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札幌コンベンションセンター
Sapporo Convention Center

会議や展示会、イベントなどの開催を可能とした総
合型コンベンションセンター。
2,500人規模の大型会議から小規模な会議・分科会
までさまざまな会議開催が可能。
情報化に対応した最新IT設備を導入。各部屋から
LANでインターネットに接続が可能。

■主会場平面図

■コンベンション会場 特徴

■主な設備
［大ホール］会議から展示会まで開催可能な多目的ホ
ール［特別会議場］国際会議の開催を意識したインテ
リジェントホール。同時通訳6ブースあり［中ホール］パ
ントリーに隣接し、パーティーやレセプションにも対応
［小ホール］手頃なサイズの階段劇場式ホール［204
会議室］アーチ型の天井が会議の雰囲気を盛り上げ
ます。この他にも中小の会議室が14室あります。
■主な貸出機器
会場設備（仮設ステージ、いす、机）。映像設備（プロ
ジェクター、超高照度OHP、スライド映写機、移動式
スクリーン、プラズマディスプレイ、操作卓、書画カメ
ラ、方式変換ビデオ、スライドビデオコンバーター）。
音響設備（移動式スピーカーセット）。情報設備（LAN
設備セット、LANカード、PHS通話機）。式典用設備
（国旗、賞状盆、花瓶、金屏風、講演用セット、テープカ
ット用セット）。その他の設備（演台、司会者台、花台、
展示パネル、アームランプ、ピクチャーレール、マイ
クロホン、マイクスタンド、手元灯、移動式拡声器、ネ
ームプレート、デジタルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ、カメラ用三脚、ポータブルCD、ホワイトボード、レ
ーザーポインター、指示棒、可動間仕切り、仕切りポ
ール、サインスタンド、ポスタースタンド、手提げ金
庫、モニタ受信ボックス、電動リフト）。ほか

設備・備考

サービス

●住所... 003-0006 
札幌市白石区東札幌6条1丁目

●電話...011-817-1010
●FAX...011-820-4300
●URL...https://www.sora-scc.jp/
●E-mail...info@sora-scc.jp
●交通 
［地下鉄］東西線東札幌駅から徒歩8分
［バ　ス］ JR北海道バス　新札幌線　札幌コンベンショ

ンセンター
［タクシー］JR札幌駅から15分　1,500円
●駐車場 
有（493台） 
普通自動車 ： 最初の2時間200円、以降30分につき100円 
大型自動車 ： 最初の2時間500円、以降30分につき250円

大規模施設
他 市 域 内

■宿泊
基本料金は原則的に8h料金。税込。（2018年3月現在）

 ■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 ［1F］ 2,607m2 12m 5,000kg/m2 1,200人 2,500人 304,900円
 ●特別会議場 ［1F］ 692m2 11m 300kg/m2 252人 700人 237,900円
 ●中ホール ［1F］ 564m2 6.5m 300kg/m2 238人 600人 111,300円
 ●小ホール ［2F］ 240m2 2.85～4.5m 300kg/m2 193人 193人 45,000円
 ●204会議室 ［2F］ 283m2 3.15～4.3m 300kg/m2 120人 320人 35,200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
 ●レストラン 1軒 100人
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店

［1F］

［2F］

■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

■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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札幌市産業振興センター
Sapporo Business Innovation Center

札幌市産業振興センターは市内の中小企業を支援
するため、人材育成事業、創業支援事業、情報提供事
業及びセミナールームの貸し出しなどを実施してい
ます。セミナールームの貸し出しでは14人から150
人までの人数にあわせた利用ができ、プロジェクタ
ーやマイク、DVDデッキ等も貸し出ししています。

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
中小企業者又は主としてこれらで構成される団体
が、その従業員又は団体を構成する中小企業者の従
業員を対象に研修等を行う場合は、その内容に関す
る資料の提出を条件とし、「研修料金」を適用。なお
「研修料金」は左記金額の半額。
営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は10
割増（入場者等から入場料、受講料その他これらに
類する金員を徴収する場合でその額が4,001円を
超えるときは20割増）とする。体育実習室は11～3
月の間暖房料が加算されます。
■主な設備
［セミナールームA］音響装置スクリーン／遮光ブラ
インド、机50、椅子150［セミナールームB・C］スクリ
ーン、遮光ブラインド、机21、椅子42［セミナールー
ムD］パソコン21台、音響装置、プロジェクター、スク
リーン、遮光ブラインド［セミナールーム1］スクリー
ン、机30、椅子90［セミナールーム2・3］スクリーン、
机20、椅子40［セミナールーム4～8］スクリーン、机
10、椅子20［セミナールーム9］スクリーン、机21、椅
子42［会議室］打合せテーブル3、椅子14
■主な貸出機器
［体育実習室］音響設備セット
［各室共通］プロジェクタ、テレビ・ビデオデッキセット
ビデオーDVDデッキ、ワイヤレスマイク、マイクスタ
ンド、ステレオセット
［各室共通］（体育実習室以外）移動式映像・音響設備
セット

設備・備考

サービス

●住所... 003-0005 
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

●電話...011-820-3033
●FAX...011-820-3220
●URL...http://www.sapporosansin.jp/
●交通 
［地下鉄］東西線東札幌駅から徒歩7分
［タクシー］JR札幌駅から約15分　約2,000円
●駐車場 
当施設利用者のみ使用可　50台 ※台数の変動あり 
最初の2時間まで200円以後30分ごとに100円追加

大規模施設
他 市 域 内

■宿泊
基本料金は原則的に8h（9時～17時）料金。（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。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 
 ●セミナールームA ［2F］ 243m2 150人 （15,800円）
 ●セミナールームB・C ［2F］ 99m2 42人 （7,000円）
 ●セミナールームD ［2F］ 96m2 20人 （7,700円）
 ●セミナールーム1 ［3F］ 147m2 90人 （10,300円）
 ●セミナールーム2・3 ［3F］ 73m2 40人 （5,200円）
 ●セミナールーム4～8 ［3F］ 51m2 20人 （3,500円）
 ●セミナールーム9 ［1F］ 116m2 42人 （7,700円）
 ●会議室 ［1F］ 30m2 14人 （2,800円）
 ●体育実習室 （4～10月） 864m2 （15,000円）
  （11～3月） （22,210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　隣接ラソラ札幌 Bタウンレストラン街有
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考

付帯する飲食施設はありません

■主会場平面図
［3F（技能訓練棟）］

［2F（産業振興棟）］

セミナールームA（定員150名） セミナールームD（定員20名）※パソコン専用

午前+午後
（2区分合算）

■インターネットへの対応

セミナールームに情報コンセントを設置しています。
施設内LANを経由してインターネット網対応
2Mbpsの専用線での利用が可能です。
（注）外部とメール等のやり取りは出来ません。
産業振興棟１階情報スクエアと産業振興棟・技能訓
練棟2階の両ラウンジでWi-Fiが利用できます。

■バリアフリー対応
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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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アクセスサッポロ（札幌流通総合会館）
Axes Sapporo (Sapporo Exposition Center)

幅100m、奥行50m、広さ5,000m2の大展示場は、
北海道エリアで最大の広さを誇るスペースです。し
かも、柱を一本も使用しない無柱構造となっており、
4分割も可能です。見本市、各種展示会、パーティー
など、多目的メディアスペースとしてご利用頂けま
す。

■主会場平面図　［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
基本料金は、大展示場、屋外展示場とともに平日の
料金です。土日祝日の料金や延長料等については、
別途お問い合せ下さい。

設備・備考

サービス

●住所... 003-0030 
札幌市白石区流通センター4丁目 
3番55号

●電話...011-865-5811
●FAX...011-864-1290
●URL...http://www.axes.or.jp
●交通 
［地下鉄］東西線大谷地駅から徒歩15分
［ J   R ］新札幌駅からタクシーで5分
［タクシー］JR札幌駅から約35分
●駐車場 
有（1,100台） 
無料

大規模施設
他 市 域 内

はり下の天高8.9ｍ（大展示場）。基本料金は原則的に9時～17時の料金。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
 ●大展示場 5,000m2（10m） 5ｔ/m2 4,000人 5,500人（710,000円）
 ●屋外展示場 2,400m2 5ｔ/m2 （80,000円）
 ●小展示場 279m2 2.5m 150人 （36,000円）
 ●レセプションホール 121m2 6m 90人 （22,000円）
 ●研修室A 150m2 2.5m 99人 （16,000円）
 ●研修室B 100m2 2.5m 42人 （15,000円）

 ■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 80人
 ●売店 1軒

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊施設はありません

■飲食
■バリアフリー対応

アクセスサッポロ
流通総合会館

大谷
地駅

国道
１２
号線

道
央
自
動
車
道

CAPO大谷地

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

大　展　示　場

EV

小展示場

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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北海きたえーる（北海道立総合体育センター）
Kitayell (Hokkaido Prefectural Sports Center)

国際競技大会や全国規模の競技大会など、各種スポ
ーツ、文化、教養的なイベント開催などにも対応でき
る総合的な施設。

■主会場平面図　［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
メインアリーナ1・2階固定席4,000、移動席1,872、
最大10,000
講堂、視聴覚室、大研修室は一体使用可能
利用時間の区分は次のとおり4区分です。
　午前　  9:00～13:00
　午後　13:00～17:00
　夜間　17:00～21:00
　深夜　21:00～23:00（武道場、サブアリーナのみ）
■貸出備品
講堂・視聴覚室、大研修室、中研修室の施設のみプロ
ジェクター、スクリーン完備
※その他の備品、貸出料金については、施設までお
問い合わせください。

設備・備考

サービス

●住所... 062-8572 
札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号

●電話...011-820-1703
●FAX...011-833-0705
●URL...http://www.kitayell.jp
●交通 
［地下鉄］東豊線豊平公園駅直結
［タクシー］JR札幌駅から約30分
●駐車場　指定車輌のみ駐車可能
●休館日　月曜日（月2回、不定）、12/31～1/2
●開館時間　9:00～21:00（一部施設23時まで） 
※トレーニング室8：30～22：30

大規模施設
他 市 域 内

※料金については施設までお問い合わせください。

 ■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
 ●メインアリーナ ［B1］ 3,886m2 最高（26m） 5ｔ/m2 10,000人
 ●講堂・視聴覚室 ［2F］ 240m2 150人
 ●大研修室 ［2F］ 183m2 100人
 ●中研修室 ［2F］ 96m2 60人
 ●小研修室（3室） ［2F］ 40m2 各20人

 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店 1軒 （イベントにより営業）

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊施設はありません

■飲食

■バリアフリー対応

身体障害者用トイレに含む及びオストメイト対応（一
部あり）。点字ブロック聴覚障害者のための集団補聴
システム・音声誘導システム。

メインアリーナ
サブアリーナ

地下鉄連絡通路

第二駐車場

北海きたえーる
（北海道立
  総合体育センター）

豊平公園

豊平公園駅

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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札幌芸術の森
Sapporo Art Park ［Art Hall］

アートホールには、シンポジウムや発表会の開催、ま
たオーケストラのリハーサル等が可能なアリーナを
はじめ、音楽・舞台・演劇等に配慮された大・中・小の
練習室がございます。
利用区分は、10:00～16:00（昼）、17:00～23:00
（夜）、10:00～23:00（昼夜）、10:00～翌9:00（全
日）の４つの時間区分を設定しています。マイクや観
客用椅子はもちろんのこと、組立式ステージなどの
貸出無料備品も充実しています。

■主会場平面図

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
基本料金は10:00～16:00昼間区分使用の場合。
■主な設備
［アリーナ］組立式ステージ、平台、拡声装置、スタッ
キングチェア（500）
［大練習室］平台、拡声装置、スタッキングチェア
（200）
［中練習室］拡声装置、スタッキングチェア（50）
［小練習室］拡声装置、スタッキングチェア（15）
［ピアノ練習室］可動椅子（20）
このほか、ピアノやドラムの貸出しあり（有料）。
■その他の施設
●40haの緑豊かな丘陵地に野外美術館と芸術の森
美術館、クラフト工房、工芸館（展示ホール、染工房、
織工房）、木工房、陶工房、版画工房、アトリエ、ロッ
ジ、有島武郎旧邸、野外ステージ、芸術の森センター
が点在。
各種クラフトの工房では陶芸・染色・ガラス・七宝など
の制作体験ができます。

設備・備考

サービス

●住所... 005-0864 
札幌市南区芸術の森2丁目75番地

●電話...011-592-5111（代表）
●FAX...011-592-4120
●URL...https://artpark.or.jp
●交通 
［地下鉄］ 南北線真駒内駅から中央バス2番乗り場、空沼

線か滝野線に乗車、「芸術の森入口」か「芸術の
森センター」で下車（乗車時間約15分） 
真駒内駅から約15分間隔でバスが運行されます

●駐車場 
有（600台） 
有料 ：  普通500円、大型1,200円、6枚つづりの駐車回

数券1,000円

大規模施設
他 市 域 内

（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。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
 ●アリーナ ［1,2F］ 645m2 600人 （18,500円）
 ●大練習室 ［1F］ 488m2 300人 （11,100円）
 ●中練習室 ［2F］ 171m2 150人 （  3,700円）
 ●小練習室1、2 ［2F］ 47m2 10人 （  1,100円）
 ●小練習室3、4、5 ［2F］ 30m2 10人 （  1,100円）
 ●小練習室6 ［2F］ 40m2 10人 （  1,100円）
 ●ピアノ練習室 ［2F］ 20m2 10人 （  1,300円）

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 90人 芸術の森センター内
 ●バー
 ●ティーラウンジ 1軒 15人 芸術の森美術館内

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊専用施設はありません

［1F］

［2F］

■バリアフリー対応

札幌芸術の森

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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札幌ドーム（HIROBA）
Sapporo Dome (HIROBA)

北海道最大の全天候型多目的ドーム。最大
17,800m²のアリーナ、41,566席のスタンド席を設
置。展示会、大会、学会などにも対応可能。

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
アリーナの面積は、スタンド席を移動させることによ
り14,460～17,800平方メートルの範囲で使用でき
ます。スタンド席を利用する場合は、別途料金がかか
ります。クローズドアリーナには11ｔ車の乗り入れが
直接可能です。収容定員についてはフィールドの形
式により若干変動します。
［クローズドアリーナ］料金は1日（7～24時）単位で
す。
■その他の設備
●サッカー練習場2面●展望台●トレーニングルー
ム●キッズパーク

設備・備考

サービス

●住所... 062-0045 
札幌市豊平区羊ケ丘1番地

●電話...011-850-1000（代）
●FAX...011-850-1011
●URL...https://www.sapporo-dome.co.jp/
●交通 
［地下鉄］東豊線福住駅から徒歩約10分
［タクシー］札幌駅から約30分
●駐車場 
有（約1,451台） 
［イベント時］ 有料 ： 普通車2,500円（要前売駐車券）
［その他の日 ］有料 ： 2時間300円（以降30分100円） 
※イベントにより駐車場の営業は異なります。

大規模施設
他 市 域 内

（　）内の数については「設備・備考」欄を参照。税別。

 ■会場名 ■面積 ■天高 ■床荷重 ■固定席 ■アリーナ定員 ■基本料金
 ●クローズドアリーナ 14,460m2 63m 10ｔ/m2 （41,566席） （11,755人） 4,400,000円

■主会場平面図

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒
 ●売店 37軒 イベント時のみ営業

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊専用施設はありません

■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
（総合案内チケット窓口）

（グッズショップ）

札幌ドーム
（HIROBA）

福住駅
イトーヨーカドー
福住店

クローズドアリーナ オープンアリーナ

北ゲート

南ゲート

サッカー練習場
（人工芝）

サッカー練習場
（天然芝）

展望台

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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札幌ホテルヤマチ
Sapporo Hotel Yamachi

「ススキノ」に次ぐ繁華街「琴似」に立地する西区唯一
の国際観光ホテル。札幌中心部大通へ10分。小樽に
も札幌で一番近く、観光ビジネスに最適です。

■コンベンション会場 特徴

■主な貸出機器
各種音響機器、10～120インチ液晶プロジェクター
等、プレゼンテーション機器等、アイロン、ズボンプレ
ッサー

設備・備考

サービス

●住所... 063-0811 
札幌市西区琴似1条3丁目3番6号

●電話...011-644-5555
●FAX...011-644-5744
●URL...http://www.s-hotelyamachi.co.jp
●E-mail...rsv@s-hotelyamachi.co.jp
●交通 
［地下鉄］東西線琴似駅3番出口より徒歩1分
［JR］JR琴似駅より徒歩6分
［タクシー］JR札幌駅から15分
●駐車場 
有（50台） 
有料 
宴会場をご利用の場合、3時間まで100円

大規模施設
他 市 域 内

■宿泊
基本料金は原則的に全日料金。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
 ●桃山 ［2F］ 139m2 96人 136人 100人 160人
 ●平安 ［3F］ 368m2 5m 288人 360人 300人 480人
 ●桂 ［3F］ 31m2 18人 18人 25人
 ●橘 ［2F］ 31m2 18人
 ●楓 ［4F］ 31m2 18人

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 2室
 ●スイート
 ●シングル 42室 デラックスシングル16室含む
 ●ツイン 8室
 ●その他 1室
 ●合計 52室

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 2軒 コーヒー＆レストラン「エル」「青山」
 ●バー 1軒 スカイラウンジ「リッチ」
 ●ティーラウンジ
 ●売店

■主会場平面図　［3F］

■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

至JR琴似駅

地下鉄東西線

札幌ホテルヤマチ

琴似駅

イオン
札幌琴似店

大宴会場

平　　安

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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ホテルエミシア札幌
Hotel Emisia Sapporo

札幌の副都心・新さっぽろに位置し、観光、ビジネスに抜
群のアクセス。地上32階から眼下に広がる景色は、野
幌原始林の見渡せるネイチャービューと市内中心部の
シティビュー。異なる2つの風景が楽しめます。1階には
25mの吹き抜けのアトリウムがあり、その中に全天候
型の本格的チャペルを併設。また、地下1階の《スパ・ア
ルパ》は最大350名収容の、リラクゼーションスペース。
ミストサウナや陶板浴など多彩な施設で旅の疲れを癒
せます。

■主会場平面図

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
オリジナルの各種テーマパーティーをご用意。スタ
イリッシュな会場コーディネートをご提案致します。
小会場及び和室を含め全13室ございます。
■貸出備品
プロジェクター、スクリーン、カラオケ、音響設備、
TV、ビデオデッキ、DVDプレイヤー、ホワイトボー
ド、他
■その他の施設
●リラクゼーション「スパ・アルパ」●ビューティサロン
「うやま」●チャペル●神殿●ベーカリーショップ「ノ
ースクレスト」●ウエディングサロン「ベリッシモ」 
●写真室

設備・備考

サービス

●住所... 004-0052 
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目

●電話...011-895-8811
●FAX...011-895-8820
●URL...http://www.hotel-emisia.com/
●E-mail... emisia.sapporo@hotel-emisia.

com
●交通 
［地下鉄］ 地下鉄東西線大通駅から19分、新さっぽろ駅

から徒歩1分
［JR］ JR札幌駅から9分、新千歳空港から28分　新札幌

駅から徒歩2分
●駐車場 
有（200台） 
有料 ： 1時間400円（施設のご利用で各種優待あり）

大規模施設
他 市 域 内

■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
 ●パレスボールルーム ［3F］ 764m2 5.9m 500人 700人 480人 900人

料金はお問合せ
ください。

 ●パステル ［2F］ 404.2m2 3.1m 240人 270人 216人 450人
 ●パレット ［2F］ 393.6m2 3.1m 240人 270人 216人 450人
 ●クラウン ［3F］ 142.6m2 2.7m 60人 100人 63人 182人
 ●カーサ・ビアンカ ［31F］ 92.9m2 7.0m 50人 60人 63人 120人
 ●シンフォニー ［4F］ 187m2 3.0m 100人 100人 100人 60人
 ●カトレア ［3F］ 71.6m2 2.7m 40人 40人 30人 80人
 ●アザレア ［3F］ 64.1m2 2.7m 40人 40人 36人 72人

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 12室 60人 和洋室含む
 ●スイート 3室 11人
 ●シングル 71室 71人
 ●ツイン 384室 1,088人 アクセシブルルーム含む
 ●その他 43室 92人 ダブル、ファミリー含む
 ●合計 513室 1,322人 全室ワイヤレスインターネット回線、27インチフラットTV

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員
 ●レストラン 3軒
 ●ティーラウンジ 1軒 88人

［2F］ ［3F］

※基本料金は原則的に9時～19時の料金ですが詳細はお問合せください。

■インターネットへの対応

宴会場、全客室ワイヤレスインターネット対応
■外語サービス

あ
英語・中国語・韓国語

■運営サポート
ホテルエミシア札幌オリジナルのプラン各種
ご用意しております。

■バリアフリー対応

■利用可能カード等

ホテル
エミシア札幌

新さっぽろ
アークシティ
ホテル

JR新札幌駅 新
さっぽ

ろ
駅

国道12
号線

イオン
カテプリ

厚別区役所

札幌市
青少年科学館

EV

EV
EV

EV
EVEV EV

EV EV

中宴会場
パレット

中宴会場
パステル

会議場
コスモスEV

会
議
室

ア
ザ
レ
ア

EV

EV
EV

EV
EVEV EV

EV EV

EV

大宴会場
パレスボールルーム

小
宴
会
場

ク
ラ
ウ
ン

会議室

 会議室
カトレア
A B

パンジー

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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新さっぽろアークシティホテル
Shin-Sapporo ARC City Hotel

1．新千歳空港駅よりJR快速で28分　2．札幌駅より
JR快速で8分　3．大通駅より地下鉄で18分（※1～
3は、いずれも新さっぽろ駅下車、ホテルに直結して
います）。4．その他JRバス、中央バス、夕鉄バスの4
路線バス乗り入れのターミナル直結があります。
札幌ドームまで車で20分、札幌コンベンションセン
ターまで地下鉄8分 徒歩8分。

■主会場平面図　［5F］

■コンベンション会場 特徴

■主な設備
［アークホール］3分割可（A～C）。
［青葉］3分割可（もみじ15帖・青葉15帖・ひばり12
帖）。青葉の面積の単位は帖です。
■主な貸出機器
モニターテレビ・デッキ、スクリーン、ホワイトボード、
OHP、スライドプロジェクター、カラオケ、マイク設
備、等他各種
■その他の施設
●ホテル内に24時間営業のコンビニ有り
●道内最大のショッピングセンター「サンピアザ」「カ
テプリ新さっぽろ」「イオン」「デュオ1・2」併設

設備・備考

サービス

●住所... 004-0052 
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6番2号

●電話...011-890-2525
●FAX...011-890-2520
●URL...http://www.arccityhotel.com
●E-mail...hotel@arccityhotel.com
●交通 
［地下鉄］東西線新さっぽろ駅8番出口直結
［JR］JR千歳線新札幌駅直結
［バ　ス］ 新さっぽろバスターミナル（JRバス、中央バス、

夕鉄バス）直結
●駐車場 
有（800台・ショッピングセンターと共有） 
宿泊者無料

大規模施設
他 市 域 内

■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
 ●アークホール ［5F］ 325m2 180人 200人 120人 250人 320,000円
 ●パール（A） ［5F］ 101m2 50人 60人 40人 60人 144,000円
 ●アークホール（B） ［5F］ 101m2 50人 60人 40人 60人 144,000円
 ●クリスタル（C） ［5F］ 101m2 50人 60人 40人 60人 144,000円
 ●アカシア ［4F］ 99m2 50人 50人 30人 60人 120,000円
 ●ハマナス ［4F］ 86m2 40人 40人 30人 50人 104,000円
 ●スズラン ［4F］ 65m2 30人 30人 20人 40人 56,000円
 ●青葉（和室） ［5F］ 42帖 48人 96,000円

 ■客室の種別 ■部屋数
 ●ファミリールーム（和室） 2室
 ●スイート 1室
 ●シングル 95室
 ●ツイン 35室
 ●デラックスツイン 2室
 ●合計 135室

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 100人 ティーラウンジ兼ねる
 ●ティーラウンジ
 ●売店

基本料金は原則的に8h料金。税・サービス料別。

■インターネットへの対応

接続無料
■運営サポート

■利用可能カード等

もみじ

青　葉

ひばり

クリスタルアークホールパール

EV EV

(A) (B) (C)

ホテル
エミシア札幌

新さっぽろ
アークシティ
ホテル

JR新札幌駅 新
さっぽ

ろ
駅

国道12
号線

イオン
カテプリ

厚別区役所

札幌市
青少年科学館

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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札幌市生涯学習センター
Cieria (Sapporo Comprehensive Learning Center)

ホールや音楽スタジオなど、多種多様な会場があり
ます。

■主会場平面図　［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
各貸室は、午前・午後・夜間・全日区分での貸出しとな
ります。（左記の基本料金欄は全日区分を掲載。ただ
しホールの料金は平日料金）。
営利を目的とする法人または会社のご利用は10割
増しを適用させていただきます。また、入場料を徴収
する場合は、入場料に応じて、利用料金が割り増しに
なります。
館内には「時を見つめて」をキーワードとした9名の
作家によるアートが展示されています。
■主な貸出備品
プロジェクター・マイク・パネル等
■主な設備
［ホール］436席の多目的ホール。［音楽スタジオ1　
副調整室］防音設備や録音機材を備えたスタジオ。
［演劇スタジオ1･2］演劇、音楽の練習の場として使
用されています。AV設備、照明設備有り。［大研修
室］AV設備、プロジェクター、天吊TV2設置。［コンピ
ュータ研修室］コンピュータ30台設置。［講堂］AV設
備、プロジェクター、天吊TV2設置。［和室･茶室］茶
道具セット（消耗品は除きます）。

設備・備考

サービス

●住所... 063-0051 
札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

●電話...011-671-2200
●FAX...011-671-2233
●URL...https://chieria.slp.or.jp/
●交通 
［地下鉄］東西線「宮の沢駅」地下直結
［タクシー］JR札幌駅から25分
●駐車場 
有 
西友宮の沢店駐車場と共用（635台）1時間無料 
※ちえりあ内駐車券認証機を通すとさらに1時間無料

大規模施設
他 市 域 内

■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
 ●ホール ［1F］ 1,763.8m2 436人 （106,900円）
 ●音楽スタジオ１　副調整室 ［1F］ 71.2m2 （8,100円）
 ●演劇スタジオ1･2 ［1F］ 161.8m2 （16,600円）
 ●大研修室 ［2F］ 197.0m2 108人 （18,300円）
 ●コンピュータ研修室 ［3F］ 141.5m2 30人 （9,600円）
 ●映像スタジオ ［5F］ 176.4m2 （16,600円）
 ●講堂 ［6F］ 318.3m2 210人 （29,700円）
 ●和室･茶室 ［6F］ 79.8m2 20人 （6,200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
カフェ 1軒 70人

（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。税込。

■インターネットへの対応

■外語サービス
英語の館内サインあり

■バリアフリー対応

札幌市生涯学習センター

宮の沢駅

国道5号
線

札樽自動
車道

西友
イシヤ
チョコレート
ファクトリー

ホール

客　席ステージ

ホール
　倉庫

楽屋

ロビー

楽屋

楽屋

EV

E
V

演劇
スタジオ
1

2

音楽
スタジオ

音楽
スタジオ
1

2

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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つどーむ（札幌市スポーツ交流施設）
Tsudome (Sapporo Community Dome)

室内アリーナの床面は人工芝でおおわれています。
屋根は自然光が入るテフロンを使用しています。こ
れは東京ドームと同じ素材です。

■主会場平面図　［1F］

■コンベンション会場 特徴

■会場備考
左記料金は9時～21時の集会・式典等での平日料金
で、アマチュアスポーツ等では80,000円（平日9時
～21時）、プロ競技・物販等では900,000円（平日9
時～21時）で、利用目的により変更があります。
暖房料、照明料、備品物件使用料は、上記利用料に含
まれておりません。
詳しくは、つどーむまでご連絡下さい。
■主な設備
床加重は、静荷重3.5t/㎡(72h以内)・動荷重67t/㎡
（５分以内）となっています。
搬入出口はセンター側に3ケ所（A・B・C）、3塁側（D）
に1カ所。
A・ C搬入口：幅3.6ｍ×高さ3.7m
 B搬入口：幅3.6ｍ×高さ3.4m
 D搬入口：幅3.1ｍ×高さ3.3m 
■主な貸出機器
折りたたみ椅子、長机、展示パネル、演台、花台、移動
ステージ、PP発泡シート、ターポリンシートの貸出、
電光掲示板等
■その他の施設
●会議室●ミーティングルーム●特別室●放送室等

設備・備考

サービス

●住所... 007-0852 
札幌市東区栄町885番地1

●電話...011-784-2106
●FAX...011-784-2107
●URL...https://www.shsf.jp/tsudome/
●交通 
［地下鉄］東豊線栄町駅から徒歩10分
［バス］栄町教育大線（栄20、栄23）つどーむ前下車
［タクシー］JR札幌駅から約15分
●駐車場 
有（306台） 
無料 
障がい者スペース有

大規模施設
他 市 域 内

 ■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
 ●屋内アリーナ 11,484m2 39.5m （300,000円）

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 43人
 ●売店 1軒

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊施設はありません

床荷重、（　）内の料金については「設備・備考」欄を参照。※料金につきましてはお問い合わせ下さい。

■バリアフリー対応

身障者用エレベーター（屋内アリーナ内設置）
授乳室

EV

会議室A会議室B

センター側

C
搬
入
口

D搬入口

B
搬
入
口

A
搬
入
口

3塁側

会議室C
放送室特別室

つどーむ
（札幌市スポーツ交流施設）

イオン
札幌栄町店

栄
町
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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モエレ沼公園ガラスのピラミッド（HIDAMARI)
Glass Pyramid In Moerenuma Park （HIDAMARI)

モエレ沼公園は世界的な彫刻家として知られるイサ
ム・ノグチが基本設計を手がけた公園。2005年にグ
ランドオープンし、世界でも類を見ない広大なアート
パークとして注目を集めています。園内にはスポー
ツ施設を含め15の施設があり、中でもガラスのピラ
ミッドは、モエレ沼公園のシンボルとなる建物。高さ
32mの頂点を仰ぐガラスの美しさを存分に体感でき
るのが最大のポイントです。冬は暖かく、市民の憩い
の場ともなります。SPACE1はプロジェクター等映
像機器が完備されており、会議にも使用可。
SPACE2は開放的なつくりで展示会、ワークショップ
の利用に適しています。アトリウム1、2は演奏会や結
婚式のセレモニーにも使用可能です。

■主会場平面図
［1F］

［2F］

■コンベンション会場 特徴

■貸出備品
［全館で利用可能］イス、机、ライティング・キット（有
料）、円卓、姿見、ロープパーテーション、サインスタン
ド
［スペース1］オーディオ装置、ビデオ再生装置、プロ
ジェクター（スクリーン付き）、マイクいずれも有料。

設備・備考

サービス

●住所... 007-0011 
札幌市東区モエレ沼公園1-1

●電話...011-790-1231
●FAX...011-792-2595
●URL...http://moerenumapark.jp
●交通
［地下鉄］ JR札幌駅から徒歩5分で地下鉄東豊線さっぽ

ろ駅、乗車約5分で地下鉄東豊線環状通東駅／
バスターミナル1番乗り場から北海道中央
バス北札苗線、東69番「あいの里教育大学駅
前行」か、東79番「中沼小学校通行」に乗車／
乗車時間約25分でバス停「モエレ沼公園東
口」下車

［タクシー］JR札幌駅から約40分、約4,000円
●駐車場 
有（夏季1,500台、冬季100台） 
無料

大規模施設
他 市 域 内

 ■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
 ●アトリウム1 ［1F］ 864m2 360kg/m2 350人 16,600円
 ●アトリウム2 ［2F］ 587m2 360kg/m2 250人 13,600円
 ●スペース1 ［1F］ 192m2 4.8m 250kg/m2 40人 120人 7,600円
 ●スペース2 ［2F］ 267m2 3.5m 250kg/m2 50人 150人 10,600円

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 1軒 47人 フレンチ・レストラン（コース料理の提供）
 ●バー
 ●ティーラウンジ
 ●売店 1軒 テイクアウトショップ

午前（9時-12時）、午後（13時-17時）、夜間（18時-21時）、全日（9時-21時）。料金改定の可能性あり。

■宿泊
 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考

宿泊施設はありません

写真提供：モエレ沼公園

■外語サービス
英語案内板、パンフレット等資料、英・中・韓パンフレッ
ト有

■運営サポート
施設が特殊な構造のため、イベント・コンベンション
の対応は、特に、事前打ち合わせを綿密に行い、アド
バイスするよう配慮しています。

■バリアフリー対応
展示室
スペース1アトリウム1

 

展示室
スペース2

アトリウム2

JR札幌駅

JR苗穂駅

JR太平駅

JR百合が原公園駅 モエレ沼公園

サッポロさとらんど丘珠空港

雁来IC

伏古IC

札幌IC

北郷IC

札幌北IC

札樽自動車道

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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シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ
CHÂTERAISÉ Gateaux kingdom SAPPORO

食べて（レストラン・宴会）遊んで（プール＆スパ）ゆっ
たり宿泊のできるリゾートホテル

■コンベンション会場 特徴

■主な設備
［カベルネ］280インチスクリーン、ビデオプロジェク
ター、ロールバックシート300席装備［シャルドネ］
250インチスクリーン、ビデオプロジェクター［マス
カット］収納ホワイトボード［ピオーネ］100インチス
クリーン［デラウェア］収納ホワイトボード
■主な貸出機器
備品特記事項に準ずる。
■その他施設
隣接してプール＆スパ（フェアリーフォンテーヌ）有
り。ホテル内（エステ、美容、衣装室、チャペル、神殿、
お菓子工房・ファンタニヴェール）
■運営設営サポート
ロールバックシート（300席）階段型の移動観覧席有り。

設備・備考

サービス

●住所... 002-8043 
札幌市北区東茨戸132

●電話...011-773-2211
●FAX...011-773-0758
●URL...http://www.gateauxkingdom.com
●E-mail... banquet-reservation-gks@ 

gateauxkingdom.com
●交通
［バ　ス］ 札幌駅北口団体バス乗り場より、地下鉄南北

線麻生駅経由で無料シャトルバス運行中（約
40分）

           ※運行ダイヤはウェブサイトをご覧ください。
［タクシー］札幌駅から約30分、料金3,500円前後
●駐車場 
無料（2,000台）

大規模施設
他 市 域 内

■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
 ●カベルネ ［1F］ 1,357m2 7m 800人 1,300人 700人 1,600人 2,300,000円
 ●サンセット ［2F］ 185m2 2.7m 70人 100人 70人 120人 240,000円
 ●シャルドネ ［3F］ 1,415m2 7m 850人 1,400人 750人 1,700人 2,300,000円
 ●マスカット ［3F］ 219m2 3m 80人 120人 100人 180人 350,000円
 ●ピオーネ ［3F］ 117m2 2.8m 30人 40人 30人 40人 200,000円
 ●デラウェア ［3F］ 70m2 2.7m 20人 30人 20人 30人 130,000円

 ■客室の種別 ■部屋数 ■人数 ■備考
 ●和室 19室 90人 和＋ツインベッドのルーム6含む
 ●スイート  21室 44人
 ●シングル  27室 27人
 ●ツイン 194室 388人
 ●その他 23室 46人 ダブルベッドルーム
 ●合計 284室 595人

■飲食
 ■種別 ■軒数 ■定員 ■備考
 ●レストラン 4軒 600人 洋、和、中、鉄板焼のレストラン有
 ●バー 1軒 20人
 ●ティーラウンジ
 ●ショップ 3軒 売店 1、ケーキショップ 2

■主会場平面図 ［1F］

［3F］

基本料金は原則的に8h料金。税込／料金改定の可能性あり。

表示内容・料金等は2019年3月31日現在のものです。

■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

■利用可能カード等
メルロ ピノノアール

カベルネカベルネ

セミヨン リース
リング

ミュスカデ

シャルドネ

マスカット

ピオーネ
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ー
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デラウェア
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