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三浦綾子記念文学館
300m2001000

開園一世紀となる
市民の憩いの場。

１千数百本の木が茂り、
池や花壇が美しい。
池ではボート遊びが
できますよ！

木々の間を
抜ける風が涼しい散歩道。
沿道にはカフェや

レストラン、ギャラリー、
北欧雑貨店が点在。

建築家佐藤武夫の設計で
1958年に竣工、

日本建築学会賞にも
選ばれた名建築。
手作業によるレンガの
「フランス積み」は貴重で
一見の価値あり。

「さんろく」と呼ばれ、
ジンギスカン、ラーメン、
海鮮料理店から
カクテル専門店まで

約１千店がひしめく歓楽街。
夜はぜひ繰り出して。

全国でも珍しい、
川に隣接する旭川駅。
川辺には広大な

ガーデンが整備され、
今は夏の草花が咲き揃う
ベストシーズン。

内藤廣設計の
「光の箱」を

コンセプトにした駅舎は、
ぜひ夜に川側から見てほしい！
北海道産タモ約３千本を
使った内装にも注目。

1972年開園の
日本初の恒久的
歩行者天国。

旭川駅前から約１km、
両側のお店を覗きながら
散策が楽しめます。

旭川家具ラウンジ
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旭川市中心街マップ

1 オステリア キャニオンベース
ADWのテーマ「青空の下に集う」をイメージした、
特別料理とデザートをご提供
6月18日（土）～26日（日） （水曜定休）
月／11：00～15：00、17：00～21：00
火、木～土、祝日、祝前日／11：00～15：00、17：30～21：00
日／11：00～15：00
会場／旭川市5条通8丁目1253-3 ［TEL.0166-74-8577］

2 cocktail & shotbar Shamrock
期間中ADWグッズをお持ちのお客さまに、
ADWをイメージしたオリジナルカクテルを1杯サービス
6月18日（土）～26日（日） 20：00～翌4：00（月曜定休）
会場／旭川市4条通6丁目右6号プリコタワーⅡ1F
［TEL.0166-26-0058］

3 ビストロわいん家
ご来店時に「ADW関係者です」と
言っていただいたお客さまにグラスワインを1杯サービス
6月18日（土）～25日（土） 
17：30～翌1：00／L.O. 翌0：00（日曜定休）
会場／旭川市3条通7丁目bieLU（ビエル）ビル1F
［TEL.0166-27-3344］

4 フォルテVIVA
デザインウィークカクテル付飲み放題コースを
3,000円（税込）でご提供
6月18日（土）～26日（日） 20：00～翌1：00／L.O.翌0：00
会場／旭川市3条通8丁目1705-49 3条ビル地下
［TEL.0166-56-0415］

5 LOUNGE 叶
サントリーワールドウイスキー碧AO付（生ビール、
スタッフ飲みもの込み）飲み放題120分4,400円(税込)でご提供
6月18日（土）、20日（月）～25日（土） 20：00～翌1：00
会場／旭川市3条通6丁目ヨシタケ6号館5F ［TEL.0166-73-7788］

6 新和食 町家
ご来店時に「ADW関係者です」と
言っていただいたお客さまに生ビールを１杯サービス
6月18日（土）～26日（日） 
17：30～翌1：30／L.O. 翌1：00（月曜定休）
会場／旭川市3条通7丁目 トーエービル1F ［TEL.0166-27-1144］

7 緑橋カウンター
期間中の3日間、「ADW見に来ました」とお伝えいただくと、
550円以上のご注文で100円引き
6月20日（月）～22日（水） 11：30～14：00
会場／旭川市3条通8丁目緑橋ビル1号館1F
［TEL.090-2876-4771］

8 炉端 町家
ご来店時に「ADW関係者です」と
言っていただいたお客さまに生ビールを１杯サービス
6月18日（土）～25日（土） 
17：30～翌1：30／L.O. 翌1：00（日曜定休）
会場／旭川市3条通6丁目左4号 アークヒルズ1F
［TEL.0166-25-4444］

9 ENOTECA IL GENTILE
合言葉「あさひかわデザインウィーク」で
旭川有数の本格ナポリピッツァ各種を500円引きにてご提供
6月18日（土）～26日（日） （月曜定休） 
火～木、日／17：00～23：00 （料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30） 
金、土／17：00～翌0：00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）
会場／旭川市3条通8丁目1705-60 AYLiTビル1F
［TEL.0166-21-3691］

10 LANkers（ランカーズ）
「ADWの参加」または「関係者」のご申告で
ADWのテーマカラーで作ったオリジナルカクテルを1杯サービス
6月18日（土）～26日（日） 19：00～翌2：00
会場／旭川市3条通7丁目左6号ヨネザワ第4ビル2F
［TEL.0166-73-6466］

7 大雪エリアの魅力体感イベント KAMUI Mt.ing
6月18日（土）～26日（日） 10：00～19：00※ワークショップは25日（土）のみ
四季折々の自然を感じさせる空間演出と、ワークショップ開催
会場／ファッションビル オクノ 2F（旭川市3条通7丁目）
主催／（一社）大雪カムイミンタラDMO、旭川デザイン協議会、
　　　（一社）北海道デザインラボ

2 あさひかわ食のデザイン展
6月14日（火）～26日（日） 10：00～17：00（月曜休館）
※販売・飲食は18・19日
食品のパッケージ展示やご当地グルメ・0166スイーツを販売
会場／デザインギャラリー（旭川市宮下通11丁目 蔵囲夢）
主催／旭川食品加工協議会、旭川デザイン協議会、旭川菓子商工業組合

3 ユネスコ創造都市ネットワーク
（UCCN）パネル展

6月15日（水）～26日（日） 10：00～17：00
旭川市が加盟認定しているUCCN都市をパネルにて紹介
会場／旭川市民ギャラリー（旭川市宮下通11丁目 蔵囲夢）
主催／あさひかわ創造都市推進協議会

11 国際ソロプチミスト旭川 第40回記念チャリティー寄席
7月5日（火） 18：00～20：30
寄席という噺を聴く文化を、文化都市旭川で40年間開催しています
会場／旭川市公会堂（旭川市常磐公園1971-5）
主催／国際ソロプチミスト旭川  ［TEL.0166-24-5225 有料］

5 まちなかキャンパス
6月18日（土）・19日（日） 10：00～16：00
高校生や大学生等が先生となり、これからの地域の担い手となる
小中学生にデザインやSDGsを優しく教えます
会場／平和通買物公園（1～7条通7丁目、8丁目）
主催／まちなかキャンパス実行委員会
共催／あさひかわ創造都市推進協議会、
　　　あさひかわデザインウィーク実行委員会、
　　　旭川信用金庫、旭川ユネスコ協会、
　　　北海道中小企業家同友会道北あさひかわ支部

6 まちなか 賑わいSTREET
6月18日（土）・19日（日）、6月25日（土）・26日（日）、
7月16日（土）・17日（日）、8月6日（土）・7日（日） 11：00～17：00
“人で賑わう”まちなか“商いで賑わう”まちなかを創出するため
若者を中心にパフォーマンスを行います
会場／平和通買物公園（7条通7丁目、8丁目・緑道）
主催／あさひかわ未来会議

2 fragile
期間中、3,000円（税別）以上お買い上げの場合
「ADW見たよ」で10%OFF（生花と観葉植物のみ対象）
6月18日（土）～25日（土） 10：00～18：30（日曜定休）
会場／旭川市3条通9丁目 ［TEL.0166-22-3298］

主催／あさひかわデザインウィーク実行委員会

飲食店

1「生き続けるモダニズム建築」展
6月3日（金）～7月3日（日） 10：30～18：30（入館は18：15まで）（月曜休館）
時代を超えて生き続けるモダニズム建築を紹介します
会場／中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリー
（旭川市宮下通8丁目3-1／JR旭川駅内・東）
主催／（公社）日本建築家協会北海道支部 旭川地区会、
　　　中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

8 東神楽町種と実セレクト
～あさひかわデザインウィーク特別セット
6月18日（土）～26日（日） 9：00～21：00
東神楽町のブランド「種と実セレクト」の加工食品セットが10％OFF
会場／イオンモール旭川駅前1F（旭川市宮下通7丁目2-5）
主催／SouseiMarche旭川店

企業・団体

ギャラリー & ショップ

ADWhokkaido.com

各イベントの詳しい情報は
ADWホームページをご覧ください
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旭川市、東川町、東神楽町、当麻町、美瑛町

イベントマップ

ASAHIKAWA
DOWNTOWN MAP

あさひかわのデザイン、
はじまります。

デザインなんて自分には関係ない、という人も

毎日たくさんのデザインにふれながら暮らしています。

使い心地がよかったり、うれしい気持ちになれたり。

デザインは、そんな＂しあわせを作るレシピ＂のような

ものかもしれません。

旭川は、家具や木工、食品など＂ものづくりが息づくまち＂として

古くからデザインを通して暮らしのしあわせと向き合ってきました。

そして、こんな時代だからこそ求められる

「しあわせのかたち」があるはず。

あさひかわデザインウィークは、

北海道のいちばん爽やかで気持ちのよい季節に

家具や建築、機械金属、食品加工、理美容、商店街、教育・研究機関など

さまざまな分野の「しあわせのかたち」にふれられる、

ちょっと他にはないイベント週間です。

自然と親しみ、おいしい空気を満喫しながら

もの、サービス、学びなど、

＂いろんなしあわせ＂を探してみてください。

きっと、もっと旭川が大好きになりますよ。

1 グラース
北海道アロマ「はぐりら」の香りでバスボム作り
6月18日（土）、20日（月）～24日（金） 10：00～17：00
会場／旭川市神楽4条12丁目1-1
［TEL.0166-61-6722 予約不要・無料］

4 デザイン創造都市旭川シンポジウム
6月18日（土） 12：40～17：10
「－デザイン・森・デジタル－ 持続化可能な
地域の未来」をテーマにシンポジウムを開催
［TEL.0166-65-7047 要予約・無料］
会場／旭川市大雪クリスタルホール 音楽堂
（旭川市神楽3条7丁目1）
主催／旭川市、（一財）自治総合センター

9 ユネスコ・デザイン創造都市 
国内3都市セッション2022
6月25日（土） 15：00～16：30
デザイン都市神戸市、名古屋市、旭川市の担当者が、持続可能な
デザイン都市をテーマに公開ディスカッションを行います
［TEL.0166-65-7047 要予約・無料］
会場／あさひかわ北彩都ガーデンセンター（旭川市宮前2条1丁目1）
主催／あさひかわ創造都市推進協議会

10 ATCBB BEAUTY DESIGN DAY
6月26日（日） ①10：30～、②11：00～、③14：30～
（各回で内容・対象者が異なります）
3つのワークショップ形式で理美容の技術を学べます
［TEL.0166-22-1331 要予約・無料］
主催・会場／旭川理容美容専門学校（旭川市4条通12丁目）
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11 旭山コナール ハナサクカフェ
期間中、ビアテラスを設置。
旭川市内各ホテル～旭山コナールまで無料送迎有
6月18日（土）～26日（日） 
月～木／10：00～18：00　金、土、日／10：00～21：00
会場／旭川市東旭川町倉沼45-6
［TEL.0166-36-4132 送迎は要予約］

12ぶたバル すぎもとキッチン
あさひかわデザインウィーク関係者の方は
お好きなドリンクを1杯サービス（アルコール含む）
6月18日（土）～26日（日）  11：00～21：00／L.O.20：00
会場／旭川市緑が丘3条3丁目1-11 ［TEL.0166-65-0247］

13喫茶すずらん
昔なつかしい青いクリームソーダ通常500円を期間中400円でご提供
6月18日（土）～26日（日） 
月～水、日／11：00～18：00　金、土／11：00～22：00（木曜定休）
会場／美瑛町中町１丁目5-35良栄舎１F ［TEL.0166-64-6252］

23動物と生きるデザイン おさんぽカルチャーを旭川に
6月25日（土） 10：00～16：00
緑の森どうぶつ病院旭神センター前広場にて、「動物にも自然にもやさしい」お店が集います
おさんぽがてら遊びに来てください
会場／緑の森どうぶつ病院 旭神センター前広場（旭川市旭神3条2丁目1-8）
主催／“ともビバ”プロジェクトチーム

17 藤本壮介建築監修
緑の森どうぶつ病院 豊岡病院の施設見学
6月18日（土）～26日（日） 13：00～15：00（休診時間限定）
自然と一番近い動物病院の公開
会場／豊岡病院（旭川市豊岡5条5丁目5-20）
主催／緑の森どうぶつ病院

21 MASTERWAL POP UP SHOP 
in ASAHIKAWA 2022
6月22日（水）～25日（土） 9：00～17：00
家具ブランド「マスターウォール」のテーブルやソファ、新作チェアを披露
会場／昭和木材旭川工場（東川町西町10丁目1-3）
主催／AKASE株式会社

19わくわくサイエンス
～究極のデザイン「人体」の不思議
6月19日（日） 10：00～16：00
『人体』の仕組みや働きをテーマに、お子さまから大人まで楽しく学べます［参加無料］
会場／旭川市科学館サイパル 特別展示室（旭川市宮前1条3丁目3-32）
主催／一般社団法人 旭川ウェルビーイング・コンソーシアム

14メタルワーク体験
～ソロキャンプにも使える！焚き火台つくり
6月18日（土） 9：00～10：30、11：00～12：30、13：00～14：30、15：00～16：30
金属加工を体験しながら、ソロキャンプにも使える焚き火台を作ってみませんか
会場／工業技術センター（旭川市工業団地3条2丁目1-18）
［TEL.0166-36-3111 要予約・無料］
主催／旭川機械金属工業振興会

13「銀座商店街でいつもの暮らしをデザイン」
～おさんぽツアー&ワークショップ
6月18日（土） 10：30～ 各時間はインスタグラムにておしらせ　
いつもの暮らしをちょっと素敵にデザインしてみませんか？
会場／旭川銀座商店街（旭川市4条通15丁目823-8）
［TEL.0166-64-6447］
主催／ACT、旭川銀座商店街、雑貨屋どすこい、リラクゼーションサロン369、
　　　Sweet Spice、活版印刷長岡屋ほか

18 ADW特別企画 期間限定体験ツアー
まちなかアクティビティ
6月18日（土）～26日（日） 
すべてが大雪の恵み「共生・循環・体感」。特別な体験ができるツアーを実施
会場／各体験施設（事業所）にて
［TEL.0166-73-6968 要予約・有料］ 主催／（一社）大雪カムイミンタラDMO

15アーティストインレジデンスあさひかわ 
＜アーティスト平尾香公開制作＞
6月18日（土）・19日（日） 10：00～16：00  
会場／まちなかキャンパス（平和通買物公園）
6月24日（金）～26日（日） 11：00～19：00  
会場／ギャラリーカワバタ（旭川市川端町4条4丁目5 2F）
「ギャラリーカワバタ」とのタイアップイベントを開催。どなたでも観覧可能です
主催／アーティストインレジデンスあさひかわ、ギャラリーカワバタ

22北海道立旭川高等技術専門学院見学会
6月23日（木） 13：20～15：30
訓練施設や実習の様子及び実習作品をご覧になれます
［TEL.0166-65-6667 要予約・無料］
主催・会場／北海道立旭川高等技術専門学院（旭川市緑が丘東3条2丁目1-1）

16東神楽町種と実セレクト
～あさひかわデザインウィーク特別セット
6月18日（土）～25日（土） 11：30～18：00（日曜定休）
東神楽町の地域をデザインするブランド「種と実セレクト」の
加工食品のセットを10％OFFにて販売
主催・会場／ハル・マーケット（東神楽町ひじり野南1条8丁目）

12 ODA COLLECTION
①イタリアンミッドセンチュリー展／4月12日（火）～7月3日（日） 10：00～17：00（月曜休館）
②アメリカンミッドセンチュリー展／5月31日（火）～7月3日（日） 9：00～21：00（無休）
③スカンジナヴィアンミッドセンチュリー展／6月1日（水）～7月3日（日） 10：00～17：00（月曜休館）
3会場でイタリア、アメリカ、北欧に焦点を当てて織田コレクションの展示をします
会場／東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ・Ⅱ（東川町北町1丁目1-1・1-2）
主催／写真文化首都「写真の町」東川町

24フラワーフェスタ2022 ひがしかぐら森林公園
6月26日（日） 11：00～17：00
ステージイベント、プレミアムキャンプの展示、BMXショーなど
楽しいイベントが盛りだくさん
会場／ひがしかぐら森林公園（東神楽町25号）
主催／フラワーフェスタ2022実行委員会

25第2回 「隈研吾＆東川町」
KAGUデザインコンペ表彰式
6月26日（日） 14：15～
最終審査会を公開プレゼンテーションで実施し
表彰式にて隈研吾賞（最優秀賞）と各賞が決定します
会場／東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ講堂（東川町北町1丁目1-1）
主催／「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ実行委員会

20美瑛の自然と人の営み～
大地の造形とデザインを巡るツアー
6月20日（月） 9：00～17：00（旭川駅発着）
デザインの視点から思考する美瑛町バスツアー
行程／丘のまち交流館bi.yell（ビ・エール）、皆空窯、青い池、拓真館、美瑛選果、Antaa lab
［TEL.0166-92-4330 要予約・有料］ 主催／美瑛町役場

飲食店

企業・団体

3 ADWネイチャープログラム 
旭山早朝トレッキング
6月18日（土）・19日（日） 7：00～9：00
自然に囲まれた旭川の魅力を旭山の早朝トレッキングで体験
会場／旭山コナール 上川大雪セレクトショップKusa-iro［くさいろ］
（旭川市東旭川町倉沼45-6）
［TEL.0166-36-4132 要予約・有料］

5 ギャラリィ箒木 （デザイン事務所kochia）
6月24日（金）～26日（日） 10：00～17：00
［好事荒物展］ 生活道具のオーダー、雑貨、ビンテージ食器などの販売会
会場／当麻町4条南3丁目3-10 ［TEL.0166-56-8686］

4 Antaa lab（あんたらぼ）
6月18日（土）～26日（日） 11：00～16：00（21日（火）、22日（水）休み）
地域の資源を大切にし、捨てない暮らしを考える
コミュニティづくりの活動拠点
会場／旧五稜小学校跡地（美瑛町五稜第5） ［TEL.0166-74-5552］

ギャラリー & ショップ

1 酒守蔵Co.,Ltd.
日本酒2,000円以上お買い上げの方に
デザインウィークのロゴ入り木桝プレゼント
6月18日（土）～25日（土） 12：00～19：00
会場／旭川市大町2条6丁目21-482 HOKUOLAB1F
［TEL.0166-46-6062］ ※なくなり次第終了いたします

その他

11 株式会社ガージーカームワークス
工場／旭川市豊岡2条5丁目3-7 ［TEL.0166-39-3202］
ショールーム／旭川市東光13条5丁目2-29

12 有限会社加藤木工
東川町北町12丁目2-1 ［TEL.0166-82-6666］

16 株式会社北廊
旭川市永山北3条6丁目3-22 ［TEL.0166-73-6947］

19 工房橅
旭川市西神楽4線7号1-51 ［TEL.0166-66-3188］

20 工房ペッカー
旭川市東光18条4丁目4-9 ［TEL.0166-33-8783］

21 工房まみあな
旭川市東旭川町瑞穂25-8 ［TEL.0166-76-3700］

24 有限会社古径コスモ
旭川市工業団地3条2丁目1-35 ［TEL.0166-36-2723］

27 株式会社ササキ工芸
旭川市永山14条3丁目4-10 ［TEL.0166-25-2288］
クラフト舘／旭川市豊岡13条5丁目4-4

28 ソファー工舎
旭川市永山町8丁目138-2 ［TEL.0166-47-6553］

39 よしの工芸
旭川市神居町忠和246 ［TEL.0166-66-1634］

36 むう工房
東川町東4号南1 ［TEL.0166-82-5315］

41 有限会社ワカサ
旭川市永山町11丁目190 ［TEL.0166-47-6933］

32 株式会社ビュート
旭川市工業団地1条1丁目3-27 ［TEL.0166-36-8166］

43 旭川・家具工房連
旭川木のモノ組合
川善商店
共立商会
ケベック木材製品輸出振興会
山上木工
旭川デザインセンター内（旭川市永山2条10丁目1-35）
 ［TEL.0166-48-4135］

35 宮田産業株式会社
旭川市永山北3条6丁目4-21 ［TEL.0166-48-1768］

旭川家具 & クラフト

1 株式会社アーリー・タイムス アルファ
東川町北町13丁目1-1 ［TEL.0166-82-2400］

2 アイスプロジェクト
旭川市永山4条2丁目2-5 ［TEL.0166-49-7736］

3 株式会社明石木工製作所
旭川市流通団地2条1丁目7 ［TEL.0166-40-4766］

4 株式会社アルフレックスジャパン
旭川市工業団地1条1丁目2-15 ［TEL.0166-36-6672］

5 株式会社いさみや
旭川市永山北2条9丁目1-2 ［TEL.0166-48-0200］

6 有限会社インテリア北匠工房
東神楽町北1条西4丁目1-1 ［TEL.0166-74-4890］

7 株式会社ウッドパーツ
旭川市永山北4条6丁目2-23 ［TEL.0166-49-6685］

8 株式会社ウッドワーク
東川町北町7丁目11-16 ［TEL.0166-82-3920］

9 有限会社エフ・ドライブデザイン
旭川市永山2条10丁目1-35（旭川デザインセンター横）
［TEL.0166-76-9981］

10 株式会社オークラ
旭川市南6条23丁目1976 ［TEL.0166-31-9735］

Meet up Furniture Asahikawa 2022
6月22日（水）～26日（日） 10：00～17：00
家具に出会う。産地で、会う。
旭川デザインセンター（旭川市永山2条10丁目1-35）
旭川市、東川町、東神楽町、当麻町の各メーカー、工房、ショップほか

22 工房宮地
東川町西2号北10 ［TEL.0166-82-2167］

23 kochia（コキア）
当麻町4条南3丁目3-10 ［TEL.0166-56-8686］

37 株式会社メーベルトーコー
旭川市永山北3条6丁目4-32 ［TEL.0166-48-8222］

42 株式会社ドリーミィーパーソン
旭川市旭岡１丁目21-8 ［TEL.0166-50-3344］

38 山岡木材工業株式会社
旭川市永山1条18丁目 ［TEL.0166-48-1286］ 

25 株式会社コサイン
旭川市永山北3条6丁目2-26 ［TEL.0166-47-0100］

26 有限会社さいとうデザイン工房
東川町北町9丁目1-22 ［TEL.0166-82-7060］

29 株式会社大雪木工
東川町北町4丁目13-2 ［TEL.0166-82-2900］

30 株式会社匠工芸
東神楽町南１番通24 ［TEL.0166-83-4400］

31 東10号工房
東川町東10号南6 ［TEL.080-3170-0579］

13 河本家具工業有限会社
旭川市永山4条4丁目10-9 ［TEL.0166-47-3324］

18 株式会社クリエイトファニチャー
旭川市永山北3条6丁目2-38 ［TEL.0166-74-3900］

オープンファクトリーショールーム見学

17 木と暮らしの工房
東川町西11号北29 ［TEL.0166-73-9202］

個別相談

34 タイム アンド スタイル
東川町北町4丁目13-2 ［TEL.0166-82-7654］

事前予約

40 有限会社ルートにし
東川町北町12丁目3-1 ［TEL.0166-82-3751］

事前予約

33 有限会社フレスコ
旭川市東鷹栖東3条6丁目2149-28 ［TEL.0166-74-5986］

14 株式会社カンディハウス
旭川市永山北2条6丁目 ［TEL.0166-47-1188］

事前予約

15 株式会社北の住まい設計社
東川町東7号北7線 ［TEL.0166-82-4556］

事前予約


