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ホテルマイステイズ札幌アスペン
Hotel Mystays Sapporo Aspen

北海道のアクセスの拠点JR札幌駅北口から徒歩2分。
北大のポプラ並木へも手の届く豊かな自然に囲まれた、
くつろぎ空間。ビジネスのお客さまには機能的で快適な
ホテルライフを、観光のお客さまには心を和ませる楽し
い旅のひとときをお届けいたします。

■主会場平面図　［2F］

■コンベンション会場 特徴

■主な貸出機器（別途料金）
ビデオデッキ、TV、スクリーン、液晶プロジェクター、
OHP、カラオケ等
■その他の施設
●宴会場あり

設備・備考

サービス

●住所...060-0808 
 札幌市北区北8条西4丁目5番地
●電話...011-700-2111
●FAX...011-700-2002
●E-mail...sapporo-aspen@mystays.com
●URL... https://www.mystays.com/

hotel-mystays-sapporo-aspen-
hokkaido/

●交通 
［地下鉄］ 南北線札幌駅から徒歩5分、東豊線札幌駅から

徒歩10分
［ J   R ］JR札幌駅北口から徒歩2分
●駐車場 
有（50台） 
有料

中心部北
エ リ ア

■宿泊
基本料金は原則的に1時間料金。税込／料金改定の可能性あり。

 ■会場名 ■面積 ■天高 ■床荷重 ■ディナー ■ビュッフェ ■スクール ■シアター ■基本料金
 ●アスペン ［2F］ 347m2 2.8m 190人 220人 47,000円
 ●アスペンA ［2F］ 174m2 2.8m 80人 100人 120人 150人 30,000円
 ●アスペンB ［2F］ 173m2 2.8m 70人 80人 60人 100人 24,000円
 ●エルム ［2F］ 71m2 2.8m 40人 45人 39人 70人 16,000円
 ●メイプル ［2F］ 54m2 3m 30人 35人 30人 45人 13,000円
 ●アカシア ［2F］ 52m2 3m 30人 35人 30人 45人 13,000円

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●ダブル 68室 136人
 ●シングル 12室 12人
 ●ツイン 205室 410人
 ●その他 20室 74人 クァルテット、セミダブル、ダブル
 ●合計 305室 632人

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店 1軒

■外語サービス

パンフレット
■バリアフリー対応

■利用可能カード等

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
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札幌サンプラザ
Sapporo Sunplaza

地下鉄南北線「北24条」駅から徒歩3分と交通至便。北
海道大学のキャンパス近くにある。リーズナブルな料金
で、建物の清潔さが自慢。身障者用の客室もあり、人に
優しいホテル。
サンプラザホール（固定席）506人。
基本料金は9時～17時の1時間料金。ただし「ふれあい
広場」は1日区分。

■主会場平面図　［2F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
サンプラザホールの料金は、9:00～21:00（平日）の
料金で、同時間帯の土・日・祝日の料金は150,336円
です。（詳細は直接お問い合わせください）
■主な設備
［金枝の間］スクリーン（大）2.4×7.4m（小）2.3×
1.8m、音響、照明、BGM、録音、調光、仮設電話［高
砂の間］スクリーン（小）2.3×1.8m、音響、照明、
BGM、録音、調光、仮設電話［玉葉の間］スクリーン
（小）2.3×1.8m、音響、照明、BGM、録音、調光、仮設
電話［平安の間］スクリーン1.5×1.7m、音響、照明、
BGM、録音、調光、仮設電話［松・竹］仮設電話［梅］仮
設電話
■主な貸出機器
マイク（ワイヤレス、ピン他）、OHP、黒（白）板、演台、
レクチャースタンド、スクリーン、レーザーポインタ
ー、テレビ＋ビデオ、ビデオプロジェクター、スライド
プロジェクター、パネル、その他
■その他の施設
●温水プール（25m×7コース）

設備・備考

サービス

●住所... 001-0024 
札幌市北区北24条西5丁目

●電話...011-758-3111
●FAX...011-758-3119
●URL...https://www.s-sunplaza.or.jp/
●交通 
［地下鉄］南北線北24条駅から徒歩3分
［ J   R ］ 新千歳空港駅から札幌駅まで快速エアポート

で約36分
［タクシー］JR札幌駅から10分
●駐車場 
有（203台） 
有料 ： 1時間300円 
（会議・宴会等ご利用時2時間120円）

中心部北
エ リ ア

■宿泊

 ■会場名 ■面積 ■天高 ■床荷重 ■ディナー ■ビュッフェ ■スクール ■シアター ■基本料金
 ●サンプラザホール 506人 112,752円
 ●金枝の間 ［2F］ 452m2 5.4m 360kg/m2 300人 450人 380人 630人 32,400円
 ●高砂の間 ［2F］ 276m2 2.8m 360kg/m2 150人 200人 180人 320人 19,000円
 ●玉葉の間 ［2F］ 235m2 2.8m 360kg/m2 120人 150人 150人 270人 17,000円
 ●平安の間 ［2F］ 130m2 2.8m 360kg/m2 60人 100人 80人 140人 9,800円
 ●松・竹 ［3F］ 51m2 2.5m 360kg/m2 20人 40人 25人 50人 4,600円
 ●梅 ［3F］ 41m2 2.5m 360kg/m2 20人 30人 25人 40人 4,100円
 ●ふれあい広場 ［1F］ 290m2 360kg/m2 43,000円 1日

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室
 ●スイート
 ●シングル 30室 30人
 ●ツイン 27室 54人
 ●その他 1室 2人
 ●合計 58室 86人

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 110人 和食・中華と洋食
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店

■インターネットへの対応

■バリアフリー対応

■利用可能カード等

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
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北海道自治労会館
Hokkaido  Jichiro Kaikan

札幌駅より徒歩6分、充実した設備と抜群のアクセス
が特徴です。

■主会場平面図 ［3F］ ［4F］ ［5F］

■コンベンション会場 特徴

■主な設備
マイク、ホワイトボード、25型ビデオ、OHP、書画カメ
ラ、スライド、スクリーン、液晶プロジェクター、カセッ
トテープデッキ、レーザーポインター、表彰盆、LAN
ケーブル、その他
■その他の施設
●4階・5階女子トイレにベビーキープがあります。
●車いすで使用できるエレベーターがあります。
●入口にスロープがあります。
●車いすで利用できるトイレがB1Fにあります。

設備・備考

サービス

●住所... 060-0806 
札幌市北区北6条西7丁目5番地の3

●電話...011-747-1457
●FAX...011-747-6828
●URL...http://h-jichirokaikan.jp/
●交通 
［地下鉄］南北線さっぽろ駅から徒歩8分
［ J   R ］ JR札幌駅西改札口より徒歩6分
●駐車場 
無

中心部北
エ リ ア

■宿泊

 ■会場名 ■面積 ■天高 ■床荷重 ■ディナー ■ビュッフェ ■スクール ■基本料金（夏期）■基本料金（冬期）
 ●大ホール ［5F］ 499m2 360人 84,000円 92,000円
 ●第3会議室 ［5F］ 39m2 24人 14,000円 15,000円
 ●4Fホール ［4F］ 304m2 252人 72,000円 78,500円
 ●第4会議室 ［4F］ 71m2 48人 21,000円 23,000円
 ●第5会議室 ［4F］ 49m2 28人 15,000円 16,000円
 ●中ホール ［3F］ 285m2 150人 60,000円 65,500円

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
宿泊施設はありません

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 40人 ラーメン専門店「月見軒」（1階）
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店

※受付時間/平日9時～17時。基本料金は原則的に8h料金。夏期（４～１０月）、冬期（１１月～３月）。税別。

平日9:00～17:00のみ、ファックス、コピーの貸し出
しをしています。

■バリアフリー対応

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
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札幌市男女共同参画センター
Sapporo Center for Gender Equality

男女共同参画センターは、男女共同参画社会を実現す
るためのさまざまな活動を支援する拠点施設です。講
演会やグループ発表などに利用できます。
建物の構造上、振動・重低音を出すような活動はご遠慮
いただいております。照明をはじめとする各種設備（有
料）があります。飲食はできません。営利・営業目的の場
合、またはサークル団体等で入場料等の徴収金額が
2,001円以上の場合は割増料金となります。

■主会場平面図　［3F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
［利用できる回数］同一使用者が1ヶ月間使用する場
合の申込できる回数は次のとおりです。
①連続して使用する場合は、4日以内　②定期的に
使用する場合は、週1回　※ただし、使用日の1ヶ月
前の同じ日以降の申込は上記の回数を超えて申込
できます。
［利用できない場合］1.公の秩序または善良の風俗
を害する恐れのある場合　2.施設、備品等を毀損し、
または消失する恐れのある場合　3.飲酒・宴会のた
めに使用する場合　4.冠婚葬祭のために使用する場
合　5.宗教的宣伝活動のために使用する場合　
6.販売行為を行う場合（ただし、市が委嘱、共催、後
援、指導または育成している団体等が行う公益上必
要と認められるチャリティ事業等で、別途認めた場合
は除きます。）
■主な貸出機器
〈有料物件〉照明設備（照明基本セット、ミラーボー
ル）、映像設備（プロジェクター、スライド映写機、資
料提示装置、スクリーン、録画装置）、会場設備（金び
ょうぶ、音響反射板）、楽器設備（グランドピアノ）
〈無料物件〉長テーブル、パイプ椅子、平台、緋毛氈、
上敷ござ、地がすり、人形立、譜面台、司会者台、演台
（花台・脇台付き）、指揮者台、めくり台、木台、箱足、譜
面灯、ワイヤレスマイク、有線マイク、ピンマイク、パ
ーテーションパネル、吊看板パネル、蹴込パネル、ホ
ワイトボード

設備・備考

サービス

●住所... 060-0808 
札幌市北区北8条西3丁目
札幌エルプラザ内

●電話...011-728-1222
●FAX...011-728-1229
●URL...http://www.danjyo.sl-plaza.jp
●交通
［地下鉄］ 地下鉄さっぽろ駅から徒歩7分、 

東豊線さっぽろ駅から徒歩10分
［ J   R ］ JR札幌駅北口から徒歩3分
●駐車場 
札幌エルプラザ駐車場（民営）20分100円 
一般利用者用25台 
（注 ： 施設専用のスペースはありません）

中心部北
エ リ ア

午前（9:00～12:00）12,100円、午後（13:00～17:00）16,200円、夜間（18:00～22:00）16,200円、全日（9:00～22:00）35,600円。税込。

 ■会場名 ■面積 ■天高 ■床荷重 ■ディナー ■ビュッフェ ■スクール ■シアター ■基本料金
 ●ホール ［3F］ 448m2 6.5m 320人 下記参照

■運営サポート
施設の利用が入っていない時間帯に、1団体30分程
度で会場の下見や設備の操作説明等を行っていま
す。ご希望の場合は事前にお問い合わせ下さい。
■バリアフリー対応

オストメイト対応トイレ
点字案内板

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
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