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アパホテル＆リゾート札幌
Apa Hotel & Resort Sapporo

市内中心部より南へ7kmに位置し、都会の中に自然
を感じる広々とした空間。宿泊施設は全903室
1,878名。コンベンションホール「リュクス」は約
1,300m2で2,000名を収容できる余裕のスペース。
お客様が行き交うロビーも贅沢な広さを確保してお
ります。また、平成17年には、大浴場を新設。全室有
線インターネット使い放題。夜は市内中心部、朝は地
下鉄真駒内駅までの無料送迎バスもございます。

■主会場平面図
［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
大ホールは3分割可
※ コンベンション会場の運営は「TKP札幌コンベンシ
ョンホール」となります。
　お問い合わせ　TEL 011-252-3165

■その他の施設
禁煙ルーム有り（591室）。全室空気清浄機完備

設備・備考

サービス

●住所... 005-0804 
札幌市南区川沿4条2丁目

●電話...011-571-3111
●FAX...011-572-3461
●URL...https://www.apahotel.com
●E-mail...ah-rsap@apa.co.jp
●交通
［地下鉄］真駒内駅よりバスで約10分
［バ　ス］ 地下鉄真駒内駅から東海大学行または南沢先

回り行、停留所「川沿5条2丁目」
［タクシー］ JR札幌駅から25分、地下鉄すすきの駅より20

分、地下鉄真駒内駅より7分
［乗用車］JR札幌駅より車で約25分
●駐車場 
有（250台） 
無料

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊

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
 ●大ホール（リュクス） 1,356m2 7m 800人 1,500人 1,200人 2,000人 576,000円
 ●グレース 86m2 36人 40人 35人 70人 48,000円

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室
 ●スイート 1室 2人
 ●シングル 107室 107人
 ●ツイン 795室 1,769人 1部トリプル可
 ●その他
 ●合計 903室 1,878人

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 80人
 ●売店 1軒

■インターネットへの対応

全客室・ロビーWi-Fi対応
■バリアフリー対応

■利用可能カード等

アパホテル＆リゾート
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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

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊

サービス

■会場備考
固定スタンド6,024人＋移動席4,000人収容可。利
用料金は、目的、季節等により異なります。
■その他の施設
●ランニングコース●マシンジム●ウエイトトレー
ニング室

設備・備考

1．札幌冬季オリンピックの閉会式及びアイスホッ
ケー、フィギュアの会場。2．国際的スケート競技（ア
イスホッケー、フィギュア）、氷の殿堂。3．大集会、ス
ポーツ大会、コンサート、展示会など多目的なマンモ
スアリーナ（10,000人収容）。4．緑豊かな自然環境
に立地。

料金につきましてはお問い合わせ下さい。

 ■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
 ●アリーナ 約2,800m2 6,024人

●住所... 005-0017 
札幌市南区真駒内公園1-1

●電話...011-581-1972
●FAX...011-581-1979
●URL...http://www.makomanai.com
●E-mail...icearena@makomanai.com
●交通 
［地下鉄］南北線真駒内駅から徒歩25分
［バ　ス］南北線真駒内駅からじょうてつバス5分
［タクシー］JR札幌駅から30分
●駐車場 
有（約200台）

Makomanai Sekisuiheim Indoor Skating Rink

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

■主会場平面図
［1F］

 ■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 140人
 ●バー
 ●ティーラウンジ 1軒 12人
 ●売店

■バリアフリー対応

南

北

西東
60m

30m

真駒内
セキスイハイム
アイスアリーナ

真駒内
セキスイハイム
スタジアム

真
駒
内
駅

南区役所

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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真駒内セキスイハイムスタジアム
Makomanai Sekisuiheim Stadium

1．札幌冬季オリンピックの開会式及びスピードス
ケートの会場。2．国際的スケート競技（スピードス
ケート）、氷の殿堂。3．本道唯一の大型屋外施設
（17,324人収容）。4．緑豊かな自然環境に立地。

■主会場平面図
［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
利用料金はアマチュアスポーツ競技会等（夏期・土・
日・祝日）9:00～17:00の場合。なお、目的、季節によ
り異なります。メインスタンド及びバックスタンド
席の最大収容人数は、約17,324人。また、会議室の
みの利用料金設定もあります。

■主な貸出機器
●長机、椅子、放送設備

■その他の施設
●サーキットトレーニング場●テニスコート（最大8
面）●フットサルコート（最大4面）

設備・備考

サービス

●住所... 005-0017 
札幌市南区真駒内公園3-1

●電話...011-581-1961
●FAX...011-581-1962
●URL... http://www.makomanai.com 

/openstadium/
●E-mail...openstadium@makomanai.com
●交通 
［地下鉄］南北線真駒内駅から徒歩30分
［バ　ス］ 南北線真駒内駅からじょうてつバス6分 

下車徒歩2分
［タクシー］JR札幌駅から30分
●駐車場 
4/29～11/3まで（土日祝日のみ）普通車320円、バス
等660円、自動二輪210円

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊
（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。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
 ●メインスタンド 3,800m2 7,562人 109,080円
 ●アリーナ 15,900m2

 ●スタンド席 17,324人

 ■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 50人 軽食堂
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店 1軒

■バリアフリー対応

真駒内セキスイハイム
アイスアリーナ

真駒内
セキスイハイム
スタジアム

真
駒
内
駅

南区役所

メインスタンド

バックスタンド

西
口

東
口

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。
50



■コンベンション会場 特徴

真駒内・定山渓
エリア

［2F］
■主会場平面図

■宿泊

■飲食

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 3室
 ●シングル 9室 9人 バス・トイレ付（補助ベッド使用時18人）
 ●ツイン 14室 28人 バス・トイレ付（補助ベッド使用時42人）
 ●その他 13室 52人 2段ベッド4人用（B・Tなし）室（補助ベッド使用時65人）
 ●合計 36室 89人（補助ベッド使用時125人）

 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 120人
 ●売店 1軒

 基本料金は原則的に全日料金。午前・午後・夜間でのご利用も可能です。他の料金については「設備・備考」欄を参照。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
 ●ホール 652人 99,600円
 ●大会議室 ［2F］ 187m2 144人 57,600円
 ●視聴覚室 ［2F］ 72m2 21,000円
 ●研修室1・2・4・5 ［2F］ 51～57m2 16,000円
 ●研修室3（和室） ［2F］ 32m2 20人 10,000円
 ●会議室1 ［3F］ 83m2 20人 21,000円
 ●会議室2 ［3F］ 41m2 10人 16,000円
 ●会議室3 ［3F］ 26m2 20人 10,000円
 ●会議室4（和室） ［3F］ 32m2 20人 10,000円

設備・備考

サービス

■会場備考
料金は9時～21時利用の場合。冬期暖房料有り。
小中学生・高校生等の利用には割引あり。（詳細はお
問い合わせください）
■主な貸出機器
ホワイトボード（1日）1,000円、ワイヤレスマイク（1
日）1,000円、プロジェクター（1日）3,000円
その他、ご相談ください。

札幌・真駒内の緑の豊かな丘の上。集中して活動・体
験ができる滞在型複合施設。札幌オリンピックのプ
レスセンターとして誕生しました。宿泊・ホール・体育
館・プールなどどなたでも多目的にご利用ください。

●住所... 005-0022 
札幌市南区真駒内柏丘7丁目8番1号

●電話...011-584-7555
●FAX...011-584-7550
●URL...http://www.hs-compass.com
●交通 
［地下鉄］南北線真駒内駅からじょうてつバス（南84）8分
［タクシー］JR札幌駅から30分
●駐車場 
有（150台） 
無料 
※大型車有料

Hokkaido Seisyonen Kaikan Compass

北海道青少年会館 Compass

特徴

■バリアフリー対応

北海道青少年会館コンパス

南区役所

真
駒
内
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 特徴

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 250人 朝、夕食バイキングとして利用
 ●バー 3軒 120人
 ●ティーラウンジ 1軒 60人
 ●売店 1軒

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 78室 472人
 ●シングル
 ●洋室 88室 192人
 ●和洋室 54室 322人
 ●合計 220室 986人

サービス

■会場備考
基本料金は、8時間使用の場合の料金です。（団体の
宿泊者が会場を利用する場合は無料です。）
左表以外に大広間2、中小和室7室あります。
■その他の施設
●プール●サウナ●ゲームコーナー●軽食処 こば
ら亭●遊び処 ぽんぽん横町（カラオケボックス、麻
雀ルーム、卓球場）●カラオケラウンジ ロイヤル

設備・備考

札幌の奥座敷に位置し、四季折々の旬の味覚をご提
供しております。
浴室は、総大理石大浴場、総御影石大浴場、サウナ、
露天風呂等多種多様な超豪華大浴場を取り揃えて
おります。

基本料金は原則的に8h料金。（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。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
 ●白鳥 165m2 100人 （40,000円）
 ●丹頂 165m2 150人 （40,000円）

●住所... 061-2302 
札幌市南区定山渓温泉東4丁目 
328番地

●電話...011-598-2211
●FAX...011-598-5211
●URL...https://www.granj.co.jp
●E-mail...zuien@granj.co.jp
●交通 
［地下鉄］南北線真駒内駅からじょうてつバス50分
［タクシー］JR札幌駅から50分
●駐車場 
有（200台） 
無料

Jyozankei Grand Hotel Zuien

定山渓グランドホテル瑞苑

■主会場平面図
［4F］

■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
他

瑞鳳の間
白　　鳥

孔雀の間孔雀の間

梅の間
レストランシアター２階席

会議室 A 会議室 B

定山渓
ビューホテル

定山渓万世閣ホテル
ミリオーネ

定山渓ホテル

定山渓
グランドホテル瑞苑

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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定山渓ビューホテル
Jozankei View Hotel

総面積4,000m2を誇る屋内温泉アミューズメント
「ラグーン」をはじめ、地上60ｍの最上階展望浴場
「星天」や地下1階2階には、大浴場「湯酔郷」など全国
屈指の規模を誇ります。また小会議室と多目的ホー
ルを持ち温泉リゾートの名にふさわしく、大浴場での
宴会を楽しむことができます。

■主会場平面図　［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
［本館会議室（ビューホール）］
マイク、CD、MD、カセット
［新館会議室（ベガ、ポラリス、シリウス、ペガサス、コスモ）］
マイク、カセット、その他の設備貸し出し対応（有料）。
会議室は大小7室用意。
■その他の施設
●スプラッシュリバー●ウエーブプール●流水プー
ル●キッズプール●サウナ●露天風呂

設備・備考

サービス

●住所... 061-2302 
札幌市南区定山渓温泉東２丁目

●電話...011-598-3223
●FAX...011-598-3222
●URL... https://www.jozankeiview.

com/
●E-mail... jyouzankeiview@karakami- 

kankou.co.jp
●交通 
［地下鉄］南北線真駒内駅からバス40分
［タクシー］JR札幌駅から50分
●駐車場 
有（400台） 
無料

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊
基本料金は原則的に8h料金。

 ■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
 ●ビューホール 1,000m2 400人 720人 1,000人 800,000円
 ●ビューホールＡ 500m2 200人 400,000円
 ●ビューホールＢ 500m2 250人 400人 400,000円

 ■客室の種別 ■部屋数 ■定員 ■備考
 ●和室 437室 2,104人
 ●スイート 11室
 ●特別室 18室
 ●ツイン 98室 196人
 ●和洋室 83室
 ●合計 647室 2,319人

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 2軒 1,200人
 ●バー 2軒 280人
 ●ティーラウンジ 1軒 120人
 ●売店 1軒

■バリアフリー対応

■利用可能カード等

EV
EV
EV EV EV

ビューホール

定山渓
ビューホテル

定山渓万世閣ホテル
ミリオーネ

定山渓ホテル

定山渓
グランドホテル瑞苑

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

真駒内・定山渓
エリア

サービス

設備・備考

■宿泊
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 30人
 ●バー 1軒 50人
 ●売店 1軒
 ●コンビニ（ヤマザキショップ） 1軒

■飲食
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 173室 796人 和洋室も含む
 ●スイート 6室 29人 スイートは内数です
 ●シングル
 ●ツイン 9室 18人
 ●その他 3室 20人
 ●合計 190室 863人

基本料金は原則的に8:00～22:00料金。（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。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
 ●すずらん ［3F］ 20人 （5,000円）
 ●白樺 ［7F］ 376m2 150人 200人 （50,000円）

会場と宿泊施設は一体となっております。

■会場備考
利用料金は全日（8:00～22:00）の場合
■主な貸出機器
プロジェクター・スクリーン一式15,000円（税別）
■その他の施設
●サウナ、大浴場

●住所... 061-2303 
札幌市南区定山渓温泉西4丁目

●電話...011-598-2111
●FAX...011-598-2110
●URL... https://www.johzankei-hotel. 

com/
●E-mail...info@johzankei.co.jp
●交通 
［バス］札幌駅前から定鉄バスで約1時間
［タクシー］JR札幌駅から40分
●駐車場 
有（150台） 
無料

Jozankei Hotel

定山渓ホテル

■主会場平面図

■外語サービス

■バリアフリー対応

■利用可能カード等

定山渓
ビューホテル

定山渓万世閣ホテル
ミリオーネ

定山渓ホテル

定山渓
グランドホテル瑞苑

［7F］

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。

3Fすずらん（本格的会議室）

7Fしらかば会場（和室でもフローリングでも対応可能）
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定山渓万世閣ホテルミリオーネ
Jyozankei-Manseikaku  Hotel Milione 

客室は、和室、洋室両タイプを整えました。和室はバ
ス・トイレが独立した造りで、10帖と12帖がありま
す。ツイン主体の洋室も79室を確保しております。
ホールは、温泉地にありながら、ビュッフェスタイル
で、1,000名収容のスケール。客席はスロープ状に
もスクールスタイルにも可能です。

■主会場平面図

［B1］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
ミリオーネホールは（1）（2）（3）に分割できます。
■主な設備
［ミリオーネホール］ワイヤレスマイク、有線マイク、
カセットデッキ、CDプレイヤー、ホワイトボード、
OHP、ビデオデッキ、録音装置、演台
■主な貸出機器
ワイヤレスマイク、有線マイク、カセットデッキ、CDプ
レイヤー、オーバーヘッドスクリーン、ビデオセット、
録音装置、演台、ホワイトボード、カラオケセット
■その他の施設
●屋内プール●ゲームセンター●居酒屋●カラオ
ケBOX●宴会場●会議室●大浴場

設備・備考

●住所... 061-2302 
札幌市南区定山渓温泉東3丁目

●電話...011-598-3500
●FAX...011-595-2131
●URL...https://www.milione.jp/
●交通 
［バス］JR札幌駅から65分
［タクシー］JR札幌駅から45分
●駐車場 
有（250台） 
無料

真駒内・定山渓
エリア

■宿泊
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 300人 バイキングスタイル
 ●バー 2軒 120人
 ●ティーラウンジ 1軒 40人
 ●売店 1軒

■飲食
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 218室 1,130人 10帖＋踏込2畳
 ●スイート 4室 10人
 ●シングル 10室 10人 14m2セミダブルベッド
 ●ツイン 79室 160人 28m2トリプル可
 ●その他
 ●合計 312室 1,310人

 ■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
 ●コンベンションホール（全スパン） 900m2 576人 1,000人 700人 1,400人 80,000円～
 ●コンベンションホール（全スパン） 900m2 824人 80,000円～
　※ロールバック使用
 ●コンベンションホール（1） 318m2 200人 270人 289人 80,000円～
 ●コンベンションホール（2） 362m2 200人 290人 340人 80,000円～
 ●コンベンションホール（3） 205m2 100人 140人 170人 80,000円～
 ●ポプラ 110m2 40人 60人 40人 80人 40,000円～

サービス

基本料金は原則的に8h料金。税別。どちらも利用人数で料金が変わります。

■バリアフリー対応

■利用可能カード等

イオンカード　ジャックス

定山渓
ビューホテル

定山渓万世閣ホテル
ミリオーネ

定山渓ホテル

定山渓
グランドホテル瑞苑

EVEV

EV
EV

EVEV
EVEV
EVEV 　 コンベンション

ミリオーネホール

レストランマルコポーロ BAR
（バル）

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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