
今年の「あかびら火まつり」は、人を集めて会場での開催はいたしません。
YouTubeを使ったオンライン配信となります。
火まつりの歴史や火文字点火の様子をライブ配信いたします。
是非、ご家庭等でお楽しみください！ライブ配信！

配信日時

あかびら火まつり公式キャラクター
火ーぼう

YouTubeライブ配信へは
このQRコードから
アクセス！

※視聴は無料ですが通信料は自己負担となります。

この事業はサマージャンボ宝くじの収益金を活用して実施しています。

あかびらの
魅力を全力で
お伝えします！

タイムスケジュール

北海道赤平市【公式】
第50回あかびら火まつり

「おうちで火まつり」LIVE配信
https://youtu.be/7dDKXTks2Vs

YouTube今年の
2021年

火まつりは
にて

月 日
19:15～20:15
7 17 50回記念

ONLINE
YouTube

LIVE

第50回あかびら火まつり特設ホームページ
https://akabira-himatsuri.com

主催：あかびら火まつり実行委員会

19:15 ライブでオープニング

19:20 赤平特産品プレゼント！

19:35 テイクアウト抽選会
おうちで踊ろう！火噸節

MC
はこの

お二人！

19:25 火まつりHISTORY
５０年の歴史が映像でよみがえる

19:45 魂の炎奏！赤平火太鼓
炎の鼓動が響き渡る！

20:05 火文字点火！
サプライズフィナーレ

感謝感激感動の３感達成！

YouTube

ホームページからも視聴することができます

CM

鈴井 貴之
タレント  赤平市出身

北川久仁子
タレント  札幌市出身

©CREATIVE OFFICE CUE ©CREATIVE OFFICE CUE

市民団体・企業が出演する
オリジナルCMも
盛りだくさん！

誰
が
出
る
の
か
お
楽
し
み
に



火まつり特別賞の
当選発表は

7月17日（土）配信の
「おうちで火まつり」
Youtube内で
抽選します！

キャンペーン
あかびらし

火まつりコラボ開催

参加店で５００円以上のテイクアウトご利用1回につき
「抽選券」を進呈！賞品GETのチャンス！

賞品

火まつり特別賞

主催：赤平市商店街振興対策協議会
（事務局）赤平市商工労政観光課　℡0125-32-1841

賞品引換期間：7月19日から9月30日まで

テイクアウト賞 当せん発表日：8月24日（火）
賞品引換期間：8月25日から9月30日まで

2等　多機能＆おしゃれホットプレート　1名様
3等　いつでも！どこでも！超音波シミ抜き　1名様
4等　お米券　10名様

2等  おうちでパン屋さん  1名様 ホームベーカリー1台
3等  おうちで乾杯  1名様 ビールサーバー1台

木 日2021/7/1期間 ～2021/8/15

赤平のお米をおいしく炊ける
炊飯器 1名様1等

おうちでキャンプ飯セット 1名様
焚き火台・焚き火台サイドテーブル・
焚き火トライポッド・ダッチオーブン各1つずつ

1等

チ
ャ
ン
ス
は

２
回
！！

※画像はイメージです

あかびら火まつり弁当 777円
ホットサンドセット 660円
営業時間/11:30～14:30  17:00～21:00
休/不定休 ※他メニュー有

赤平駅前食堂
℡090-5408-3952

豚丼 880円
天丼 1,000円
ザンギ 660円
営業時間/11:00～19:00  休/不定休
テイクアウト注文時間  10:00～11:00  14:00～17:00 

※他メニュー有

味の美和
℡0125-32-5127

カツカレー 900円
カツチャーハン 900円
かつ丼 900円
営業時間/11:00～16:00
休/不定休 ※他メニュー有

味の来々軒
℡0125-33-9061

からあげ 1,100円
営業時間/17:00～20:00  休/火曜日
テイクアウト注文時間/16:00～

あらしやま
℡0125-32-2810

目玉焼きチャーハン 700円
カレーライス 690円
かつ丼 850円
営業時間/11:00～19:30  休/不定休
平日は14:00～16:30の間休 ※他メニュー有

エルム高原温泉ゆったり レストラン「エルム」
℡0125-34-2155

ローストビーフ丼 1,000円
タコライス 850円
オムカレー 850円
営業時間/11:00～19:00　休/不定休
前日まで要予約　2個から受付 ※他メニュー有

飯場めしふくろう
℡090-6261-0654

鳥天ぷら定食 500円
カツカレー 500円
トンカツ定食 500円
営業時間/11:00～13:00
休/日曜日 ※他メニュー有

お食事処 柳屋
℡0125-32-3018

おでん 各種
若鶏の半身揚げ 1,200円
道産牛フィレステーキ 1,500円
営業時間/17:00～22:00  休/不定休
テイクアウト注文時間/16:00～ ※他メニュー有

おでんのいしの
℡0125-32-2622

人気のおかず5種盛 1,700円
トリ串ブタ串10本セット（各5本）1,000円
若どり半身揚げ 900円
営業時間/17:00～
休/月曜日 ※他メニュー有

海鮮居食屋　暖らん
℡0125-32-5217

スイーツ＆ドリンクセット
スイーツ1品ごとにドリンク50円引（全種類）
カリーヴルスト プレッツェルドッグ 800円
シフォンケーキ フルーツサンド 500円
営業時間/11:30～18:00
休/不定休 ※他メニュー有

Cafe Luft
℡0125-74-8073

ビーフカレー 570円
牛丼 670円
営業時間/10:00～18:00
休/月曜日

軽食喫茶 メイプル
℡0125-32-3381

生チラシ 1,200円から
天丼 950円
生寿司 1,100円から
営業時間/17:00～21:00
休/火曜日・水曜日 ※他メニュー有

食事処 ゆず
℡0125-32-4855

弁当 500円
営業時間/11:00～13:00
休/土曜日・日曜日・祝祭日

すみよし
℡0125-32-5123

とんカツラーメン 950円
冷たいぶっかけそば（おろし山菜入）700円
ざるそば 700円
営業時間/お昼～18:00
休/ ７日・17日・27日臨時休業あり※他メニュー有

珍来
℡0125-32-2628

ホットレッグ 400円
若鶏半身揚げ 1,280円
若鶏から揚げ 920円
営業時間/10:00～22:00
休/火曜日 ※他メニュー有

焼肉のたきもと
℡0125-32-2265

並寿司 900円
中生寿司 1,400円
営業時間/11:00～19:00
休/火曜日・水曜日 ※他メニュー有

ゆき寿し
℡0125-32-1113

日替り弁当 500円
チキンカツカレー 650円
和風ハンバーグ 680円
営業時間/9:00～16:00 土曜日は9:00～14:00
休/日曜日 ※他メニュー有

らんぶる
℡0125-32-0943

がんがん鍋（鍋持参） 1,000円
にぎり寿し並 1,000円
天丼 1,000円
営業時間/11:00～13:30 17:00～20:00
休/不定休

寿しの松川
℡0125-32-3065

あんかけ焼きそば 770円
天丼 880円
海鮮五目ちらし 880円
営業時間/11:00～14:00 17:00～21:00
休/不定休 ※他メニュー有

鮨 八千代
℡0125-32-2065

■テイクアウト利用時のみ適用です。
■お店に直接注文してください。
■定休日、メニューの変更等ある場合があります。
■「抽選券」は無くなり次第終了します。
■商品の受け取りには、マスク着用等感染防止にご協力ください。
■本キャンペーンの内容は急遽変更する場合があります。
■当選番号は、赤平市役所・赤平商工会議所・各店頭・第50回あかびら火まつり
　HP・赤平市商店街通信WEB版に掲載します。
■賞品の引換は、赤平市役所商工労政観光課で行います。当選した「抽選券」を
　持参してください。

キャンペーンの注意点


