カマン
ベールが約170グラムほど練り込まれており、
ミルクのなかにほんの
りとチーズが香る。
〈 白い恋人 〉のソフトクリームやシェイクも販売。

興部（おこっぺ）町の酪農家〈 ノースプレインファーム 〉の乳製品を
はじめ、
地元農家から仕入れた食材を使った料理が人気のレストラ
ン〈 エスペリオ 〉。旭川空港にある姉妹店のミルクスタンドで販売
されているのは、お土産やテイクアウトの乳製品が中心。おこっぺ
牛乳生まれのソフトクリームは、
牛乳の風味そのものが感じられる。

Information

Information

住

女満別空港2F
8:00〜20:00

電

0152-77-3412

無休
marchen-hill.com（道の駅メルヘンの丘めまんべつ）
時

※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。

休

左／〈 おこっぺ牛乳のソフトクリーム〉380円。中／酸味が効いた〈 ハスカップソースがけソフト〉530円。
右／毎日店内で焼き上げる〈 おこっぺ醗酵バタークロワッサン 〉1個324円。

旭川空港2F出発ロビー左 電 0166-73-6608
7:55〜20:00 休 無休 esperio.co.jp（エスペリオ）
northplainfarm.co.jp（ノースプレインファーム）
住
時

14

北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

移住してきた皆さんに、北海道の暮らしについてインタビュー！
photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano
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Person

荻原光央 さん
移住歴：愛知県→初山別村
居住期間：1年
生まれも育ちも名古屋市。自然
豊かな場所で暮らすことを望み、
知り合いの勧めで初山別村へ移
住。現在は地域おこし協力隊と
して、新規就農を目標に
〈木下り
んご園〉で農業研修中。「土に
触るのが好き。毎日楽しいです」

1歳のお子さんを育てつつ、
農作業に励む。ひと足先に
美深町へ移住したご両親と
も距離が近く安心。

自然豊かな土地で、農作業をしながら暮らす夢が叶いそうです。
しょさんべつ

Q. 初山別村に移住したきっかけは？

年がたちました。りんごやプラム、梨、 も多いのですが、だからこそ助け合い

幼い頃、自然の中で過ごすのが好き

さくらんぼといった果樹の剪定や畑の

の精神が生まれているのだと実感して

だったんです。いつかそんな場所で農

整備、収穫などをしつつ、敷地内で育

います。困ったときに誰かがサポート

作業をしながらのびのび暮らしたいと

てている野菜の世話や、近隣の農家さ

してくれる環境は、とても心強いです。

思っていたところ、美深町の知り合い

んのお手伝いもしています。

びふか

Q. 今後やってみたいことは？

に「後継者を探しているりんご園があ
るんだけど、どう？」と声をかけても

Q. 初山別村の印象は？

農業について経営も含めたノウハウを

らい、初山別村に移住してきました。

皆さんが「お子さんは元気？」
「よく頑

学び、就農したら夏は農作業、冬は加

張っているね」などと声をかけてくださ

工品作りに挑戦したいです。農業と暮

Q. いまはどんなことをしていますか？

るため、初めての土地でも不安はあり

らしを体験しながら大自然を通じて北

昨年春に地域おこし協力隊に着任し、

ませんでした。冬は雪深いうえ、畑で

海道のよさを知ってもらえるような、リ

は野生動物の食害問題など大変なこと

トリート※施設も開いてみたいですね。

〈木下りんご園〉で農業研修を始めて 1

星空に夢とロマンを求めて。

Place

地域情報
［初山別村］

Information

もち米や小麦の栽培、
酪農などの農業、
タコや真ふぐ、
秋鮭漁など
の漁業が基幹産業。20万平方メートル弱の広大な敷地の〈 みさき
台公園 〉内に、芝生が広がるキャンプ場や温泉宿泊施設、
「フォー
ク式65センチ反射天体望遠鏡」を備える〈しょさんべつ天文台 〉が
あるほか、海の中に佇む鳥居が特徴の〈 金比羅神社 〉も人気です。

移住支援金を活用して、北海道で働きませんか？
東京23区（在住者または通勤者）から北海道内に移住して、対象法人に就業した方や
テレワーク移住した方に最大100万円の「移住支援金」を支給します。支給には要件が
ありますので、
詳細は北海道のホームページ【 UIJターン新規就業支援事業 】の「移住
支援金特設ページ（移住者向け）」をご覧ください。
北海道UIJターン
検索

17

取材協力：初山別村企画振興室企画振興係

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

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

※日常を離れ、
自身と向き合う時間や空間

16

19

18

な まえ

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？
photo: Hideki Akita

ミニスキー

せきしろ（作家、俳人）
せきしろ／1970年、
北見市生まれ。主な
著書に『去年ルノアールで』
『バスは北を
進む』など、また又吉直樹氏との共著に
『カキフライが無いなら来なかった』など。
近著に『その落とし物は誰かの形見かも
しれない』がある。www.sekishiro.net

子どもの頃︑ミニスキーという
ものがあった︒通常のスキー板を
短くしたもので︑スキー板も靴を
固定するバンドもプラスチック製
という大変簡素なものだった︒
当時は冬になればスーパーや駄
菓子屋︑金物屋あたりでも売って
い た 記 憶 が あ る︒ 価 格 は 数 百 円
だったろうか︒
子どもの冬の遊びといえばソリ
が定番であり︑成長するとミニス
キーを履くようになる︒
ひとつ大人
になった証しのようなものだった︒
スキーと名がついているが坂を
滑るのはかなり難しく︑どちらか
というと雪道を速く進むための道
具として重宝された︒白い雪の道
を赤や青などの原色のミニスキー
が颯爽と進んでいった︒なかには
登下校がミニスキーの子もいた︒
とはいえ器用に坂を滑り降りる
子はいた︒雪を固めてちょっとし
たジャンプ台を作って遊ぶ子もい
た︒私はミニスキーが上手ではな
かったので︑さらに成長してみん
ながミニスキーを卒業してくれた
ときはホッとした︒
あれから何十年もたった︒いま
ならうまく滑れるのではないかと
思うも︑老いた身体はまったくつ
いていかず︑足や腰を痛める想像
をして顔をしかめるばかりだ︒

20
21

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、
北国ならではの風習や道具など。

第 30回

昭和の時代、
北海道の子どもたちにとって冬遊びの定番だったミニスキー。冬靴をそのままバンドで固定して装着。近所にある坂や公園の山などを滑っていた。

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。

児島舞（こじま・まい）さん／
埼玉県出身。旭川市の教育大
学を卒業後、教員として浜中
町、釧路市で生活。教員を退
職し、鶴居村へ移住。旅行で
訪れたフィンランドの土産店
でヒンメリと出合い、2014
年からヒンメリ作りを始める。

今回の手しごとは、素朴な美しさで
心を癒やす吊るし飾り、
ヒンメリ。
photo: Hideki Akita text: Ryosuke Iwamura
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左から、
〈 縁 〉6050円、
〈 雨 〉1万7600円、
〈芽
吹き 〉3080円。オーダーメイドも受け付ける。
児島さんがスタッフとして勤める阿寒町の
ショップ＆カフェ〈 RHYTHM02 〉のほか、
Instagram（@himmeli_toivoa）から購入可。

年に受講したワークショッ

プを機にヒンメリ作りを始めた児島

舞さん︒独学で経験を積みながら︑

多彩な作品を作り続けている︒﹁ブラ

ンド名は︑
フィンランド語で〝希望〟〝願

う〟という意味︒ヒンメリにはどこ

か神聖さを感じるのですが︑作品の

美しさとともに︑思いがきちんと伝

わる作品を届けていきたいです﹂

作品は︿雨﹀や︿風﹀
︿つぼみ﹀など

自然なものから名づける︒﹁素材のラ

イ麦は︑自宅の庭などで栽培したも

のを使っています︒種を蒔き︑収穫

した後に天日で乾燥させるなど︑下

準備には時間も労力もかかります﹂

鶴居村に移住したからヒンメリ作

りに巡り合えたと感謝する児島さん︒

﹁その時々の生活や環境で︑できる

ことや時間の使い方などは変わりま

すが︑しなやかに適応しながら長く

作り続けていけるといいですね﹂

2
0
1
4

toivoa
トイヴォア

（吊るし飾りヒンメリ／鶴居村）

シンプルな素材と手法
美しさに祈りを込めて。

左／素材は麦わらと糸だけと、
いたってシンプル。幾何学模様
の多面体を組み合わせて作られ
る。中／安心で安全なものを届
けたいと自ら無農薬で栽培した
ライ麦。太さを合わせ、
同じ長さ
に切りそろえて素材に。右／フィ
ンランドの伝統的な吊るし飾り
のヒンメリ。光と影のシルエッ
トや風に揺れるさまが楽しめる。

23
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が着く空港からの旅

愛知・名古屋

キロ分が︿ヒサヤ
アル︒緑豊かで︑より開放的な都
市公園として生まれ変わった︒
階のエリアに︿ザ

さらに︑タワーの内部も大規模
改修︒ 階と

県にゆかりの

想的なステイが形になっていた︒

土地の魅力を堪能する︒そんな理

とも実感できる︒名古屋の中心で

れると︑タワーに泊まっているこ

空間に剥き出しになった鉄骨に触

あるアートや伝統工芸が随所に︒

ホテルには東海

んじゃないかと思ったんです﹂

画︒同じことが名古屋でもできる

エッフェル塔に泊まる〟という企

出したのが︑以前あった〝パリの

きることは？と考えたとき︑思い

のシンボルを残すために自分にで

壊しの危機に瀕していました︒街

﹁名古屋テレビ塔は一時期︑取り

名古屋出身の藤巻満さんによる︒

ないアイデアは︑ホテルの代表で︑

電波塔に泊まるという世界に類の

タワーホテル ナゴヤ﹀が完成︒元

5

昨年 月︑
名古屋の中心地にある久屋大通公園の北エリアが
緑豊かで開放的な︿ヒサヤオオドオリパーク﹀
としてリニューアル︒

月︑この久屋大通

1 9

オオドオリパーク﹀としてリニュー

公園の北側 約

年

が戦後にできた久屋大通公園だ︒

2

アートに触れ︑
食事を楽しみ︑疲れたら 芝生の広場にごろり︒
都心の真ん中とは思えない︑
絶好の散歩コースです︒

本初の集約電波塔として︑
年に完成した名
古屋テレビ塔︵現・中部電
︶
︒その足元に
MIRAI TOWER
南北約 キロにわたって広がるの

力

日

4

名古
屋
の
真
ん
中
を

電

愛知県名古屋市中区錦3-6-15先
052-953-4450 料 1泊朝食付き3万1000円〜
住

2
0
2
0

爽快さんぽ！

Information
世界で唯一、
かつて電波塔だったタワーに宿泊できるユ
ニークなホテル。全15室の客室それぞれに、杉戸洋や瀧
本幹也といった世界的アーティストの作品が飾られてい
る。同じ部屋はひとつとなく、
訪れるたびに発見が。

1
9
5
4

3

ザ タワーホテル ナゴヤ

9

photo: Keiko Ichihara text: Yuka Uchida

2
5

THE TOWER HOTEL NAGOYA
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1.アーティスト鷲尾友公による客室。鉄骨がダイナミックに突き出し、テレビ塔に泊まっていることを実感できる。 2.展示が入れ替わるギャラリールーム。も
ちろん、
ここにも宿泊できる。 3.内装には東海の伝統文化が至るところに使われている。バスルームの壁は岐阜の笠原タイル。 4.客室に飾られた鷲尾友公の
作品。 5.ロビー。中央は森北伸による彫刻作品。 6.愛知県生まれの瀧本幹也とコラボレーションした客室。 7.ヒサヤオオドオリパークを見下ろせる部屋も。
1
4

7

3
6

A
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D
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〈 ヒサヤオオドオリパーク 〉の中
心にそびえる名古屋テレビ塔（現・
中部電力 MIRAI TOWER）。足元
の水盤には、
昼12時になると霧の
噴射が。涼やかな風景が楽しめる。

タワー×アート！
地上から離れてアートを堪能する

ます！
ここに泊まれ

街のシンボルタワーの足元がリニューアル！

ROCCA & FRIENDS CREPERIE to TEA

T4 NAGOYA

Eloise’s Café

ティーフォー ナゴヤ

エロイーズ カフェ

ファブカフェ ナゴヤ

素材にこだわった、
もっちりクレープ

タワーの足元で青空卓球にトライ！

朝食も人気な軽井沢発のカフェレストラン

公園を眺めつつ働くコミュニティカフェ

北海道産の牛乳や発酵バターなど、
素材にこだわりつつ、
見た目もキュート
な人気クレープが名古屋初上陸。名古屋限定メニュー〈 名古屋ブリュレ 〉
は、もっちりとしたクレープの中にレモンが効いたあずきクリーム&カス
タードクリームがたっぷり。パリパリとした表面とのバランスも絶妙！

都心の真ん中で、
のびのびと卓球を楽しめる複合施設。屋外卓球台は30分
1人300円とリーズナブルなので、平日はスーツを着たビジネスマンが、昼
休み中に卓球を楽しむ姿も。店内には日本のクラフトビールや日本酒がず
らり。角打ちスタイルのカフェ＆バーとしても楽しめる。

エッグベネディクトやふわふわのフレンチトーストなど、
朝食に食べたい
メニューが充実。外国人滞在者の多い軽井沢で生まれたカフェとあって、
アメリカの家庭を思わせる、どこかほっとする料理が味わえる。早朝なら
テラス席もおすすめ。公園の心地よい空気のなか、
優雅なモーニングを。

広々とした芝生広場に面したコミュニティカフェ。コワーキングスペース
のような空間で、
電源付きの席も充実。奥にはレーザーカッターやUVプリ
ンターなど、デジタルファブリケーションマシンを使えるコーナーも。仕
事からモノづくりまで活用でき、
第二のオフィスのような感覚で通う人も。

Information

Information

Information

Information

愛知県名古屋市中区丸の内 3-19-16先 RAYARD Hisaya-odori Park
ZONE2 電 052-211-9292 時 8:00〜19:00 休 無休

ZONE1

住
電

愛知県名古屋市中区錦3-15-11先 RAYARD Hisaya-odori Park ZONE4
052-211-9300 時 11:00〜20:00（19:30LO） 休 無休

住
電

愛知県名古屋市中区錦3-6-10先 RAYARD Hisaya-odori Park ZONE3
052-961-0169 時 10:00〜21:00（日・祝〜20:00） 休 不定休

上／ライチ×ローズが香
る〈 イスパハン 〉880 円
と〈 名 古 屋 ブ リ ュ レ 〉
980円。中／ベンチ席の
ある店内。下／ゾーン 4
は水盤の両脇に飲食店が。

愛知県名古屋市中区丸の内 3-6-18先 RAYARD Hisaya-odori Park
電 なし 時 9:00〜20:30（20:00LO）
、
木・金は8:00〜 休 無休

上 ／ ドリップ コーヒー

495 円と自家製プリン
440円。キーマカレーなど

食事も本格的。中／開放
的な空間。下／ゾーン 1
は広々とした芝生の広場。

ZO N E 2

ZO N E 1

ホ
テルでアートを楽しんだ

後は︿ヒサヤオオドオリ

4

パーク﹀を歩いてみよう︒

南北に長い敷地は つのゾーン

から成り︑それぞれに特徴がある︒

1

たとえば︑最も北側に位置する

ゾーン は︑広々とした芝生があ

るエリア︒週末ともなれば︑追い

かけっこをする子どもたちやピク

ニックを楽しむ家族の姿があちこ

ちに︒そこからタワーに向かって

2

南に進むと︑レストランやカフェ

が点在するゾーン ︒遊歩道沿い

に建物が並ぶ風景は︑小さな町に

3

迷い込んだような楽しさがある︒

ゾーン はタワーのお膝元︒小さ

めの芝生広場の周りで︑屋外卓球

を楽しむ若者も︒タワーの真下に

は︿ザ タワーホテル ナゴヤ﹀のカ

フェもあり︑パリさながらの空気

4

が 漂 う︒ タ ワ ー の 下 を 抜 け る と

で︑飲食店も多く︑人通りもあっ

ゾーン ︒水盤が象徴的なエリア

て賑やかだ︒

ヒサヤオオドオリパークが注目

されるもうひとつの理由が︑﹁ Park-

制度﹂を導入した日本最大級
PFI

の 公 園 で あ る こ と︒ Park-PFI
制

度とは︑都市公園に商業施設を招

き︑そこで生まれた利益を︑公園

の整備や維持に還元する仕組み︒

緑豊かで誰もが気持ちよく使える

公園を保つためのシステムとして

期待されている︒

木漏れ日や小鳥のさえずり︑大

地にごろんと寝転ぶ開放感を︑都

市の真ん中で味わえる贅沢︒これ

も未来を見据えた試みから生まれ

名古屋鉄道ミュースカイで名鉄名古屋駅
へ。名古屋市営地下鉄東山線に乗り換え、
栄駅下車。または金山駅で市営地下鉄名
城線に乗り換え栄駅。地上に出るとヒサ
ヤオオドオリパークのゾーン 4付近。ま
たは名鉄名古屋駅で名古屋市営地下鉄桜
通線に乗り換え、久屋大通へ。または金
山駅で市営地下鉄名城線に乗り換え、久
屋大通駅。地上に出るとゾーン2付近。

たもの︒名古屋という街の在り方

金山駅

栄駅
久屋大通駅

名鉄名古屋駅
中部国際空港

中部国際空港から
ヒサヤオオドオリパークへの
アクセス

住

上／スモークサーモン＆
アボカドベネディクト
1180 円。中／ナチュラ
ルな店内。下／ゾーン２
は小径に飲食店が並び、
そぞろ歩きにぴったり。

ZON E 3

も変える︑新たなスポットだ︒

Access

住

上／角打ちを楽しむとき
は卓球台がテーブル代わ
り！ 中／屋外には3台
の卓球台が。下／ゾーン
3はタワー真下の広場で
くつろげる。

ZO NE 4
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FabCafe Nagoya

ロッカ&フレンズ クレープリー ト ティー

市民の憩いの場で
新しい名古屋を知る。

26

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。

4

3

ESPRESSO D WORKS

HARIO CAFE &
Lampwork Factory

エスプレッソディーワークス

1

2
カレー専門店 YELLOW
カレーを通して触れられる
インドの食文化の多様性
スープストックトーキョーによる、ベジ

タリアンもノンベジタリアンも楽しめる
カレー専門店。計 6 種類のスパイスカ

レーを自由に組み合わせられる「あいが
住

東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷1F

電

03-5315-0910
土・日・祝 8:00〜21:00
8:00〜22:00、

時
休

施設に準ずる

パンナコッタや独自ブレンドのコーヒー
を提供。スパイスの効いた香り豊かなカ

地上90メートルの高さにある展望台「ス
カイデッキ」もリニューアル。天井や壁
に設置されたミラーに公園の緑や街の明
かりを映し出すドラマチックな演出が楽
しめる。名古屋市内の夜景は、
日本夜景
遺産にも認定されている美しさ。夜の空
中散歩もおすすめだ。

住 愛知県名古屋市中区錦3-15-17先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE4
電 070-2163-2742
時 9:30〜22:00 休 無休

住 愛知県名古屋市中区錦3-5-11先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE3
電 052-211-9511
時 11:00〜20:00 休 無休

住 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE1
電 052-211-9791 時 10:00〜22:00
（21:30LO） 休 無休

愛知県名古屋市中区錦3-6-15先
052-971-8546 時 10:00〜21:00
（土〜21:40）※最終入場は閉場20分前
休 無休 料 大人900円、
小人400円
電

ヒサヤオオドオリパークでは、
自分の
居場所が直感的にわかるよう、
地面に
ロゴが描かれている。ゾーン1の芝生
広場なら、
芝をイメージしたジグザク
模様。ゾーン 4 の水盤近くなら雫の
マーク。探すのも散歩の楽しみに。

まだあるパーク内の人気店!
散歩途中にどこに立ち寄る?
約5万4000平米もの広々とした敷地に、
〈ヒサヤオオドオリパーク〉。
34のテナントが集結する
ランチに、お茶に、立ち寄りたい店がいっぱい！

住 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー 39F
電 03-5424-1300 時 11:30〜16:00
（15:00LO）／17:30〜23:00（22:30LO）、
土・日・祝 11:00〜23:00（22:30LO） 休 無休

ラン〈ピースカフェ〉。横浜の店舗では、

住 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1
相鉄ジョイナスB1 電 045-620-0144
時 11:00〜22:00 休 施設に準ずる

住

るひと皿を、驚きとともに味わってみて。

ハワイで人気のヴィーガンカフェレスト
〈ハーブ香るローストベジタブルカレー〉ほか
カレー全品 イートイン950円・
テイクアウト932円

パーク内に描かれた
ロゴマークに注目！

ライムを搾ることで色彩の変化も楽しめ

店。現地のおいしさを再現したメニューは、

らの味わいを楽しめる
〈台湾甜商店〉新宿
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イベントやワークショップを頻繁に開催
し、
本屋の枠組みを拡張し続けている天
狼院書店が名古屋に初出店。公園という
立地を生かして、
プロのカメラマンを招
いたモデル撮影会なども開催。テラス席
もあり、
公園の心地よさを感じながら読
書を楽しめる。

イスと 12 種の具材を混ぜて味わう、タ

ローハン）や牛肉麺など、台湾屋台さなが

住 東京都新宿区新宿3-36-10 アインズ&トルペ
新宿東口店 2F 電 03-5925-8240
時 11:00〜22:00
（店内飲食21:00LO、
テイクアウト21:50LO） 休 施設に準ずる

創業100年の耐熱ガラスメーカー〈ハリ
オ〉が直営するカフェ＆ショップ。ハリ
オの器具で淹れるコーヒーを味わえるカ
ウンターの隣に、
ハリオオリジナルのガ
ラスアクセサリーを置くショップが併設
されている。老舗ガラスメーカーの技術
を堪能できる空間。

イのライスサラダ〈カオヤム〉が登場。

食べ応えもしっかりとある
ハワイ発のヴィーガンカレー

ニスイーツや台湾茶付きのセットをぜひ。

水分量100％を実現した、
驚くほど柔ら
かい食パン〈ワンハンドレッド〉で一躍有
名になった人気のベーカリーカフェ。パ
ンのほかにパンケーキや手打ちパスタ、
東京・清澄白河の人気ロースター〈オー
ルプレス・エスプレッソ 〉が焙煎した
コーヒーも味わえる。

ブで鮮やかな青色に炊いたジャスミンラ

横浜ジョイナス店

煮込んだ角煮を白飯にかけた魯肉飯
（ルー

くれそう。台湾の味を満喫したい人は、ミ

リニューアルした展望台から
名古屋の街を一望！

ドニー発のレストラン。この春にはハー

Peace Cafe

八角などのスパイスが香る甘辛いタレで

まるで旅をしているような気分にさせて

話題の体験型書店が
パークの最北にオープン！

れたモダン・アジアン料理を楽しめるシ

4

台湾好きにはたまらない
ローカルフードが勢ぞろい

中部電力 MIRAI TOWER
Chubu Electric Power MIRAI TOWER

老舗のガラスメーカーによる
コーヒーとアクセサリーの店

辛さ、甘み、酸味、塩気のバランスがと

テーマ

台 湾 甜 商 店 新宿店

天狼院書店
TENRO-IN Book Store

名物のふわふわ食パンと
自家焙煎コーヒーを味わいに

美しい色彩も楽しめる
タイのライスサラダ

&

牛肉麺セット（選べるミニスイーツ・
週替わり台湾茶付き）1280円
魯肉飯セット（スープ・選べるミニスイーツ・
週替わり台湾茶付き）1080円

1

Longrain TOKYO

レーは、おなかも心も満たしてくれそう。

味覚で楽しむ異国情緒︒
東京で味わ う
〝カレー エスニック〟
︒

3

〈カオヤム〉ランチセット1400円（平日限定）
・
ディナータイム（2名分）2000円
（税込み・サービス料別）

けカレー」をはじめ、カルダモンが香る

ハリオ カフェ&ランプ ワーク ファクトリー

2

本国のレシピをアレンジした日本オリジ
ナルのカレーを味わえます。2 種類から

選べるルーには辛さを調整できるものも
あるので、辛いものが苦手な方にもおす
すめ。お土産に人気の〈カレーブレッド
横濱〉もお見逃しなく。

8

7

6

5

Arcoba

ワイマーケットの
クラフト食堂 ナゴロバ

糀 MARUTANI

Cafe de paris

愛知・三河の蔵元が届ける、
日本酒と糀の新たな楽しみ

SNS映え必至 !?
韓国発のフルーツパフェ

アルコバ

Y.MARKET’s Craft-Shokudo NAGOROBA

薪焼きの肉料理が人気の
カジュアルなイタリアン

クラフトビール醸造所による
発酵がテーマの居酒屋

京都の名店〈イルギオットーネ〉の元料
理長が手がけるカジュアルイタリアン。
店名の由来は、
虹を意味するイタリア語
「アルコバレーノ」。時に賑やかに、
時に
のんびりと楽しんでほしいという思いが
込められている。中部電力 M I R A I
TOWERを一望するテラス席が人気。

〈ワイマーケット〉は名古屋発のクラフ
トビール醸造所。その醸造所が手がける
この居酒屋では、
自社製のビール全15種
が楽しめる。料理は、
ビールと同じく発
酵がテーマ。おばんざいや炉端焼きなど、
どこか懐かしい気分に。発酵ドリンクや
日本酒も充実。

住 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-14先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE2
電 052-211-9955
時 11:00〜15:00
（14:00LO）、
18:00〜23:00（22:00LO） 休 水

住 愛知県名古屋市中区錦3-15-11先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE4
電 052-211-9833
時 11:00〜23:00
（22:00LO） 休 無休

Koji マルタニ

カフェ ド パリ

愛知県三河で150年余り続く〈 関谷醸
造〉が手がけるレストラン。店内に麹室
があり、ここで作った自家製の生糀を
使った料理やスイーツ、
スムージーが味
わえる。酒蔵直営とあって、
特別なサー
バーから注がれる生原酒も日本酒ファン
の間で話題になっている。

美しく盛りつけられたフルーツとたっぷ
りのホイップクリーム。2009年に韓国
でオープンし、
瞬く間に話題となった人
気店が名古屋に上陸！ イチゴや青ブド
ウなどが季節ごとに味わえる。写真のメ
ニューはテイクアウトオンリー。ゾーン
4の水辺の風景を眺めながら味わいたい。

住 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-13先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE2
電 052-211-9200
時 11:00〜15:00
（14:30LO）、
16:00〜22:00（21:00LO） 休 無休

住 愛知県名古屋市中区錦3-15-15先
RAYARD Hisaya-odori Park ZONE4
電 052-211-9670
時 11:00〜21:00
（20:30LO） 休 無休

※営業時間や休業日、
料金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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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。
今回は、

重官園﹀
︵

年〜 年︶が存

た牧場・森・農園の つの暮らし
を柱にプロジェクトを展開してい

ヘク
在した地域で︑日本の西洋農業発

駒ヶ岳を背景に︑約
タールの広大な敷地の中で︑在来

どうしたらそのコンセプトを社

ます﹂と語るのは︑取締役の大藤

び︑馬と共に暮らしていたんです︒
会に提案していけるか︒それを考

将太さん︒

時代が変わったいま︑人と馬とが

祥の地といわれている︒開拓者た

﹀は﹁ 人 と 自 然 と
︿ Paard Musée

ちは馬で畑を耕し︑馬で荷物を運

動物の共存﹂をコンセプトに活動
え生まれたアクティビティが﹁牧

の暮らしを体験してほしいんです﹂

世話から馬場での乗馬までをひと

わら作業や︑ブラッシングなどの

きるメニューで︑放牧・餌やり・寝

クな製法で︑

北海道産の

ボイラーで煮詰めるというクラシッ

馬で運び︑敷地内にある工房の薪

の樹液︒毎日森で採取した樹液を

か採取することができないカエデ

と目を輝かせながら目標を語る大

ウトドアサウナを考えています﹂

です︒次はこの大自然の中でのア

は﹃ 世紀の開拓﹄と呼んでいるん

暮らしていく︒これを自分たちで

うにとの思いから名づけま

を通じて会話が生まれるよ

の〝吹き出し〟を表し、誌面

』。タイトルは漫画など
oon

ら発信しているのを感じて

好きなものを、楽しみなが

本当にいいところ。自分が

につながります。西胆振は

うれしいですし、やりがい

北海道のアートシーンや
地域を活性化したい。そん
な思いから、若い世代の地
元作家による作品を展示す
る場をつくり、
応援するため

展示するアートフェアを毎
年 月に開催。またショッ
プ＆カフェ〈 FAbULOUS
〉
の壁面展示スペースには、
月替わりで作家一組を取り

もらえたらうれしいですね。

アートをより身近に感じて

で作品を目にすることで、

ています。さまざまな場所

の企画に取り組んでいます。 上げ、作品を展示・販売し
例えば〈クロスホテル札
幌〉では、年間を通して作
家の作品を展示・販売する
ほか、客室にアート作品を

フリーペーパーと動画が連動︒
地域の話題を地元目線で発信！

函館市
from

いるようだ︒

まで、北海道にゆかりのあ

ンギスカン鍋などの特産品

た動物から、木彫り熊やジ

〈 23546PINS
〉。キタキツネ
やエゾシカ、渓流魚といっ

た函館発のピンズブランド

２０１９年にスタートし

けたくなるアクセサリーで

て、普段から気軽に身に着

ネートのワンポイントとし

バッグなどにも、コーディ

はもちろん、襟元や胸元、

富。うれしいお土産として

なモチーフ、ユーモアあふ

アルなイラストやシュール

見つけてください！

れるパロディなど種類も豊

るモチーフを描いたご当地

す。あなたのお気に入りを
独特なタッチが魅力で、リ

遊び心のあるモチーフと

北海道らしいモチーフが新鮮
普段使いできるご当地ピンズ︒

重ね着けもおすすめ！

古隅 章さん

21

メープルシロップを製造している︒ 藤さんには︑開拓者の魂が宿って

1
0
0
%
ピンズを展開しています。

JR函館駅構内〈 四季彩館 〉や

もうひとつ︑馬と森を活用した

通り行う︒﹁観光乗馬ではなく︑
馬と

直し︑いまの時代に生かして共に

どう生きるか︑自然とどう関わる

び り と 草 を 食 む︒ 七 飯 町 に あ る

3

和種馬の〝 どさんこ 〟たちがのん

94

する会社だ︒

21世紀を開拓する！

場暮らし体験﹂だ︒文字どおり牧

3

のかを考え︑どさんこを中心とし

2

札幌市出身。
〈 Paard Musée 〉取締役。札幌で
観光・不動産開発に携わっていたが第一次産業
に興味があり「どこかで生活ごとシフトした
い」と考え、創設時に関わったのをきっかけに
七飯町へ移住。www.paardmusee.com

年のうちで 〜 月の数週間し

Profile

﹁七飯町はかつて農業試験場︿七

大藤将太さん（写真右）

場スタッフの作業を丸ごと体験で

パド・ミュゼ

事業が﹁メープルシロップ作り﹂だ︒ ﹁馬の仕事︑森の恵みの価値を見

日 常でアートをもっと身近に
地元作家の作品を多様に展示︒

取材先の漁師さんや農家

した。普段の暮らしの中で

もらえたら。今後も動画と

リーペーパー『 Speech ball さんに喜んでもらえるのは

気がついた地域の魅力や、

連動させながら発行してい

函館空港内〈 函と館 〉をはじ
め、セレクトショップなどで
販売。オンラインストアでも
購入可能。fus.base.shop

butadon-porco.com

昨年６月に創刊したフ

1
2
0

Paard Musée

30
31

1
8
7
0

1
札幌市出身。アートショッ
プ〈 hanaagura 〉を経営す
るほか、 フリーランスの
キュレーターとして幅広く
活躍中。
「これからも地元
の若い作家たちと共に、
アートを通じて地域を盛り
上げていきます！」
西胆振管内の道の駅や公共
施設、飲食店などで無料配
布。最新情報や無料の送付
申し込みは 、Tw i t t e r（ @
Speech_balloon_）から。

!
〈 豚丼ポルコ 函館本店 〉
〈街の山小屋 CAMP5 〉代
表。
「もともと海外土産に
ピンズを集めていて、北海
道らしい木彫り熊を身に着
けたら面白いというアイデ
アから広がりました」

きますのでお楽しみに。

松村幸司朗さん
松村聡子さん

道央圏西胆振の穏やかな
〝空

伊達市

photo: Hideki Akita text: Yuka Takashima

キュレーターの古隅章さん、西胆振のフリーペーパー
『Speech balloon』、函館発のピンズブランド
〈23546PINS〉
から！

VOL.30

!
from

11

from

気感〟をお伝えしています。

吉田貫太郎さん

北海道に愛着やこだわりを持って働く人がいます。今回は七飯町にある
〈Paard Musée〉。
馬と人と自然の暮らしを現代のスタイルとして構築するプロジェクトに取り組んでいます。

北海道発

馬との暮らし体験
地元のよさを感じて

札幌市

アートで街を元気に！

どさんこは体高約130〜140センチと小柄（右）。目の前には雄大な駒ヶ岳が広がるロケーション（中央）。ヴィンテージ感あふれるログハウスは、
牧場暮らし体験で宿泊できる（左上）。メープルシロップはウェブショップのほか、
函館市内の小売店や道の駅、
函館空港売店でも販売（左下）。
絵画やイラスト、
写真、
グラフィック、
版画、立体など多彩なジャンルの作
品を展示。最新情報は Instagram
（@furuhanaagura）をチェック。
伊達市出身。横浜市の大学
卒業後にUターン。フリーラ
ンスで映像制作・写真撮影・
文章執筆などを行いながら、
フリーペーパー『Speech
balloon 』を自主制作。取
材・撮影・編集を一人で担当
している。

HOKKAIDO

HAPPY NEWS
illustration: Yoshifumi Takeda
text: Ryosuke Iwamura

第20 回
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、夜景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、
右列の星空スポットをヒントに当ててください。
text: Ryosuke Iwamura

Q.

今回の市町村!

A
C
B

右列の星空スポットがある市町村のサインは?
ヒント

1

A

総面積の約9 割が森林
1987 年に行われた「星空の街・あ

しょさんべつ天文台／初山別村

昼夜とも天体観測可

反射天体望遠鏡」を設置し、晴

省
（当時の環境庁）
から
「星空の街」

天であれば日中でも望遠鏡を通

に認定されました。澄んだ空気を

して星を見ることが可能です。

育む豊かな森林と、周辺の光を遮

星に自分の好きな名前をつけて

るように囲む山々が、天然のプラ

登録・保管する「マイスターズ

ネタリウムを作り上げています。

ヒント

2

システム」も好評。

B

豊かな自然と気候風土
「雪質日本一のまち」を独自に宣

上金剛山展望台／芦別市

360度見渡せる眺望

開けた星空が魅力。春は桜、秋

になることも。幻想的な自然現象、

は紅葉と、その時季によって異

サンピラー（太陽柱）が出現しや

日本海に面し、遮るものが少なく
大パノラマが広がります。
〈みさ
き台公園〉の崖下にある〈金比羅
神社〉は撮影スポットとして人気。

クイズの答えは
40ページに
あります。
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ば雲海を見られるかも。

C

満天の星と海岸に沈む夕日が自慢。

A.

す。春と秋の早朝、条件が整え

もち米の作付面積が日本一。

星を浴びる体験が魅力

?

なる景色を眺めることができま

すい場所としても知られています。

ヒント

時季により、海の中に立つ鳥居に
重なる夕日が神秘的です。

ん、芦別岳や十勝岳を望める絶
メートルと低めですが、展望の

象から夏冬の寒暖差が 60 度以上

3

市街地を一望できるのはもちろ

好のロケーション。標高は314

言してまちづくり。盆地特有の気

?

使われた月着陸船がモデル。施

設内には「フォーク式65センチ

おぞらの街コンテスト」で、環境

?

建物はアメリカのアポロ計画で

なよろ市立天文台／名寄市

展示コーナーも充実

公開天文台としては国内2番目

の口径を誇る「 1.6 メートル反

射望遠鏡」や「50センチ反射望

遠鏡」などの観測機器が多数あ

ります。屋上には屋根がスライ

ドする観測室や、天体広場が。
併設の「デジタルプラネタリウ

ム 」で は 、星 と 音 楽 の コ ラ ボ
レーションを楽しめます。

インフォメーション

AIRDOでは Web 会員を随時募集しています。
ウェブサイト
（www.airdo.jp）にアクセス。抽選でプレゼントが当たります！
ウェブサイトからアンケートにお答えいただくと、
「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼント!
入会費・年会費無料。AIRDO Web会員の詳細はホームページをご覧ください。
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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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SAFETY INFORMATION

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

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

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

安全なご旅行のために

機内でのお願い

快適にお過ごしいただくために

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

● 手荷物収納時や取り出しの際に手荷物が落

下し、負傷する事象が発生しています。手荷

物の収納、取り出しの際はご注意ください。手

荷物は前の座席の下にも置いていただけます。
● 水筒やペットボトルは上の棚に入れずに

シートポケットをお使いください。

Requests while in the cabin

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

緊急脱出時のお願い

Request for assistance during
an emergency evacuation

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

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

Q なぜ手荷物を持って脱出してはいけないの？
A 手荷物を持っていると、正しい脱出姿勢が

とれません。また、手荷物が座席に引っ掛か
るなど、脱出の妨げになることがあります。

Q なぜハイヒールは脱がなければいけないの？
A ハイヒールで脱出用シューターを破損してし

まう恐れがあります。

● 脱出用シューターを滑る際は、足を肩幅に広
げ、両腕を前に出してできるだけ前傾姿勢をとっ
てください。
● 脱出後は飛行機から離れてください。
● 客室乗務員が援助のお願いをさせていただく
場合があります。
● 脱出用シューターの脇に立ち、後から滑り降

りてくる人の腕を引き起こしてください。

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

● 飛行機から離れるように「遠くへ逃げて」と

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

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

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

声をおかけください。

●「大丈夫！ 落ち着いて！」とお客様同士で声を
おかけください。

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

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

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

ドア操作中の
お手伝いについて

Passengers with children
Please take care that your
child’s fingers do not get
pinched by the seatbelt buckle,
the armrest, or the folding
table. Please also take care that
your child's fingers do not get
caught in the lavatory door or
waste bin lid.
There is one more oxygen
mask than the number of seats.
Because of the limited number
of oxygen masks, no more than
one infant may sit in the same
row (except when individual
seats are secured).

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

Assistance in
operating doors

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

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

シートベルト
着用サイン点灯中

When the
seatbelt sign is on

後にお手伝いに伺います。

乗務員より

Message from the crew

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

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

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

● ご用のあるお客様はシー
トベルト着用サイン消灯後に
対応させていただきます。

なってしまいます。
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Please pay attention to the pre-takeoff briefing
concerning emergency equipment in the aircraft (video
and demonstration by flight attendants). Please pay
attention to the safety information provided by the
flight attendants.

んでいると水漏れするケースがあります。

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

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

九十九里浜

館山
房総半島

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
（承認番号 令元情使、第415-GISMAP42612号）
2万5千分の1地形図を使用した。
測量法に基づく国土地理院長承認（使用）
R2JHs 66-GISMAP44046号
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AIRDO INFORMATION

係員はバッジを着用しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

お見かけの際はお気軽にお声がけください。

www.airdo.jp
北海道観光マスター

北海道フードマイスター

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

2

TOPIC

「北海道みんなの日」
7月17日は、

神戸空港限定！

1

北海道の価値を見つめ直し、
これからの北海道を考える日です。

神戸空港オリジナル「缶バッジ」
「マグネット」
ガチャマシン設置中！

1869（明治2）年、北海道の名づけ親とされる松浦武四郎が、
明治政府に
「北加伊道」
という名称を提案した7月17日は、
「北海道みんなの日」
（愛称・道みんの日）
です。
北海道の魅力と価値を再発見し、
北海道を誇りに思う心を育み、
より豊かな北海道を築き上げることを期する日として平成29年に制定しました。
この日をきっかけに、
北海道に愛着や誇りを持っていただき、
北海道の魅力を発信する機会としていただければ幸いです。

7月17日「道みんの日」を中心に、シンポジウムの開催や公立施設の無料開放など、
さまざまな取り組みを行います。
詳しくは、
「北海道みんなの日」
で検索、
または北海道のホームページをご覧ください。

現在、神戸空港のANAチェックインカウンター前に神戸空港オリジナル缶バッジと

北海道

マグネットのガチャマシンが設置されています。
マシンには常時10種類

問 合 先:
北海道環境生活部

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/ss/717/event.htm

※画像

ソラシドエア3種）
の缶バッジ・マグネットが入っています。
（AIRDO4種、ANA3種、
なお、
AIRDOオリジナル缶バッジのデザインは全22種類。マシンにはそのうち

安全局道民生活課 ☎011-204-5663

〜在庫

金額

1回100円

次第終了

神戸空港にお立ち寄りの際は、ぜひチャレンジしてAIRDOオリジナル缶バッジを手に入れてください！

TOPIC

「

予約・案内センターのフリーダイヤル廃止のご案内

札幌:011-707-1122
東京:03-6741-1122

、航空券

AIRDO Web

予約･変更･払 戻
、
AIRDO Web
http://www.airdo.jp/

利用

･

･

A.

AIRDOでは、予約・案内センターのフリーダイヤルを、2021年6月30日をもって廃止することとなりました。
7月以降、現行ご案内しております下記の電話番号は引き続きご利用いただけます。
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期間

※
設置 ANA
営業時間内 限
。

4種類が入っており、デザインは数か月ごとに入れ替わります。何が出るかはお楽しみ！
売り上げは、全額〈日本赤十字社〉および〈チャイルド・ケモ・ハウス〉
に寄付されます。

3

。

。

33ページ

カントリーサイン
クイズの正解

」

http://kemohouse.jp/

1

B

芦別市
「星の降る里」のキャッ
チコピーとともに、豊
かな森林と星が瞬く夜
空をイラストに。

2

C

3

A

名寄市

初山別村

星空の下に広がる田ん
ぼを背景に、もち米の
稲穂とひまわりを伸び
ゆくおもちで表現。

夜空に流れる星の軌跡
と、
村のシンボル〈しょ
さんべつ天文台 〉が描
かれています。
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大きさの目安

5cm

10cm

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

15cm

20cm

25cm

INFLIGHT SALES

マスクケースの横サイズ

北海道スープ2種セットの縦サイズ

オニオンスープの縦サイズ

スキンケアオイルセットの縦サイズ

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。

マスクケースセット
Disposable Face Mask and Mask Keeper
口罩收纳盒套装／口罩收納盒組合
마스크 케이스 세트

¥500
セット内容：オリジナルデザインマスクケース
（クリアファイル、
抗菌対応）
×1枚、
個包装不織布マスク×5枚 マスクサイズ：縦約9.5cm×横約17.5cm
マスクケースサイズ：縦約11cm×横約20cm

個包装マスク5枚入り

必需品であるマスクを
安心して保管

スキンケアオイルセット

コロク リップクリーム

Horse Oil Face and Body Balm

Lip Balm

护肤油组合（五个装）／護膚油組合
（五個裝）
고보습 말기름 5개 세트

润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥1,000

¥1,000

グレープフルーツ、
ダマスクローズ、
内容量：5個（ナチュラル、
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

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

さらっと溶けて、
しっとりさっぱりの馬油

北海道の自然成分で唇をやさしく保湿

馬油やミツロウなど、天然成分のみを使った高保湿のスキンケアオイ

自然素材を使った〈 Coroku（コロク）〉のリップクリーム。ミント、ハマ

ル。
〈 北海道純馬油本舗 〉が高濃度純粋精製法で丁寧に作っています。

ナス、スズランの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン E を豊富に含む、

入浴後の保湿や、
男性の髭剃り後、
赤ちゃんにもおすすめです。

北海道北竜町産のヒマワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

国産の不織布マスク5枚とオリジナルデ
ザインのマスクケースのセットです。マス
クケースはクリアファイルタイプなので、
チケットケースとしても。マスク生活に

NEW

ちょっとした楽しさをプラスしてみては。

リフレクター
Reflector Keychain
反光钥匙扣／反射板鑰匙扣
리플렉터 열쇠고리

¥700
サイズ：縦約7.5cm×横約6.3cm、
ボールチェーン全長約14cm

チャームとしても使える
キーホルダータイプ
木馬に乗ったベア・ドゥがとてもかわい
いリフレクター（反射材）です。自動車の
ヘッドライトに反射するので、
夜間の交通
安全グッズとしても役立ちます。裏面に
は名前を書くスペースもあり実用的です。

CA ベア・ドゥぬいぐるみ
北海道スープ2 種セット

Cup Soup Onion

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

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

¥500

¥1,000

内容量：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：たまねぎ5g×16本、
じゃがバター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。

大人気ベア・ドゥが
CAユニフォームで登場

北海道北見地方産のたまねぎの豊かな風味

北海道の野菜がしっかり味わえるスープ

いて、
CA姿のベア・ドゥが登場。スカート

生産量日本一！「北見たまねぎ」のエキスを粉末化したオニオンエキ

「北見たまねぎ」のコクと旨みが詰まった風味豊かなオニオンスープ

スパウダーを約50％使用したオニオンスープ。玉ねぎのコクと旨みが

と、北海道産じゃがいもの甘みとバターの風味が溶け合うじゃがバ

“ぎゅっ”と詰まっています。コンソメ代わりの調味料としても。

タースープの2種セット。朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

※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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Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

オニオンスープ

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

¥2,000
サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続
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。

※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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AIRDO CHANNEL

DRINK & AUDIO PROGRAM
お飲物と機内オーディオ案内

「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！

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。

AIRDOは「そらぷちキッズキャンプ」の活動を応援しています

眼下には広大な石狩平野が広がる風光明媚な観光地です。
この一角にある施設が日本初、

アジア
（中東を除く）
でも初のシリアスファン 公認キャンプ場「そらぷちキッズキャンプ」
です。
＊

＊シリアスファン・チルドレンズネットワーク：ハリウッド俳優、
故ポール・ニューマン氏が米国で創設した、
難病の子どもと家族のための医療ケア付きキャンプの世界的なネットワーク。

5ch

各種ソフトドリンクをご用意しております。

60 分

パーソナリティ：

プログラム

音尾琢真
旭川市出身。
演劇ユニッ
ト〈TEAM NACS〉所
（金）公開
属。8 月 20 日

Scene from Hokkaido
〜北の空より〜

［オープニング］

［世界を結ぶ音楽のかけ橋②〜海外の歌］
レッサンフィリリ

佐野 碧（AOI FACTORY Records）

D.W.ニコルズ（haleiwa records）

素敵な16才

小泉今日子（ビクターエンタテインメント）

終わらない歌

パーランマウム（ユニバーサル ミュージック）

島津亜矢（テイチクエンタテインメント）

誘惑

ダイアナ・ガーネット

活動です。子どもたちの状態に合わせ、

す。昨年度は、北海道内を対象とした

族を、全国各地から医療ケア付きキャ

「北海道動物のウォールステッカー」や

日帰りキャンプを 14 回実施し、馬アク

ンプ場へ無料で招待し、北海道の豊か

「おうちキャンプ用品」「クリスマスギフ

ティビティや森の探検、芝生遊びなど

な自然の中で「かけがえのない時間」

ト」など、闘病の励みになればとプレ

を楽しんでもらいました。また秋には、

「明日を生きるエネルギー」をプレゼ

ゼントを贈りました。
キャンプ場に積もっ

関東在住の小児がんと闘う子どもと家

ントしています。活動を始めて 15 年

た雪を専用のスノーボックスに詰め、

族を、主治医同行の下、AIRDO 便で

あまりが過ぎ、これまで 1000 名を超

冷凍空輸で贈った「スノーギフト」には、

招いて、宿泊キャンプを実施しました。

える難病の子どもと家族を招待するこ

降雪量の少ない地域の小児病院の医

家族一緒にアーチェリーや焚き火での

とができました。

療従事者の皆さんも盛り上がってくれ

おやつ作り、乗馬など北海道の自然を
満喫してもらいました。

コロナ禍が続く現在、志はこれまでと

たそうです。2021 年度は、
新たに「自

同じですが、少し活動を工夫して、大き

然体験 VR 映像の上映会」や「出張キャ

く2 つの活動に取り組んでいます。ひと

ンプ」も企画・準備しています。

つ目の取り組みは、
「難病の子どもたち

2 つ目の取り組みは、「同居する 1

これからも、難病と闘う子どもと家
族の幸せを願い、さらに工夫して活動
していきます。

高本一郎（Zipangu）
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script: こばやし さかえ

デビー・ギブソン

1ch

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。 変更の場合もございます。

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

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。

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

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。
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

Token of
thanks for eco

女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm

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

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

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

この紙コップで
ご提供!

ミネラルウォーター

NHK第一放送

ラジオ
放送

※お休み中のお客様には声
をおかけしません。お目覚め

の提供となります。

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

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

COLD

の際、お気軽にお申しつけく
ださい。※すべて紙コップで

浪漫飛行

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

ご支援、お問い合わせについて
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ http://www.solaputi.jp/
〒079-0461 北海道滝川市江部乙町丸加高原4264-1 TEL: 0125-75-3200 FAX: 0125-75-3211

国産茶葉100%使用の
香り高い緑茶飲料。

Boarding Pass

われる難病と闘う子どもたちとその家

北海道北見地方産の
たまねぎで作る人気の味。

COLD

Voyage

Boarding Pass

徹底したキャンプを実施する」活動で

日式绿茶
日式綠茶
일본 녹차

［テーマ曲］

スコット・マーフィー

（ユニバーサル ミュージック）

ヘドバとダビデ（ヤマハ）

宅に “ ちょっとした楽しみ ” を届ける」

北海道产洋葱汤
北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

布施 明（キングレコード）

ナオミの夢（日本語バージョン）

プは、日本国内に約 20 万人いるとい

北海道风味咖啡
北海道風味咖啡
홋카이도 블렌드 커피

マイ・ウェイ

手紙〜拝啓十五の君へ〜

家族のみを対象として、感染症対策を

緑茶
Japanese Green Tea

［エンディング］

（ソニー・ミュージックダイレクト）

が闘病をしている全国各地の病院や自

オニオンスープ
Onion Soup

平原綾香（ドリーミュージック）

secret base〜君がくれたもの〜

公益財団法人そらぷちキッズキャン

ブレンドコーヒー

Sleepers, Wake!

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

現在の活動について公益財団法人そらぷちキッズキャンプ 佐々木健一郎事務局長に伺いました

COLD

Blend Coffee

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

The Rose

エリック・マーティン

全国各地へ贈ったスノーギフト。

HOT

予定の映画『孤狼の血

［世界を結ぶ音楽のかけ橋①〜日本の歌］

車いすで行けるツリーハウス。

HOT

LEVEL2』に出演。

休日前夜

車いすから降りて乗馬にチャレンジ。

DRINK

Boarding Pass

北海道空知の中心都市、滝川市の丸加高原は、春は菜の花、秋には色とりどりのコスモスが一面に咲き、

AUDIO PROGRAM

Boarding Pass

〜病気と闘う子どもたちに笑顔を〜

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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夢の掴み方を教えてもらいました。

教えて！

大阪府大東市出身。1998 年に〈 日本ハム
ファイターズ 〉へ入団し、2004年には最優
秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。10年以降
はメジャーリーグでも活躍。14年の現役引
退後は、
野球解説者として活動。45歳。

夢の
叶え方。

子どもには大きな夢があります。
スポーツ選手だって、昔は子ども。

教えてくれた人： 建山義紀さん

ス
アスア ラボととも
に！

Children’s Dreams

“野球選手になりたい”
自

分の野球人生はエリート街道ではな

正しいトレーニングを

す危険性を感じてほしいそう。
「今日も股関

く、挫折しながらプロになれたと振

節や体幹の運動を行いましたが、練習量を

り返る建山義紀さん。
「失敗をしても、そ

こなすことで満足感を得てほしくないんで

れがまた努力をすることにつながったり、

す。たとえば腹筋は大きな筋肉で、ケガに

明確な目標へと変わっていった。うまくい

つながりにくい部位なので毎日トレーニン

かなかったときの経験が成長させてくれた

グしてもいいと思いますが、肩や関節につ

んです」。プロを目指すために必要な力を

ながる部分は正しく行う必要があります」
夢に向かう小学生には「野球に限らず、

尋ねると「目標に向けてしっかり準備する

どのスポーツや勉強にも同じく言えるので

ことが重要です。準備してもうまくいかな
いことはあるのですが、課題など次のス
テップが明確に見えてきます」と建山さん。
成長期にある子どもたちには、正しい知
識や技術を身につけないまま練習量を増や

3月20日に札幌・北ガスアリーナ札
幌46で開催された「建山義紀のピッ

チングラボ」。マスク着用など感染
予防対策をとりながら、約 90 名の
小・中学生が参加しました。

ケガをしない体づくりを

すが、すぐに実を結ばなくても、いつか叶
える自分をイメージしながら、毎日地道に
積み上げて礎を築いていくことが大事だと
思います」とアドバイスをくれました。

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