
★ 飛行機と

写れば＋50点

★ オリンピック関連のポイント

3ヵ所ぜんぶを回ると＋50点

150点 札幌丘珠空港 40点 どうぎんカーリングスタジアム

55点 大倉山ジャンプ競技場

68点 美香保体育館

★
★

以下の乗り物の利用可

（運賃は各自で

ご用意ください）

地下鉄

路面電車

バス

ＪＲ

★特別ルール★

3F送迎デッキから飛行場を撮

影。飛行機（待機中でも可）

と一緒に写れば+50点。建物

内は走らないこと。

ストーンサークルとも呼ば

れ、先住民族の墳墓の跡とい

われています。

プラネタリウムは平成28年

にリニューアル。１億個の星

が投影されます。オブジェ

「水の遊び」越しに撮影。

仙台藩士族片倉小十郎の元家

来たちが入植した翌年明治５

年に設置されました。

ラソラ札幌店の前に、かつて

駅があったことを伝えるた

め、列車の車輪のオブジェが

あります。

札幌草創期の賑わいを物語る

元村街道界隈の銭湯。歩道が

狭いので注意。

ご存知「赤れんが庁舎」の愛

称で知られる煉瓦づくりの建

物。建物の近くで撮影。

例祭日は5月15日。毎年、札

幌に初夏を告げます。

フォトロゲ当日は、京都国立

近代美術館名品展を開催中。

正面玄関の前にあるオブジェ

を入れて撮影。

86万冊の蔵書がある札幌で

一番大きい図書館。

初心者向けの教室を随時開

催。公共施設として全国で初

めての専用施設。

「水曜どうでしょう」前枠・

後枠が撮影された「聖地」。

同じアングルを探して撮影。

日本で初めて、スイートコー

ン缶詰などの野菜缶詰を製造

した元缶詰工場。

水再生プラザに集められた汚

水は、微小な生物の働きによ

りきれいになります。犬の形

をしたジャンボくんを撮影。

さとらんどセンターでは、バ

ターやソーセージなどの手づ

くり体験ができます。さとら

んどセンターを撮影。

クリンちゃん、菌太くん、汚

泥くんなど個性的なキャラク

ターがいっぱい。入館無料。

地下鉄車両が東車両基地へ入

庫するシェルターです。札幌軟石の石切場跡地を利用

したランドアート。

子ども達に大人気の斜面を利

用したロング滑り台を入れて

撮影してください。

クラーク像は羊ケ丘展望台だ

けではありません。

北海道開拓の祖永山武四郎が

暮らした邸宅。今年の６月に

リニューアル。

札幌テレビ塔のキャラクター

「テレビ父さん」は非公式キ

ャラクター。東側の創成川か

ら撮影。

ひげのおじさんが有名。な

お、札幌に「すすきの」とい

う住所はありません。看板の

下の歩道から撮影。

昭和初期まで国内有数のリン

ゴ産地でした。りんご並木の

碑の裏側にある噴水を撮影。

明治天皇行幸の際の行在所。

大正、昭和天皇も皇太子の時

に行啓された重要文化財。看

板を入れて撮影。

札幌村開拓当時の日用品や農

機具など多くの歴史的資料を

展示。大友亀太郎像を撮影。
「日本新三大夜景都市」の夜

景を望む藻岩山山頂へのロー

プウェイ乗り場。
名称の由来は、ホテルオークラ創業者
の大倉喜七郎男爵から。

昭和45年、札幌市創建100年

記念事業の一つとして造成。

夜景もきれいです。展望広場

の簡易ベンチ付近から撮影。

九州士族146戸で発足した新

琴似屯田兵村本部の建物。

明治期にアメリカから招かれ

た外国人指導者エドヴィン・

ダンは北海道に畜産技術を伝

導。

昭和47年の札幌冬季オリン

ピックをはじめ、多くの公式

競技会場として利用されまし

た。

札幌市内唯一の大規模ビール工

場。予約をすれば工場見学もでき

ます。ロイン亭とはまなす館の間

の庭園から、工場を撮影。

長さ２９４mの市内最大規模

「柏山跨線人道橋」冬場も快

適なシェルター方式。橋の中

であればどこでもOK。

道路工事に従事した兵士にあ

んパンを配布したことから、

通称がアンパン道路に。

日本を代表する札幌出身の彫

刻家本郷新の作品1800点余

りを収蔵。

札幌軟石を使った建物。元々

は大正15年に建設された札

幌控訴院です。

札幌軟石造りのかつての郵便

局は、石山地区のシンボルと

して今も活躍。

※ジェイ・アール北海道バス「くらまる号」

円山公園駅前バスターミナル毎時00、30分発→

大倉山競技場前着

※ジェイ・アール北海道バス「くらまる号」

円山公園駅前バスターミナル毎時00、30分発→

動物園正門前着

迫力満点の新施設「ホッキョクグマ
館」が今年3月13日にオープン。

アンパン道路の碑 平和人道橋
アサヒビール

北海道工場
美香保体育館チェックポイント名 札幌市資料館

すすきの
りんご並木の碑

（噴水）
豊平館 札幌村郷土資料館

藻岩山ロープウェイ

乗り場

大倉山ジャンプ

競技場
旭山記念公園

新琴似屯田兵

中隊本部

テレビ塔 旧永山武四郎邸 クラーク像 月寒公園
石山緑地

ネガティブマウンド

旧石山郵便局

（ぽすとかん）

札幌市

下水道科学館

伏古川

水再生プラザ

札幌市

青少年科学館

平岸高台公園
どうぎんカーリング

スタジアム
札幌市中央図書館

北海道立

近代美術館
三吉神社

北海湯
旧東札幌駅

（国鉄）
白石神社

さとらんど

発寒神社

(史蹟環状石垣之跡)
札幌丘珠空港

本郷新記念

札幌彫刻美術館

北海道庁旧本庁舎 円山動物園

レンガの館

東西線シェルター

エドヴィン・ダン像

さっぽろ

ホコテン会場

付近の(地)地下鉄駅

(電)電停 (バ)バス停 (Ｊ)ＪＲ

(地)西11丁目 (バ)彫刻美術館入口 (地)月寒中央  (地)美園 (Ｊ)平和  (バ)JR平和駅前 (バ)アサヒビール園前

(地)白石  (地)南郷７丁目
(バ)北24条東４丁目 (地)真駒内  (バ)泉町中央

(Ｊ)新琴似  (バ)新琴似8-3(バ)旭山公園前  (バ)界川2丁目

(バ)石山中央 (地)麻生  (バ)下水道科学館前

(バ)北営業所  (Ｊ)新琴似

(バ)丘珠高校  (バ)さとらんど(バ)伏古川水再生プラザ

(Ｊ)発寒中央  (バ)発寒中央駅 (バ)丘珠空港  (バ)丘珠空港入口(地)新さっぽろ  (Ｊ)新札幌(バ)白石神社前  (バ)白石神社

(地)南平岸 (Ｊ)琴似   (バ)JR琴似駅

(地)ひばりが丘  (地)大谷地(バ)石山東３丁目

(バ)石山中央

(電)ロープウェイ入口
( バ ) もいわ山ロープウェイ

( バ ) 南 19 条西 16 丁目

(地)環状通東(地)中島公園  (電)中島公園通

(地)さっぽろ  (Ｊ)札幌 (地)美園  (バ)豊平区役所

 (電)中央図書館前 (地)月寒中央

(バ)動物園前
(バ)動物園正門前※

(地)さっぽろ  (Ｊ)札幌 (バ)北８条東３丁目
(バ)北８条東５丁目

(電)西8丁目 (バ)道立近代美術館

(地)バスセンター前(地)大通  (地)バスセンター前

(地)すすきの (地)美園  (バ)美園11-7

(地)東札幌

( バ ) 大倉山競技場前※

( バ ) 大倉山競技場入口

28点28点22点22点 43点43点37点37点 68点68点54点54点 86点86点

17点17点 30点30点24点24点 49点49点38点38点 70点70点55点55点

18点18点 31点31点25点25点 51点51点39点39点 71点71点59点59点 103点103点

19点19点 32点32点26点26点 52点52点40点40点 79点79点63点63点 105点105点

21点21点 36点36点27点27点 53点53点41点41点 84点84点65点65点 150点150点

得点得点

89点89点 フィニッシュフィニッシュ

ボーナス点ボーナス点

救急搬送が必要なトラブルが発生したときは、その場か

ら 119 番通報してください。そのあと必ず大会本部（緊

急連絡先）にもお知らせください。

地図に書かれた道を通り、道以外には立ち入らないで下

さい。（公園などの明らかに通ってもいい場所は可）

地図で立ち入り禁止と書いていなくても、現地で通行禁

止になっている場所は通らないでください。

本大会は地域の方のご協力を得て行われるイベントです

が、エリアは貸切ではありません。交通ルールを守り、

ゴミを捨てない、私有地（民家の敷地や畑）に入らない、

神社仏閣の境内や衝突の危険がある場合には走らないな

ど、マナーを守って楽しく参加しましょう。

違反チームは失格とします。

遅刻は1分につき－50点 (30分オーバーで失格)

①地図が渡されたら作戦タイム

②スタート

③チームは全員一緒に、チェックポイントを

　回ります。撮影者以外のメンバーを入れて、

　一覧と同じ写真を撮影しましょう。

④次のチェックポイントへ！…

⑤時間内にフィニッシュ。

　【時計を撮影し、写っている時刻をフィニッ

　シュ時刻とします。】

　遅刻は秒切り上げで 1 分ごとに減点です。

⑥スタッフが渡した用紙に結果を記入し提出

　します。

⑦10 分以上遅刻・リタイヤ時は、緊急連絡先

　へご連絡ください。

のりものフォトロゲ in 札幌 2018 チェックポイント一覧
5 時 間 ク ラ ス　10：00～15：00

3 時 間 ク ラ ス　10：00～13：00

合計得点

 2000 点+ボーナス100 点

ト
イ
レ 写真

解説、撮影対象の

ヒントなど

ボ
ー
ナ
ス

★

★

★

★


