
もっともっと伝えたい！

札幌の魅力
せっかく札幌を選んで来てくださった世界の人々に、
できればたくさん札幌の魅力を感じてもらいましょう。
そのために、私たち自身がもっと札幌のことを知り、
どんなところが素敵なのか、どんな歴史がある場所
なのか、ちょっとおさらいしてみませんか？
もちろん、札幌の魅力はまだまだあります。
ぜひあなたのイチオシを見つけましょう！
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※掲載情報は平成29年1月のものです。
　詳細は各施設等にお問合せください。



　大倉山展望台は1972年の「冬季オリンピック札幌大会」で
スキージャンプ競技が開催された場所。大都市の中心部から

すぐの場所にジャンプ場がある街は
とても珍しく、私たちには見慣れた光
景でも、海外の方には特に人気の
スポットとなっています。また、札幌
の雪質が、平地に近い場所でも良い
という証拠でもあります。
　頂上の展望ラウンジは標高307m。
真下がジャンプのスタート地点で、
選手の目線で札幌の街並みと石狩
湾を一望できます。ふもとには売店や
レストハウスもあります。また、冬季
オリンピック札幌大会に関する資料
などを展示している「札幌オリン
ピックミュージアム」も好評です。
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ジャンプ台から街を一望！実は海外の方に人気のスポット

大倉山展望台
Okurayama Viewing Point

【住所】札幌市中央区宮の森1274　【電話】011-641-8585（大倉山総合案内所）
【アクセス】地下鉄東西線「円山公園」からJR北海道バス（円14）で「大倉山競技場
　　　　  入口」下車、徒歩10分



もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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　北海道神宮は1869
（明治2）年に明治天皇
の詔により北海道の総
鎮守として創祀され、
1871年に現在の場所
に社殿が完成。開拓の
守護神をまつる神社と
して人々の心の拠り所
となってきました。近
年は海外からの参拝
者も増え、外国語のおみくじや参拝方法の案内看板なども充実。
海外の方にとっては伝統的な文化に触れられる場所として人気です。
　また、春になると桜と梅の花が同時に見頃となり、お花見の名所
としても知られます。緑に恵まれた境内は、野生のリスや多くの
野鳥なども見られ、街なかにありながら、豊かな自然に触れること
ができます。

参拝やおみくじなど日本文化の体験も人気の秘密

北海道神宮
Hokkaido Shrine

【住所】札幌市中央区宮ヶ丘474　【電話】011-611-0261
【アクセス】地下鉄東西線「円山公園」から徒歩15分



　海外から来た方に北海道旅行の目的を聞くと、「雪を楽しむ」と
並んで多いのが「のんびり温泉につかる」という答えです。定山渓
温泉は札幌市内で気軽に行けることが大きな魅力で、年間約120
万人が宿泊する“札幌の奥座敷”。開湯は1866年、定山和尚が
湯治場を開いたことに始まり、源泉は現在50カ所を超え、ナトリウム
塩化物泉のお湯が豊富にわき出ています。
　情緒ある景色も人気の秘密で、雪や紅葉を眺めながらの露天風

呂が好評。また、スキーや乗
馬、カヌーなどの体験スポッ
トも豊富です。
　また、4月中旬から5月に
かけて温泉街上空に約400
匹の鯉のぼりがひるがえる
「渓流鯉のぼり」は、春の風
物詩として人気です。
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「のんびり温泉」は海外の方も大好きな旅のスタイル

定山渓温泉街
Jozankei Onsen (Hot Springs)

【住所】札幌市南区定山渓温泉東3丁目　【電話】011-598-2012（定山渓観光協会）
【アクセス】地下鉄南北線・東豊線・JR「さっぽろ」から定山渓温泉直行便「かっぱ
　　　　　ライナー号」で「定山渓湯の町」下車、すぐ。



もっともっと伝えたい！札幌の魅力

41

　札幌は「夜景サミット2015in神戸」において長崎・神戸ととも
に「日本新三大夜景」に認定されるほど、夜景の美しい街です。
数ある夜景スポットのなかで最も有名なのが、札幌市のほぼ中央に
ある藻岩山。公共交通機関で
アクセスできる便利さも魅力
で、石狩平野一面に街の輝き
が広がり、海外の方にも大好
評。中腹から山頂までは、世
界初の駆動方式を採用した
ミニケーブルカー「もーりす
カー」で登ります。
　街の中心部で夜景を楽し
むなら、「JRタワー展望室
T38」「さっぽろテレビ塔」、すすきのにある「ノルベサ」の観覧車が
おすすめ。札幌らしい碁盤の目状の街並みが一望できます。

「日本新三大夜景都市」にも選ばれた自慢の美しさ

札幌の夜景スポット
Night views in Sapporo

●もいわ山ロープウェイ
【住所】札幌市中央区伏見5丁目3-7　【電話】011-561-8177
【アクセス】札幌市電「ロープウェイ入口」からシャトルバスで5分（15分間隔で
　　　　　無料運行）



　札幌を訪れる外国人観光客の多くがイメージし、憧れを持って
いるのが､真っ白な雪。そりや雪合戦、スノーシューなどの雪遊び

は大人にも大好評です。
　モエレ沼公園では、1月上
旬から3月まで雪遊びが楽し
めます。標高約62mのモエ
レ山は、大人から子どもま
で、そりすべりの人で大賑わ
い。頂上から見る札幌の冬
景色も格別です。ガラスのピ
ラミッドにあるショップで歩
くスキー、そり、スノーシュー
がレンタルできるので、手ぶ
らで来ても安心です（レンタ
ル有料）。
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札幌の大きな観光資源、「雪」を満喫！

雪を楽しむスポット
Enjoying snow in Sapporo

●モエレ沼公園
【住所】札幌市東区モエレ沼公園1-1　【電話】011-790-1231
【アクセス】地下鉄東豊線「環状通東」から中央バス（東69・東79）で「モエレ沼
　　　　  公園東口」下車、すぐ



　中島公園は冬になると約1kmの歩く
スキーコースが整備されます。コースは
起伏が少ないので、手軽に挑戦できる
ことが魅力。道具は園内で借りられます
（無料）。また2月上旬は「ゆきあかり in
中島公園」のイベントが行われ、約8000
個のスノーランタンが輝きます。

街なかで手軽に歩くスキーにチャレンジ

もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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●中島公園
【住所】札幌市中央区中島公園1　【電話】011-511-3924
【アクセス】地下鉄南北線「中島公園」または「幌平橋」下車、すぐ

　12月下旬から3月まで冬季オープン
する滝野すずらん丘陵公園の「スノー
ワールド」。ゲレンデや歩くスキーコース
のほか、長さ200mの専用ゲレンデを
一気に滑り降りる「チューブそり」が大人
気です。スタート地点までは専用リフトで
楽に移動できます（無料）。

日本最大級！
200mを一気に滑るチューブそり

●国営滝野すずらん丘陵公園スノーワールド
【住所】札幌市南区滝野247　【電話】011-592-3333
【アクセス】地下鉄南北線「真駒内」から、中央バス（真106）で「すずらん公園
　　　　  渓流口」「すずらん公園中央口」「すずらん公園東口」下車、徒歩5分



　歴史が好きな方に札幌市時計台は欠か
せない場所です。時計台は1878（明治11）
年、札幌農学校（現北海道大学）の演武場
として建てられ、兵式訓練や入学式、卒業
式などに使われていました。当時の北海道
はアメリカからクラーク博士らを招き、近代

的な開拓を進めていた時代で、時計台の
建物も開拓期のアメリカ中・西部で流行
していた木造建築様式です。
　館内は一世紀以上にわたる時計台の
歩みや、稼働している日本最古の塔時計
の仕組みなどを伝える資料を多数展示。
2階は農学校時代の演武場を再現してい
ます。
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札幌の歴史や文化に興味がある方へ

歴史に触れる場所
Historical places in Sapporo

●札幌市時計台
【住所】札幌市中央区北1条西2丁目
【電話】011-231-0838
【アクセス】地下鉄南北線・東豊線・JR線「さっぽろ」
  　　　　下車、徒歩10分。地下鉄南北線・東西線・
　　　　  東豊線「大通」下車、徒歩5分



　北海道博物館は北海道の自然、歴史、文化について「北海道120万
年物語」「アイヌ文化の世界」「北海道らしさの秘密」など5つのテーマ
で紹介。展示は多言語表記のボードがあり、6カ国語に対応した音声
ガイドの貸し出しも行っています。
　また、隣接する北海道開拓の村も
見どころいっぱい。季節ごとのイベ
ントや体験も人気です。

　豊平館は1880（明治13）年に開拓使によって建てられた洋風
ホテルで、最初のお客様は札幌視察に訪れた明治天皇でした。

2016年6月に保存活用工事を終え
てリニューアルオープン。日中は建物
そのものをミュージアムとして観覧
でき、夜間は講演会やパーティ、結婚
式場として利用されています。

建物全体が札幌の歴史を語るミュージアム

もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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●豊平館
【住所】札幌市中央区中島公園1-20　【電話】011-211-1951
【アクセス】地下鉄南北線「中島公園」下車、3番出口より徒歩5分。
　　　　  市電「中島公園通」下車、徒歩5分

北海道のすべてがここに集結！

●北海道博物館
【住所】札幌市厚別区厚別町小野幌53-2　【電話】011-898-0466
【アクセス】地下鉄東西線・JR「新さっぽろ」 からJR北海道バス（新22）で「北海道
　　　　  博物館」下車、徒歩25分



　海外の方に好評な食べもの
はいろいろありますが、特に人気
を誇るのが、札幌発祥のスープ
カレー。スパイスたっぷりの
スープに色とりどりの野菜、柔
らかく煮込んだ鶏肉などが渾
然一体となった奥深い味わい
は、初めて食べる人にも大好
評です。
　スープカレーは札幌で1990年代から提供する店が増え始め、
いまや北海道だけでなく、全国に広がりました。店によって具材も
スープもバラエティ豊かなので、食べ比べも楽しいですね。
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札幌生まれ、札幌育ちの逸品たち

札幌らしい「食」の楽しみ
Sapporo food specialties



　札幌の夏の風物詩、「福祉協賛さっぽろ
大通ビアガーデン」は大通公園の約1km
に渡って複数メーカーが出店し、座席数は
約1万3000、日本最大級を誇ります。
1959年に「さっぽろ夏まつり」の一部とし
て始まり、収益金の一部を福祉団体に寄付
する目的で開催。また、札幌のビール造り
は1876（明治9）年創業の札幌開拓使麦
酒醸造所からスタートし、約1世紀半の歴
史を誇ります。さわやかな空の下、歴史あ
る札幌の味を満喫してもらいましょう！

　札幌のご当地グルメの代表格、ラーメン。札幌ラーメンは、みそ
味、ちぢれ麺、たっぷり野菜が定番ですが、このスタイルを考案し
たのは「味の三平」創業者・大宮守人さんで、1950年代に誕生。
そのおいしさはまたたく間に広がり、いまも各店で進化が続いてい

ます。また1985年に札幌グラン
ドホテルで「ラーメンサラダ」が初
登場し、こちらも幅広く定着。個
性的なラーメンがしのぎを削る札
幌だからこそ、お気に入りの1杯
が見つかるはずです。

定番でありつつ進化し続ける札幌ラーメン

もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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1万3000席のビアガーデンは日本最大級



5月中旬～下旬／大通公園、川下公園
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札幌 イベントカレンダー

さっぽろライラックまつり

6月上旬／大通公園ほか

YOSAKOIソーラン祭り

6月14日～16日／北海道神宮ほか

北海道神宮例祭（札幌まつり）

7月上旬～下旬／大通公園2丁目、札幌芸術の
森ほか

SAPPORO CITY JAZZ

7月中旬～8月上旬／札幌コンサートホール
Kitara、札幌芸術の森ほか

7月中旬～8月中旬／大通公園、すすきの、
札幌狸小路商店街

さっぽろ夏まつり

四季を通じて多くのイベントが
行われています。
開催時期／会場

PMF（パシフィック･ミュージック･フェスティバル）

写真提供：PMF組織委員会

写真提供：北海道神宮

写真提供：SAPPORO CITY JAZZ実行委員会

写真提供：（一社）YOSAKOIソーラン祭り組織委員会



もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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7月中旬～8月中旬／大通公園

福祉協賛
さっぽろ大通ビアガーデン

9月上旬～10月上旬／大通公園

さっぽろオータムフェスト

11月中旬～12月下旬／大通公園

さっぽろホワイトイルミネーション

11月下旬～12月下旬／大通公園

ミュンヘン・クリスマス市
in Sapporo

2月上旬／定山渓温泉

定山渓温泉雪灯路

2月上旬／
大通公園、つどーむ、すすきの

さっぽろ雪まつり
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札幌 食材カレンダー
札幌でぜひ食べてほしい食材の旬です。

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

野

　菜

フ
ル
ー
ツ

魚

　介

アスパラガス
コマツナ

スイートコーン
ジャガイモ

タマネギ
カボチャ

イチゴ
サクランボ

スイカ
プラム
プルーン
リンゴ

ホタテ
ニシン

ホッケ
ウニ（日本海産）

サンマ
秋サケ

イチゴや
サクランボは

果樹園での
フルーツ狩りも楽しい♪



もっともっと伝えたい！札幌の魅力
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札幌 花カレンダー
札幌で楽しめる
お花の見ごろと名所です。

サクラ
4月下旬～5月
円山公園、中島公園、
農試公園ほか

スズラン
5～6月
滝野すずらん
丘陵公園ほか

ライラック
5月中旬～6月
川下公園、大通公園、前田
森林公園、創成川公園ほか

バラ
6～9月
大通公園、
白い恋人パーク
ほか

ラベンダー
7月
幌見峠、東海大学ラベンダー
キャンパス、
サッポロさとらんどほか

ユリ
6～8月
百合が原公園ほか

チューリップ
5～6月
大通公園、
滝野すずらん丘陵公園ほか

フジ
5月下旬～6月
前田森林公園、
百合が原公園、中島公園ほか

紅葉
10月
定山渓温泉、
豊平峡ダムほか
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