
 
 

令和２年１１月１３日 
シーニックバイウェイ北海道推進協議会 
 
 

民間企業等との包括連携協定締結について（案） 
 
 

シーニックバイウェイ北海道推進の基本方針に基づき、シーニックバイウェ

イ北海道と民間企業等との効果的連携活動に関する提案を募集したところ、下

記１社より提案書を受領した。 
提案民間団体・企業及び提案内容について、ルート運営代表者会議又は指定

された支援組織の推薦及びルート審査委員会の推奨を受けたことから、ここに

包括連携協定を締結するものである。 
 
 
 
【提案民間団体・企業名】：クリプトン・フューチャー・メディア 
             （株式会社） 
 

提案内容：①北海道の「今」を伝える情報メディア 
「Domingo（ドミンゴ）」等と連携し、シーニ 
ックバイウェイ北海道の活動やルートの情報を 
紹介する 

 ②キャラクターを活用し、シーニックバイウェイ 
北海道の広報及び啓発に関わる取り組みを行う 

 ③映像製作技術等を活かし、シーニックバイウェイ 
北海道の広報及び啓発に関わる取り組みを行う 
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民間団体・企業等との包括連携協定

民間企業との包括連携協定

シーニックバイウェイ北海道は、競争力のある美しく個性的な北海道を実現してい
くことを目的として、民間団体・企業等と、北海道固有の景観、自然、歴史、文化、
レクレーション資源等地域資源を最大限活用し、双方の資源を有効活用した効果的連
携活動として、連携に関する包括協定制度を平成２４年度より開始しました。

平成２４年１２月１日 ㈱トヨタレンタリース札幌、㈱グランビスタホテル＆リゾート札幌グランドホテル、北海道コカ・
コーラボトリング㈱、Follow Me Japan.Pte.Ltd.との包括連携協定が締結される。

平成２５年 ６月２４日 ㈱デンソーセールス北海道支社、鶴雅グループ㈱阿寒グランドホテルとの包括連携協定が締結される。
平成２９年１０月２４日 ㈱北海道日本ハムファイターズとの包括連携協定が締結される。
平成３０年１１月５日 （一社）北海道信用金庫協会、北海道地区「道の駅」連絡会、㈱知床グランドホテルとの包括連携協定

が締結される。
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平成25年6月24日、協定締結

平成24年12月1日、協定締結

トヨタレンタリース札幌 札幌グランドホテル Follow Me Japan．Pte． Ltd. 北海道コカ・コーラボトリング

デンソーセールス
北海道支社

鶴雅グループ
阿寒グランドホテル

民間団体・企業等との包括連携協定

平成29年10月24日、協定締結

北海道日本ハムファイターズ

(株)知床グランドホテル北海道地区「道の駅」連絡会（一社）北海道信用金庫協会

平成30年11月5日、協定締結
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民間団体・企業等との包括連携協定締結までの流れ

関係書類の提出

※１１／１３
推進協議会

包括連携協定調印式の開催

不備若しく
は疑義有り

妥当ではな
いと判断さ
れた場合、
通知

推進協議会における
提案内容の審議

ルート審査委員会から
の意見徴収
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様式１「シーニックバイウェイ北海道と民間企業等との効果的連携活動に関する提案シート」 

提案民間団体・

企業等 

 

＜住   所＞札幌市中央区北 3条西 4丁目 1-1 日本生命札幌ビル 11F 

＜名   称＞クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 

＜代表者氏名＞代表取締役 伊藤 博之 

連絡責任者 （役 職）ローカルチームチームマネージャー 

（氏 名）服部 亮太 

責任者所在地 札幌市中央区北 3条西 4丁目 1-1 日本生命札幌ビル 11F 

電話番号 011-222-6655 ＦＡＸ番号  

E-mail アドレス hattori@crypton.co.jp 

  

提案の種類① 

（複数選択可） 

☑ ①シーニックバイウェイ北海道による地域活性化に関する取組 

☑ ②シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取組 

☑ ③シーニックバイウェイ北海道の人材育成やネットワーク形成に 

関わる取組 

☑ ④その他、シーニックバイウェイ北海道の推進に関わる取組 

提案の種類② 

（複数選択可） 

☑ ①美しい景観づくり 

☑ ②活力ある地域づくり 

☑ ③魅力ある観光空間づくり 

事業実施希望時期 令和２年１１月 

推薦団体等名 一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター 

提案内容 ●北海道の「今」を伝える情報メディア「Domingo（ドミンゴ）」等と連携

し、シーニックバイウェイ北海道の活動やルートの情報を紹介する 

●キャラクターを活用し、シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発

に関わる取り組みを行う 

●映像制作技術等を生かし、シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓

発に関わる取り組みを行う 
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「ラビット・ユキネ」参考資料 
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「ラビット・ユキネ」とは 

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以下クリプトン）が展開する、北海道を応援するキャラクタ

ー「雪ミク」のペットキャラクターです。モチーフは「エゾユキウサギ」。2014 年に”「雪ミク」のペットと

なる、北海道の冬をモチーフにした動物などのキャラクター”の公募で選ばれ、誕生しました。 

近年は単独での活動の幅を広げており、自身の名を冠した公式 Twitter・Youtube アカウントも運用中です。

また、クリプトンが展開するローカルプロジェクト「Domingo（ドミンゴ）」の企画部部長としても活躍して

おり、SNS やイベントを通して北海道を応援するための活動を展開しています。 

 

【ラビット・ユキネ公式 Twitter】https://twitter.com/rabbityukine 

【ラビット・ユキネ公式 Youtube チャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCMHxD-eOzpnBBqMz3HTmmfw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Domingo 企画部部長 

PROFILE 

名前：ラビット・ユキネ 

ユキネ記念日：11 月 11 日（初めて名乗った日うさ。） 

肩書：雪ミクのペット 兼 Domingo 企画部部長 兼 フリーパフォーマー 

 

みんなのアイドルご存知「ラビット・ユキネ」うさ。 

かの名高き雪ミクのペットうさ。世界中のハンターがユキネに血眼うさ。 

と～ころがこれが捕まらないんうさ～！ 
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「ラビット・ユキネ」参考資料 
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※参考情報（Domingo企画部部長としての「ラビット・ユキネ」について） 

Domingo 企画部部長を務める「ラビット・ユキネ」は、北海道

を応援するためのコラボレーションにとても積極的です。コラボ

レーションの際は、その地域・イベントならではの衣装で登場し

たり、実際の写真に写り込んで現地の魅力をお伝えしたりするこ

ともあります。 

＊「Domingo（ドミンゴ）」とは https://domingo.ne.jp/ 

クリプトンが取り組む、北海道を応援するローカルプロジェクトの総称です。北海道を愛するすべての方に、北海道

とゆるやかに繋がっていただけるような企画を考え、地域の未来に貢献すべく実行しています。2017 年に北海道と

のタイアップ協定を締結し、同プロジェクト名を冠した無料のニュース＆イベント情報アプリの提供を開始。2020

年 11 月現在、北海道全 179 市町村公認のプロジェクトとして、アプリ・公式 WEB サイトを通して、北海道の情報

を幅広く継続的に発信しています。情報発信面で独自の調査・取材記事も取り扱うようになった他、企画面では北海

道が推奨する「新北海道スタイル」とのコラボレーションを果たす等、地域に根差した取り組みを展開中です。 

▼Domingo企画部部長の活躍例 

■新北海道スタイル×ラビット・ユキネ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組みやすい環境

を生み出すため、「新北海道スタイル」とのコラボレーションで

ピクトグラムを作成しました。「道民の皆さま向け（緑）」「事業

者の皆さま向け（青）」「学校関係者の皆さま向け（オレンジ）」

の３種類があり、各ピクトグラムのデータは特設ページより無料

でダウンロード・ご活用いただけます。 

【特設ページ】https://domingo.ne.jp/domingo_newhokkaidostyle 

 

■北海道どこでも盆踊り with Domingo 

2020 年 8 月、クリプトンは「Domingo」の一環として、ソーシャルディスタンス

を守りながら盛り上がれるオンライン盆踊りイベントを企画・開催しました。流し

た曲は、北海道ご当地音頭「子供盆おどり唄」。振り付けを知らない方でも気軽に楽

しめるよう、音楽に合わせて踊る「ラビット・ユキネ」の動画を制作しました。 

【イベントアフターレポート】https://domingo.ne.jp/article/3399/1 
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「ラビット・ユキネ」参考資料 
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※参考情報（「雪ミク」と「初音ミク」について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「雪ミク」とは http://snowmiku.com/ 

「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010 年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪

像"を作ったことをきっかけに誕生し、それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』が毎年北海道

で開催されています。「雪ミク」に着せる衣装デザインは、毎年様々なテーマに沿ってインターネット上で広く募集

したものとなっており、クリエイターの皆さんとともに北海道を応援しています。 

 

＊「初音ミク」とは http://piapro.net/ 

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることが

できる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したこと

で一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッ

ズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっております。 

 

 

 

Art by KEI / 雪ミク © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net 
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この協定は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社とシーニックバイウェイ北海道、双方の持
つ資源を有効活用した連携活動による『競争力のある美しく個性的な北海道』の実現を目的としています。

連携･協働による
資源の有効活用

●景観、自然、歴史、文化等の地域資源
を活用した取組

●地域の住民、ＮＰＯ、企業、行政等多
様な主体が一体となった体制

●全国的なネットワーク
（日本風景街道）

●官民による協議会及び学識者により
組織されるルート審査委員会

【連携協定の項目】
●シーニックバイウェイ北海道による地域活性化に関する取組
●シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取組
●シーニックバイウェイ北海道の人材育成やネットワーク形成に関わる取組
●その他、シーニックバイウェイ北海道の推進に関わる取組

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 シーニックバイウェイ北海道

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

●北海道の「今」を伝える情報メディア
「Domingo（ドミンゴ）」等と連携し、シー
ニックバイウェイ北海道の活動やルートの情
報を紹介する

●キャラクターを活用し、シーニックバイウェ
イ北海道の広報及び啓発に関わる取り組みを
行う

●映像制作技術等を生かし、シーニックバイ
ウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取り組
みを行う
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シーニックバイウェイ北海道との連携（これまでの実績）

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

2020年 Domingoを通じた情報発信

▲シーニックバイウェイ情報の発信
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