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■コンベンション会場 特徴
 ■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
 ●パークホール ［3F］ 1,165m2 4.8m 1,000人 1,500人 1,000人 2,000人（2,600,000円）
 ●エメラルド ［3F］ 449m2 4.1m 270人 350人 270人 500人（1,100,000円）
 ●ザ・テラスルーム ［1F］ 314m2 8.0m 160人 200人 150人 250人（1,250,000円）
 ●高砂 ［3F］ 103m2 2.4m 70人 80人 60人 90人 （300,000円）
 ●清流 ［4F］ 70m2 2.4m 40人 60人 （200,000円）
 ●パークプラザ ［B2］ 2,345m2 3.4m 1,200人 2,500人（2,000,000円）
 ●パールルーム ［2F］ 215m2 2.5m 120人 150人 120人 150人 （450,000円）
 ●エミナ ［1F］ 109m2 3.6m 56人 80人 50人 84人 （450,000円）

基本料金は原則的に9:00～21:00料金。（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。税・サービス料（10%）別。

 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 4軒 582人
 ●ロビーラウンジ 1軒 20人
 ●売店 2軒

■飲食■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●スイート 1室 2人
 ●シングル 75室 75人
 ●ツイン 136室 272人
 ●ダブル 4室 8人
 ●合計 216室 357人

サービス

設備・備考
■会場備考
左記の利用料金は全日（9:00～21:00）使用の場
合。サービス料（10％）、消費税（8％）が別途加算され
ます。税法が改正された場合は、それに準じます。

数多くの国際コンベンションの実績を誇り、市内最大級
の大宴会場から、小宴会場まで幅広い対応が可能です。

●住所... 064-8589 
札幌市中央区南10条西3丁目1-1

●電話...011-511-3137（宴会予約）
●FAX... 011-531-8514（コンベンション） 

011-531-8522（宿泊）
●URL...http://www.park1964.com/
●E-mail...enyosph@granvista.co.jp
●交通 
［地下鉄］南北線中島公園駅3番出口から徒歩すぐ
［タクシー］JR札幌駅から10分
●駐車場 
有（220台） 
有料 ： 1時間420円（税込）

Sapporo Park Hotel

札幌パークホテル中心部南
エ リ ア

［3F］
■主会場平面図

■外語サービス

■運営サポート

■バリアフリー対応

■利用可能カード等
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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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■コンベンション会場 特徴

中心部南
エ リ ア

サービス

設備・備考

■主会場平面図
［B1F］

（※印）につきましてはご相談下さい。料金につきましてはお問い合わせ下さい。

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 5室 28人
 ●スイート 13室 38人
 ●シングル
 ●ツイン 304室 728人 ダブル・トリプル含む
 ●合計 322室 794人

 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 4軒 478人
 ●バー 1軒 40人
 ●ティーラウンジ 1軒 44人
 ●売店 1軒

■飲食■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
 ●カメリア 1,100m2 4.9m 600人 800人 600人 1,400人
 ●ラベンダー 80m2 3.1m 40人 50人 36人 90人
 ●ライラック 68m2 3.1m 30人 40人 36人 90人
 ●アイリス 80m2 2.8m 40人 50人 36人 90人
 ●オーキッド 80m2 2.8m 40人 50人 36人 90人
 ●シャルミエール 250m2 3m 100人 100人 ※ ※

■その他の施設
無し

1,100m2の規模を誇る「カメリア」は、最大1,400名
収容可能で、着席スタイルは600名が収容できま
す。また、広さと最新のオーディオ・ビジュアル機器を
生かして、披露宴、祝賀会、展示会、会議、ディナーシ
ョーなど、さらにスペースを3分割できる点を利用し
て、あらゆるイベントに、さまざまなかたちでお応え
致しております。

Premier Hotel-TSUBAKI-Sapporo

プレミアホテル-TSUBAKI-札幌
●住所... 062-0904 

札幌市豊平区豊平4条1丁目1-1
●電話...011-821-1111
●FAX...011-842-6191
●URL... https://tsubaki.premierhotel- 

group.com/sapporo/
●交通
［地下鉄］ 南北線すすきの駅から徒歩15分、東西線菊水駅か

ら徒歩9分、東豊線豊水すすきの駅から徒歩13分
［バ　ス］中央バス札幌駅前から乗車、豊平橋下車
［タクシー］札幌駅から約10分～15分約1,100円
●駐車場 
有（200台）
有料 ：  1時間350円（ただし、宿泊者1泊につき600円、

宴会、結婚式場利用者は3時間まで200円、レスト
ラン利用者は4時間まで無料）以降30分毎150円

■インターネットへの対応

■外語サービス
あ

■運営サポート

■バリアフリー対応

地下1階のみ

■利用可能カード等

カメリア

375m2

375m2

ラベンダー

ライラック
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表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
42



■コンベンション会場

中心部南
エ リ ア

■宿泊

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 3軒 72～360人 レストラン（和食）、カフェ、温泉付帯飲食スペース（和・洋・中）、各店個室有
 ●バー
 ●ティーラウンジ 1軒 72人 カフェ
 ●売店 1軒 コンビニエンスストア

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 16室 68人
 ●デラックス 6室 12人
 ●シングル 32室 61人
 ●ツイン 85室 215人
 ●ダブル 14室 28人
 ●合計 153室 384人

基本料金は原則的に平日11:00～22:00料金。（短時間利用、延長料金等はお問合せください）※料金は全て税別です。

■主会場平面図　［5F］

特徴

設備・備考

サービス

■会場備考
●会議、セミナーとしてご利用の際の基本料金。
●同会場での会議と宴会をセットにされた場合、会
場料金の割引もございます。
●展示会ご利用時間を11:00～22:00とした基本
料金。
●前日搬入の場合は、会場費の50%を申し受け
ます。
●展示会に際し、来館客の温泉入浴をご利用の場合
は、特別料金で提供させていただきます。
●コンベンションホール内は全てスロープ有り。トイ
レは1Fホテルロビー車椅子トイレ1カ所。
■主な貸出機器
プロジェクター、スクリーン、プラズマTV、ホワイトボ
ード、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、ビンゴゲーム、
カラオケ（全会場共通/別途料金）
ザナドゥについては音響・照明オペレート、VTR、音源
収録等有（別途料金）。
■その他の施設
●天然温泉●サウナ●理・美容室●エステサロン、リ
ラクゼーションサロン●イベントホール●韓国式あ
かすり●マッサージ●和食店●和宴会場●カフェ●
コンビニエンスストア

天然温泉を核とした、都市型リゾートホテル。宿泊施
設の他、マッサージやエステサロン、飲食施設等も備
え、バンケット施設はコンベンション、パーティーな
ど、様々な用途に応じ選ぶことが可能です。特にザナ
ドゥは、プロアーティストによるイベントも多数手が
けてきた会場ですので、音響・照明に関しては、お勧
めです。和室宴会場も、200名まで収容可能です。

●住所... 064-8533 
札幌市中央区南７条西３丁目

●電話... 011-551-3333（ホテル代表） 
011-513-1077（宴会、パーティー予約）

●FAX...011-552-3330
●URL...https://www.jasmacplaza.jp
●E-mail...hotel@jasmacplaza.jp
●交通 
［地下鉄］ 南北線中島公園駅から徒歩3分、東豊線豊水

すすきの駅から徒歩2分
［バ　ス］定山渓線/すすきの下車
［タクシー］JR札幌駅から10分
●駐車場 
有（81台） 
有料

Jasmac Plaza Hotel

ジャスマックプラザホテル

 ■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
 ●ザナドゥ ［5F］ 746m2 200人 250人 100人 250人（250,000円）
 ●ガイア ［5F］ 155m2 80人 100人 50人 50人（120,000円）
 ●ブライト ［6F］ 70m2 35人 40人 20人 50人 （80,000円）
 ●ジョイ ［6F］ 41m2 18人 （40,000円）
 ●ミューズ ［2F］ 70m2 36人 50人 36人 48人 （80,000円）
 ●ポセイドン ［6F］ 232m2 130人 150人 72人 120人（120,000円）

■インターネットへの対応

（一部）
■外語サービス

■運営サポート

■バリアフリー対応

■利用可能カード等
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エンタテインメントホール
「ザナドゥ」

パーティールーム
「ディーバ」

ジャスマックプラザホテル

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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■コンベンション会場 特徴

■宿泊 設備・備考

サービス

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 3軒 166人
 ●バー 1軒 18人
 ●ティーラウンジ 1軒 58人

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●プレミア 8室 16人
 ●スイート 4室 10人
 ●シングル 21室 21人
 ●ツイン 164室 328人
 ●ダブル 24室 48人
 ●ファミリー（4ベッド） 7室 28人
 ●合計 228室 451人

基本料金は原則的に8h料金。税別。

 ■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
 ●ソレイユ ［2F］ 291m2 180人 200人 170人 250人 528,000円
 ●ルミエール ［3F］ 220m2 100人 120人 100人 120人 396,000円
 ●モンターニュ ［2F］ 53m2 30人 40人 30人 40人 105,600円
 ●フォンテーヌ ［2F］ 53m2 30人 40人 30人 40人 105,600円
 ●エトワール ［3F］ 82m2 40人 50人 45人 50人 176,000円

■主会場平面図
［2F］

■主な貸出機器
スクリーン、ビデオプロジェクター、ホワイトボード他
（全て有料）
■その他の施設
●ケータリングサービス（30～200名）

札幌市のほぼ中央、雄大な中島公園の深い緑に隣接
し、都心でありながら、鳥の声や自然のうるおいがふ
んだんに感じられる、ニューロマンティックモダンの
シティホテルです。地下鉄中島公園駅より徒歩3分、
すすきのへも徒歩圏内でビジネス、観光に絶好のロ
ケーション。

●住所... 064-8561 
札幌市中央区南10条西6丁目1-21

●電話...011-561-1000
●FAX...011-521-5522
●URL... https://premier.premierhotel-

group.com/nakajimaparksapporo/
●E-mail... info-nakajimapark@premierhotel-

group.com
●交通 
［地下鉄］南北線中島公園駅徒歩3分
［タクシー］JR札幌駅から10分
●駐車場 
有（83台） 
有料 ： 1時間350円。以後30分ごと200円（宴会利用時
3時間200円／レストラン3,000円以上ご利用で3時間
まで200円）宿泊利用1滞在1,000円

Premier Hotel Nakajima Park Sapporo

中心部南
エ リ ア
プレミアホテル 中島公園 札幌

■インターネットへの対応

高速有線LAN接続可能（無料）
■運営サポート

■バリアフリー対応

（1階のみ）
■利用可能カード等
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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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■コンベンション会場 特徴

中心部南
エ リ ア

サービス

設備・備考
■主な貸出機器
PCプロジェクター
■その他の施設
●チャペル●写場●衣装室●美容室

札幌市のグリーンゾーン中島公園と鮭の上る川・豊
平川に隣接し、日本有数の歓楽街すすきのにも徒歩
で数分と、シティホテルとしては最高のロケーション
に有ります。

 ■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
 ●金柔 292m2 220人 240人 230人 300人 68,310円
 ●藻岩 185m2 120人 140人 144人 180人 40,986円
 ●あしりべつ 103m2 70人 54人 100人 24,948円
 ●四ツ峰 22m2 12人 9,504円
 ●五天 36m2 20人 40人 13,662円
 ●レラ・ピリカ 約104m2 77人 26,136円
 ●ふしこ（和）20畳 約33m2 22人 3,564円
 ●はまなす 28m2 12人 10,692円

■宿泊

 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 82人

■飲食

基本料金は原則的に 8h料金。（税金・サービス料込）。

■主会場平面図

［3F］

［2F］

●住所... 064-8645 
札幌市中央区南9条西1丁目

●電話...011-512-9748
●FAX...011-512-9755
●URL...http://www.northcity.or.jp
●E-mail...info@northcity.or.jp
●交通 
［地下鉄］南北線中島公園駅から徒歩2分
［タクシー］JR札幌駅から5分
［高速道路］道央自動車道札幌北ICより10分
●駐車場 
有（60台） 
有料 ： 1時間300円、ご宿泊一泊700円

Hotel North City

ホテルノースシティ

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●スイート 2室 4人
 ●シングル 66室 66人
 ●ツイン 34室 68人 トリプルを含む
 ●その他 8室 19人 ハンディキャップ他
 ●合計 110室 157人

■インターネットへの対応

■運営サポート

■バリアフリー対応

■利用可能カード等
他

ホテルノースシティ
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ジャスマック
プラザホテル

中島公園駅

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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■コンベンション会場

中心部南
エ リ ア

■宿泊

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 106人
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店 1軒

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 5室 31人 21帖2室、12帖2室、8帖1室
 ●スイート
 ●シングル 121室 121人
 ●ツイン 74室 148人
 ●その他 10室 28人 ラージツイン、コンフォートルーム ほか
 ●合計 210室 328人

基本料金は原則的に3h料金。料金は税・サ別。

■主会場平面図
［2F］

特徴

設備・備考

サービス

■会場備考
左記料金は３時間使用の場合の料金（税サ別）
■主な設備
［ライフォートホール］照明設備、音響設備、プロジェクター、
コンセント（平行コンセント：20A／2回路、平行直コ
ンセント：20A／6回路、
特設電源コンセント：50A／3回路）、電動美術バトン
（ホールⅠ…7m1本、ホールⅡ…9m2本、ホールⅢ…
7m1本）、
電動スクリーン　3ｍ×2.3ｍ（150インチ）、
ポータブルステージ：1台1.22ｍ×2.44ｍ（高さ45ｃ
ｍ、60ｃｍ、75ｃｍ、90ｃｍ）
■その他の施設
●美容室●衣裳室●チャペル●神前式場●玄関前
段差なし

中島公園と豊平川に囲まれ、都心にありながら、春は
桜、夏の深緑、秋の紅葉など四季折々を楽しめ、静か
で落ち着いた環境です。
中島公園内には道立文学館・キタラ等があり、地下
鉄中島公園駅から徒歩3分の位置にあります。

●住所... 064-0810 
札幌市中央区南10条西1丁目

●電話...011-521-5211
●FAX...011-521-5215
●URL...https://hotel-lifort-sapporo.jp
●E-mail...hanbai@hotel-lifort-sapporo.jp
●交通 
［地下鉄］南北線中島公園駅3番出口より徒歩3分
［バ　ス］中央バス、バス停　中島公園前下車
［タクシー］JR札幌駅より10分
●駐車場 
有（150台） 
有料 ：  1時間100円（会議・宴会利用） 

1泊500円（宿泊14：00～翌11：00）

Hotel Lifort Sapporo

ホテルライフォート札幌

 ■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
 ●ライフォートホール　 ［2F］ 877m2 7m 600人 900人 700人 1,000人 198,000円
 ●アニマート　 　　　　［4F］ 240m2 3.4m 160人 180人 180人 250人 52,800円
 ●グラーベ　　　　　 ［4F］ 125m2 3.4m 70人 80人 80人 100人 33,000円
 ●和室宴会場　あおぎ　 ［3F］ 113m2 2.7m 70人 26,500円
 ●スカイホール　サラ　［17F］ 170m2 4.2m 80人 80人 39,600円

■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

ライフォートホール

ライフォートホール

ライフォートホール

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲコ
ン
プ
リ
オ

クローク

EV

EV

EV

EV

ホテル
ライフォート
札幌

札幌
パークホテル

中
島
公
園
駅

中島公園

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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