沿線 EVENT
掲載内容は 2020 年 6 月 1 日現在のものです。各地で拡大する新型コロナウイルスの影響により掲載イベントが中止や延期となっている場合もありますので、事前にお問い合わせのうえ
お出掛けください。なお、咳や発熱など体調不良の人、過去2 週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬などをした人、過去2 週間以内に感染が拡大している地域や国への訪問歴がある
人は参加しないでください。持病のある人や高齢者、妊婦などは、参加を控えてください。

時

ヌマジ交通ミュージアムのイベント

会

7／17（金）〜8／30（日）
2F特別展示室ほか ￥ 展示室観覧料が必要

スポットガイド
「Zoo 〜っとよれば？」

長楽寺駅

令和2年度夏季企画展
「 未来はこれカラダ！
身体アシストテクノロジー 」

ヌマジ交通ミュージアム
（広島市安佐南区長楽寺 2-12-2）
 082-878-6211 FAX 082-878-3128
￥
入館料／1F・屋外広場：無料
高校生相当・シニア
（65歳
2〜4F展示室：大人510円、
以上）250円、中学生以下は無料
問

身体の不自由な人の移動支援など、様々な分野で実用化を
始めたロボットやパワードスーツなどを展示し、そのモビ
リティ（移動性）の新たな可能性を紹介する。

「アストラムライン利用証明書」でお得！
長楽寺駅の改札内に設置の
「アストラムライン利用証明書」
をインフォメーションへ持参すると展示室観覧料が割引

〔 展示内容 〕
進化する福祉用具
パワーアシストスーツ
とロボット
研究開発最前線

広島市安佐動物公園のイベント

￥

世界キリンの日
〜キリンのことを知ろう〜

など

「スケルトニクス」画像提供／
スケルトニクス株式会社

7／22の「大暑」に合わせて、イノシシとツキノワグマへ夏らし
い食べ物をプレゼント。
また、
飼育係による解説も実施する。
時 7／22
（水）11：00〜（40分程度）
会 イノシシ舎、
ツキノワグマ舎前
￥ 入園料のみ

6／21 の「世界キリンの日」にちなみ、入退場門付近にて先着
100 名にオリジナル缶バッジを配布する。また、6 ／6 〜30 の
期間中、キリンに関する啓発ポスターを掲示する。
時 6／21
（日）9：00〜
会 入退場門付近
（ポスターはキリン舎前） ￥ 入園料のみ

「アストラムライン利用証明書」でお得！
上安駅の改札内に設置の「アストラムライン利用証明書」
を入園時にチケット売り場に持参すると、園内の売店で
当日のみ有効の
「10%割引券」
に引き換えできる
※食堂・軽食喫茶は除く

携帯電話から
インターネットから

読 者プレゼント

テイクアウトを厳選♪

携帯電話かインターネットで応募ページへアクセス。専用フォームに必要事項を記入の上、応募してください。

PRESENT

特集

安東エリア

広島市安佐動物公園  082-838-1111
入園料／大人 510円、

高校生相当・シニア（65歳以上）170円、
中学生以下は無料

応募締切

2020年

▶▶▶ 右の二次元バーコードよりアクセスしてください。

新型車両
運行中♪

9月 14日（月）

▶▶▶ ウインクホームページ内特設ページへアクセス！
https://wink-jaken.com/astramline/index/?in=p

※プレゼントの当選は、発送をもってかえさせていただきます。 ※賞品の発送は 2020年 10月上旬を予定しております。
※取得する個人情報は、
抽選・当選のご案内・賞品の発送および個人情報を特定しない統計資料作成の目的で利用させていただきます。
※読者プレゼント業務は、
（株）アスコンタウン情報ウインク編集部に委託しています。
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2

ラスクセット引換券

5名様

うれしみプリン＆やさしみ
プリンのセット引換券

お好きなコーヒー豆（100g）
引換券

3名様

提供／

提供／
SWEETS LABO

La・angers

Laugh&Rough

今回の
特集エリア

3

4

お好きなサンドイッチ１つ
引換券

10名様
提供／
珈琲豆屋

10名様
提供／

大和

神戸サンド屋

心もカラダも
大満足

ࠬࡃࡒࡳࡪࡳࡽINFORMATION

Contents

忘れ物に注意 ！
傘の忘れ物が多くなるこの時期。アストラムラインの車内、駅での忘れ物の
情報は、全て県庁前駅に集約します。忘れ物の特徴
（品名、色、形）、乗車
後であれば車両
（前から何両目か、どこに座ったか）、駅
（どこの駅で何時ごろ
に乗り降りしたか）など、わかる範囲でお知らせを。発見したら連絡します。

忘れ物お問い合わせ先

県庁前駅

パンもスイーツも欲張りに！
カラダに優しいおやつ
家庭で気軽に自家焙煎珈琲を
出来立て手作りのサンドイッチ

 082-228-2364

傘販売中！

アストラムラインからのお願い

アストラムラインの駅でビニール傘を350円で販売して
いるのをご存じですか？ 急な雨に困ったらご利用を！

傘販売駅

3つの咳エチケット

本通、県庁前、城北、新白島、

中筋、大町、上安、大原、広域公園前

検車棟での新型車両の様子。安全と安心
を運ぶため検査を実施する。
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2020
SUMMER

大暑にちなんで動物へ暑中見舞い

会 問

上安駅（上安駅からあさひが丘行きバスに乗換）

Vol.

おうち時間を楽しむための

〔 関連イベント 〕
ロボット・パワード
スーツの搭乗・操作
体験会
アバターロボット
体験会
ギャラリートーク

機関誌
「すづくり」
内のコーナーにちなんだ企画で、
間近で観察
できる動物の標本や動物の細部を撮影した写真などに、
解説文
を加えて展示する。
時 6／28
（日）10：00〜12：00
会 ヒヒ山前 ￥ 入園料のみ

マスクが
ない時

会話は控えましょう!
とっさ
の時

アストラムライン沿線マガジン Vol.8 2020 SUMMER（2020年6月15日発行）
［発行］
広島高速交通
（株） http://astramline.co.jp/
［企画・編集・印刷］
タウン情報
沿線マガジンの情報はWinkホームページ https://wink-jaken.com/でもご覧になれます。
※本紙の制作業務は、
（株）アスコンタウン情報ウインク編集部に委託しています。
※本紙の掲載内容は、原則として 2020年 6月現在のものです。それぞれの店の情報が取材時とは
異なっている場合がありますが、ご了承ください。

次号は
2020年
9月15日頃
発行予定！

マスクを着用する

ティッシュ
・ハンカチで

（口・鼻を覆う）

口・鼻を覆う

袖で
口・鼻を覆う

STOP

GOOD

家族みんなのカラダに優しい
とっておきのおやつタイムを♪

安東駅

厳選食材で生み出す品々
パンもスイーツも欲張りに!

看板
商品

ラ・アンジェ

安東駅・南出口から徒歩2分

L a・angers

安東駅・南出口から徒歩1分
ラフアンドラフ

SWEETS LABO

L augh&Rough
వ㗡ゞਔߪ
․╬Ꮸۭ

糖質制限をしている人も安心して食べられる「やさし

アルオープンし、洋菓子・焼菓子コーナー&イートインスペースを新設。
より充実したラインアップと幅広いシーンでパンとスイーツを楽しめる

Bread

看板商品・冷やしラムネあんぱんをはじめ、岡山県産の小麦粉、徳島県

も豊富で、コーヒーやほうじ茶、抹茶など、７〜８種

鳴門市産の塩などの厳選食材と湯種製法で仕上げる高級食パン、鳴門

類の様々なフレーバーの低糖プリンがラインアップ。

▼

やさしみプリン390円、やさしみチョコプリン400円ほか、広島県産の
材料を贅沢に使用した砂糖入りのうれしみプリン390円も。

しっとりした生地にラムネ
あんと生クリームが入った、
長年愛されるおやつパン。

ようになった。爽やかな風味のラムネあんと生クリームが相性抜群の

みプリン」を販売するプリン専門店。バリエーション

控えめのおやつも要チェックだ。

爽やかな
甘さが◎

焼き立てのパンと個性豊かなスイーツを楽しめる1軒。昨年8月にリニュー

砂糖を使用せず、天然由来の甘味料を使っているため、

他にも、ミックスナッツやシフォンケーキなど糖質

冷やしラムネあんぱん
201円

金時を使用し、焼き芋をイメージして仕上げたずっしりボリューム満
広島市安佐南区
安東 2-8-15
 082-836-3638
 10：00〜18：00
 火  1台

点のスイートポテト、庄原産の米粉とこめあぶらでふんわりと焼き上げ
たシフォンケーキなど、こだわりの味をお家でも存分に楽しんで。
広島市安佐南区安東 2-8-41 第 3いちかわビル 1F  082-872-3917
 9：00〜19：30  水  8台

いー湯だね食パン 864円
プリン以 外も
要チェック！

ラインでおでかけ♪
アストラム

【 安東駅エリア 】

A DAY T R I P BY AS T R A M L I N E

チーズ塩パン
194円

もっちり食感と程よい甘さの
リッチな食パン。そのまま食
べるのがオススメ。

もちもちフォカッチャ生地に
3種のチーズをブレンドした
ソースとバターをのせて。

→

安東駅
（西）

広域公園前

La・angers

安

東

٨

駅から近い店のテイクアウトグルメ！

安東駅
（東）
アストラムライン

SWEETS LABO

٨

YA S U H I G A S H I A R E A

安川通り

持ち帰り用のコーヒー豆は100g490円〜。
喫茶スペースで楽しめるコーヒーは、ら
くだブレンド400円など各種揃う。

やまと

1997年の開店以来、愛され続けるサンドイッチ専門店。柔ら
かくしっとりした食パンで、新鮮な食材を挟んだ20〜30種類
の出来立てサンドイッチが店頭に並ぶ。オープン当時はまだ
珍しかったホイップクリームたっぷりのフルーツサンドや、ほ
んのり甘い玉子焼きと塩気のきいたベーコンがたまらないサン
ドイッチなど、迷いながら選ぶ時間も楽しい品々を。
広島市安佐南区相田 1-14-22
 082-878-0254
 9：00〜16：00
※売り切れ次第終了
 日・祝
 5台

安東駅・南出口から徒歩5分

珈琲豆屋

大和

٨

神戸サンド屋

٨

や

594円
あんクロワッサン 226円
粒あんとバターを20回以上も
織り込んだ生地を使用した、
洋風のあんぱん。

大町
→

クルミとチョコチップを生地
に巻き込んでいるので、トー
ストすると美味しさアップ。

鳴門金時いも
キューブ食パン 378円
ダイス状のサツマイモが生地
と同量ほどずっしりと入って
いるので食べ応え抜群。

レプトン

٨

こうべ

〜デニッシュチョコリング〜

٨

アストラムライン沿線には駅から近くて便利なお店が多彩に
展開されています。今回は安東駅の周辺エリアにある店の
テイクアウトグルメをご紹介。気軽に立ち寄ってみて。

神 戸サンド屋

わっか

大和

ローソン
安東保育園

世界各国から仕入れたこだわりの豆
自家焙煎コーヒーを家庭でも気軽に

イチゴスイーツ360円、玉子焼き
ベーコン360円、三元豚のロース
カツサンド390円ほか。

珈琲豆屋

安川

※本誌の掲載内容は、原則として2020 年 6月1日現在のものです。それぞれの店の情報が取材時とは
異なっている場合がありますが、ご了承ください。 ※商品はすべてテイクアウト時の税込み価格となります。

安東駅・南出口から徒歩7分

安東2丁目

38

٨

幅広い世代に愛される定番の味
出来立ての手作りサンドイッチ

٨

安 東 エリア

食パンの中にサンドイッチを
詰めた、サプライズサンド
（前日までに要予約）。
1,280円

安郵便局

Laugh&Rough

Sweets
抹茶のショートケーキ
464円
マスカルポーネムースを
加えて和洋折衷な美味し
さに。2種の栗とクッキー
で食感をプラス。

いちごのショートケーキ
411円

ラムネゼリー
270円
炭酸を閉じ込めた
シュワシュワ食感
のゼリーの上に、
ナタデココとレ
モンゼリーを。

米ふぉん
864円

たっぷりスイートポテト 626円

庄原産の米粉を100％使用
しているので、しっとり＆
ふわふわ。贈り物にも◎。

鳴門金時にクリームチーズを加えて
なめらかな口どけを実現。ボリュー
ム感もうれしい。

point 1

point 2

生クリームだけでなく、
コクを出すためにカスタ
ードクリームを加えたの
がポイント。

point 3

店主の鳩さんが店内で自家焙煎したこだわりの
コーヒー豆を購入できる店。中南米や東南アジアか
ら仕入れた豆は15種類のストレートに定番のブレン
ドと季節のブレンドを加えた多彩な品ぞろえで用意
する。喫茶スペースでは淹れたてのコーヒーはもち
ろん、モーニングやランチ、ケーキなどのスイーツ
を提供。様々なシーンで利用して。
広島市安佐南区
安東 2-2-5
 082-878-3082
 9：00〜19：00
火
 3台

店内では11：00〜14：00 限定で、サンドイッチに
ドリンクがセットになったお得なランチも提供する。
好きなケーキとドリンクが選べるケーキセット600円〜。ミニコーヒーゼリーは＋100円で追加OK。

笑顔あふれる接客も魅力

豊富な焼き菓子は贈り物に◎

パンもケーキも、充実の品揃え！

ただパンやスイーツを買うだけでなく「通って

パン30〜40種類、ケーキ15〜20種類に加え、

リニューアルによって、パン部門と、洋菓子

くださるお客様の役に立てるお店でありたい。

焼き菓子も豊富にラインアップ。庄原産米粉

＆焼き菓子部門の入口が別々に。分かりや

また、商品の良さをもっと知ってもらえるよ

のやきやきドーナツをはじめ、クッキーや

すい看板も設けてあるので、お店に入る時

うに」と、接客にも力を入れる。笑顔で迎えて

バターケーキなどが幅広くそろうので、大切

はチェックしよう。もちろん、パンもケーキ

くれるスタッフの存在も、店の魅力の一つだ。

な人への贈り物選びもおまかせあれ。

も両方ともはしごして楽しみたい！

