
市民から観光客まで多くの人が集まる札幌市中心部には、

集客に便利なイベントスペースがたくさんあります。

北海道庁前の札幌市北3条広場や人通りの絶えない札幌駅前地下歩行空間など、

開放的なオープンスタイルの広場や施設内のコーナーやホールなども多彩です。

目的や規模に合う会場がきっと見つかります。

会場を見つけたい

場所は？ 大きさは？ アクセスは？

会場選びはイベントの要です。



※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。
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札幌市北3条広場

札幌駅前通地下歩行空間

これまでの事例
一言メッセージ

国内外の�様に長く�され�しま

れる広場となるよう、多彩なイベン

トを開催しています。どうぞご利

用ください。

●南北海道・東北ごちそうマルシェ（2019年6月）

●�B�とれたてマルシェ（2019年8月）

これまでの事例
一言メッセージ

平 日 約 8 万 5 千 人 、� 日 約 6 万

7千人が通行しているこの空間

をぜひ市町村のPRなどに活用

してください�

●とかち元気フェアinチ・カ・ホ（2017年10月）

●オールひだか魅力いっ�い観光物産展
　（2019年9月）

●オホーツクフェア（2020年1月）

●ふくしまプライド。in北海道・�（2020年1月）  

札幌�心のメインストリートとしてに��いを創出。

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）は、地下鉄南北�の「さっぽろ」駅～「大通」駅を結ぶ

520mの空間。1年の�分を�が�う札幌の�心を、��を通じて安全・�適に歩くことが

でき、また、気軽に�心全体のまち�りを楽しめます。�心のに�わい創出を目的とする

ため、歩行空間の一部を「広場」とし、各種イベントや展示・情報発信・プロモーションなどが

開催されています。

��を見�る「みち」は、新たな「広場」へ。

札幌市北3条広場は、札幌のメインストリートである札幌駅前通と歴史的観光資源である北

海道��れんが��の間に�置し、��的・��的なに�わいの創出の場として�備された

空間です。イベント開催にあたっては、創造的・文化的な活動や�練された取組等が展開さ

れ、道��れんが��の��や周���との調�に配�することを目指しています。

●所在地／

　札幌市中央区北3条西3～4丁目～大通

●最�駅／

　JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅・「大通」駅直結

●会場・面�／

　交差点広場（3ヵ所）：100�、130�、300�

　�いの空間：24�（1�）

●料金／

　交差点広場：50,000円～180,000円（税込）

　�いの空間：7,200円（平日／税込）、

　10,800円（土日�／税込）

●�車場／

　北1条地下�車場��（有料）

●お問い合わせ／

　札幌駅前通まちづくり株式会社

　TEL.011-211-6406　FAX.011-211-6408

●ホームページ／

　www.sapporo-chikamichi.jp/

●所在地／

　札幌市中央区北2条西4丁目�び北3条西4丁目

●最�駅／

　JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅・「大通」駅

●会場・面�／

　全面：1,290�（約13.7m×約94m）

　�面：645�（約13.7m×約47m）

●料金／

　全面1日：平日438,600円（税込）

                      �日等554,700円（税込）

　�面1日：平日219,300円（税込）

                      �日等277,400円（税込）

●�車場／

　無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　札幌駅前通まちづくり株式会社

　TEL.011-211-6406　FAX.011-211-6408

●ホームページ／

　www.kita3jo-plaza.jp/

会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい



※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい

大通��

一言メッセージ

多くの市民や観光客にPRできる
�好のステージです。4月、10月
は土日でも空きがある場合があ
るので�い目です。使用に�して
は�限がありますので、ま�はお
�めにご相談ください。

多くの観光客や市民に�しまれる札幌の���な��。

札幌市の中心部に�置する大通公�。大通西1丁目から大通西12丁目までの長さは約

1.5km、面�は約7.9haになります。��の訪れを告げるライラックまつり、オータムフェスト、

�まつりやホ�イトイルミネーションなど、���々の美しい�物やイベントなどにより、1年

を通して多くの観光客、市民に�しまれています。

●所在地／

　札幌市中央区大通西1～12丁目

●最�駅／

　地下鉄「大通」駅・「バスセンター前」駅・

　「西11丁目」駅

●会場・面�／

　�面�：78,901�

●料金／お問い合わせください

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課

　TEL.011-211-2536

●ホームページ／

　https://odori-park.jp/

※使用に�しては、使用場所・音量・広告表示等

　について�限があります。ご相談ください。

��下� ライラックまつり

6�上� ��������ーラン祭り

6�下��7�上� �フェスタ

��上����下� さっ�ろオータムフェスト

11�下��12�下� さっ�ろホ�イトイルミネーション

11�下��12�下� ミュン�ン・クリスマス市 in �������

2�上��2�中� さっ�ろ�まつり

��下� 北海道マラ�ン

7�中����中� さっ�ろ�まつり
（さっ�ろ大通ビアガーデン・北海��り）

※イベントの詳�については、各主催者にお問い合わせください。

ライラックまつり

���A���ソーラン�り

さっぽろ�まつり

さっぽろオータムフェスト

さっぽろホ�イトイルミネーション

さっぽろ�まつり

ミュン�ン・クリスマス市 in �apporo
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい

北海道�����（�れんが��）前�

これまでの事例 一言メッセージ

海外からの観光客を含めて年間

約40万人の方が訪れる「道��

れんが��」を、市町村の観光・

物産等のPRにご活用ください。

●アウトドアデイジャパン ２０１�札幌
  （2019年6月）

●さっぽろキャンドルナイト関連イベント
　（2019年6月）

●農業・農村ふれあいフェスタ
  （2019年9月）

創���� ��条広場

これまでの事例
一言メッセージ

札幌�心の�わいの場として認

知されています。�と水�に�ま

れた開�感あふれるイベントス

ペースを、ぜひご活用ください。

●創成�公�サンキューフェスティバル
　（毎年9月）

●�二条酒まつり（2020年4月）

●小樽ビール  �のビアガーデン（毎年7月・8月）

観光地としても��な「�れんが」前でPRを。

道��れんが��前�は、市町村の観光・物産等PRイベントのほか、「北のめ�み�食フェ

ア」、「�������ソーラン�り」、「�産製品見本市」など様々なイベントに活用いただいて

います。

�小路商�街と�条市場の間に生まれた交�広場。

創成�通のアンダーパス連�化によって創出された地上空間は、�水�地空間「創成�

公�」として�備。その東西には北海道で最�かつ最大級の規�を�る�小路商店街と、

�くから市民の台所として�しまれてきた二条市場があり、商店街と市場をつな��置に交流

空間「�二条広場」を設けました。イベント等の活用を�定した�気・水道設備が�えられ、利

用しやすい広場になっています。

●所在地／

札幌市中央区北3条西6丁目

●最�駅／

JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅

●会場・面�／

前�の通路（道�東門から�れんが��にアプローチ

する�字路�方を使用可能）

●料金／

無料（�源を使う場合の�気料金については��）

●�車場／

無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

北海道�務部�務課ファシリティマネジメント

グループ

TEL.011-204-5019（平日）、011-204-5000（�日）

●ホームページ／

www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sum/sk/

akarenga.htm

●所在地／

札幌市中央区南3条東1丁目ほか

●最�駅／

地下鉄「大通」駅・「バスセンター前」駅・

　「�水すすきの」駅

●会場・面�／

イベントスペース：950�

●料金／

66円／�（1日／税込）

●�車場／

無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　札幌大通まちづくり株式会社（�二条広場運営　

　協議会事務所）

　TEL.011-211-1185　FAX.011-211-1186

●ホームページ／

https://sapporo-odori.jp/
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

札幌駅イベント広場

これまでの事例
一言メッセージ

立地条件が��のイベントスペー

スであり、各年代�の方に�広く

来ていただいています。

●サツエキガーデンテラス
　（南口イベント広場：毎年�場）

●鉄道フェスティバルin北海道
　～札幌駅南口広場で鉄道にふれあおう～
　（南口イベント広場：2019年10月）

さっ�ろ地下街オーロラスクエア

これまでの事例
一言メッセージ

地下鉄と直結している立地性から

��に��され�、スムーズにご

来場いただけます。

●北海道新��開業1年前ウィークパネル展
　（2017年3月）

● 「いのちのパネル展」パネル展示
　（2020 年11月）

●所在地／

　南口イベント広場：札幌市中央区北5条西4丁目

　西口イベントスペース：札幌市中央区北6条西3丁目

●最�駅／

　JR「札幌」駅

●会場・面�／

　南口イベント広場：1,600� ※1　2面・1／4面の貸出可

　西口イベントスペース：90�

●料金／

　南口イベント広場：440,000円（全面／平日／税込）

　576,000円（全面／土日�／税込）、

　西口イベントスペース：151,200円（全面／平日／

　税別）・186,000円（全面／土日�／税込）

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　株式会社�Ｒ北海道ソリューションズ

　TEL.011-751-7205

●ホームページ／www.jrh-sol.co.jp

●所在地／

　札幌市中央区大通西1丁目地下街オーロラタウン

　オーロラスクエア

●最�駅／

　地下鉄「大通」駅直結

●会場・面�／

　A会場：33.6�、B会場：38.4�

●料金／

　無料（ただし、北海道収入��2,500円分が必要）

●�車場／

　さっぽろ地下街�設の大通地下�車場

　使用可（有料）

●お問い合わせ／

　株式会社札幌�市開発公社 営業部サービス課

　TEL.011-231-6802　FAX.011-221-0659

●ホームページ／

　www.sapporo-chikagai.jp

北海道の�の�関�で��の�客力と��性。

JR「札幌」駅には2ヵ所のイベントスペースがあります。大�デパート前の南口イベント広場は、

���A���ソーラン�り、ビアガーデン、大�テントを使用した食のイベント等多種多様

に開催され、広く市民に�しまれています。駅コンコースを使った西口イベントスペースは、�

�に関係なく観光プロモーションや展示イベントなどにご利用いただけます。

多くの�が通る地下街で���なイベントを�援します。

1日約15万人の�来があるさっぽろ地下街のオープンイベントスペース。札幌の中心部、大通

に面しており、大通公�やテレビ�、札幌市民ホールとのアクセスも�好なことから、回�性

も高く、利�性が��に高い施設となっています。

※貸出条件～営利を目的としない公共的な催事で、国および地方公共団体が主催もしくは、後援するもの

に限り、実施することができます。
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会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい



※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●スプリングフェア（毎年4月）

●さとの�もの市（毎年5月）

●たま��フェスタ（毎年9月）

これまでの事例

詳しくはお問い合わせください。

これまでの事例

サッポロさとらん�

一言メッセージ

毎年約65万人が訪れ、農業に関

わるイベントが大盛�です。他市

町村の方々と連携した催しができ

ればと�います。

サッポロファクトリー

一言メッセージ

イベントの構��階から企画�

作、演出、運営までトータルにお

�伝いいたします。イベントご検

討の�は��ご相談ください。

サッポロ
ファクトリー

ホテル
クラビーサッポロ�

●所在地／

　札幌市東区��町584-2

●最�駅／

　地下鉄東��「新道東」駅、JR「あいの里」駅

●会場・面�／

　さとらんど交流館：館内約1,000�

●料金／

　お問い合わせください

●�車場／�用車約1,800台、バス25台

●お問い合わせ／

　サッポロさとらんど

　TEL.011-787-0223

●ホームページ／

　www.satoland.com

●所在地／
　札幌市中央区北2条東4丁目
●最�駅／
　地下鉄東西�「バスセンター前」駅（8番出入口）
●会場・面�／
　サッポロファクトリーホール：約578�
　サッポロファクトリールーム：約230�
　サッポロファクトリーアトリウム：200�
　サッポロファクトリー��広場：約396�
　サッポロファクトリー西広場：約507�
●料金：
　サッポロファクトリーホール：440,000円(税込)～　
　サッポロファクトリールーム：220,000円（税込）～
　サッポロファクトリーアトリウム：550,000円（税込）～
　サッポロファクトリー��広場：330,000円(税込)～
　サッポロファクトリー西広場：330,000円(税込)～
●�車場／あり（サッポロファクトリー�1�車場、
　�2�車場、�4�車場）
●お問い合わせ／
　サッポロファクトリーホール TEL.011-207-5233
●ホームページ／
　sapporofactory.jp/hall/

農産物に関�るイベントが盛況。

サッポロさとらんどは札幌市の農業体験交流施設です。札幌近�の農畜産物や加工品のPR

と販売を行い、地産地消を推進しています。一般市民との交流を図る施設「さとらんど交流

館」では、収��や�物市、たま��フェスタなどのイベントを、一年を通じて開催。農産物に

関係したイベントには多くの人の来場が見込まれます。

いつも��う札幌�指の大�ショッ�ングセンター。

サッポロファクトリーは、市民も観光客も足を運ぶ�合商業施設。シンボル的なアトリウム

は、全���のガラス屋�に�われており、来館者のほとんどが立ち�るオープンスペースで

す。商品の販促キャンペーンや、PR物産展等、各種プロモーションにご利用いただけます。他

にも��広場やサッポロファクトリーホール、サッポロファクトリールームなどがあります。
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会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい

https://sapporofactory.jp/hall/


※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●ノースロード24フェスタ（毎年7月）

●ミュージックフェスティバル
　（2020年1月）

これまでの事例

札幌サンプラ�

一言メッセージ

地下鉄駅より徒歩3分と交通利�

性もあり、�会場、コンサートホー

ル、��ルームも�備しています。

●日ニューリーダー未来� 
　（2020年8月�1月）

●����の使い方セミナー
　（2021年2月）

これまでの事例

北海道経�センター

一言メッセージ

2つのホールと大小様々な会議室

をご用�しています。お気軽にご

相談ください。

交通��で多�な会場から��る。

北海道商工業振興の�合施設として、札幌市の中心部、時計台の東隣り、市役所の北側に

�置し、展示場と大小の会議室があります。交通アクセスに優れ、JR「札幌」駅より徒歩10分、

地下鉄「大通」駅より徒歩6分、分かりやすい会場です。地場産品の展示会や商談会、マッチン

グなど�広い利用が可能です。

●所在地／

　札幌市北区北24条西5丁目

●最�駅／

　地下鉄南北�「北24条」駅1番出口から徒歩3分

●会場・面�／

　ふれあい広場：200�、洋室（17室）：22～452�

　�室（3室）：10～46�

●料金／

　ふれあい広場：45,000円（1日／税込）

　洋室：96,900円～813,600円

　（展示会利用／1日／税込）

　※他、展示会以外の利用料金、�室、教室利用

　　料金等ご�います。

●�車場／203台

●お問い合わせ／

　札幌サンプラザ（�会�約係）

　TEL.011-758-3111

●ホームページ／www.s-sunplaza.or.jp

●所在地／

　札幌市中央区北1条西2丁目

●最�駅／

　JR「札幌」駅から徒歩10分、

　地下鉄「大通」駅から徒歩5分

●会場・面�／

　Aホール：380�

　Bホール：359�

　会議室（8階／3室）：30・47・89�

     会議室(7階　1室)：95�

●料金（�会�料金）／平日9：00～17:00

　�ホール：126,720円（税込）

　�ホール：119,790円（税込）

　会議室：18,810円～39,600円（税込）

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　札幌商工会議所 財務部 管理課

　TEl.011-231-1355　FAX.011-222-5215

●ホームページ／

　www.sapporo-cci.or.jp/inde�.html

会�から展示会まで�広く対�。

札幌サンプラザはホテルやプール等がある多目的施設。1階ロビーに�と�光あふれる�き�

けの大空間「ふれあい広場」があります。これまでに旬の野菜や農�の加工食品などを販売

する「サッポロ��のマルシェ」をはじめ、�ークショップやクラフト雑�の販売会などを開

催。他にもパーティーやレセプションに使える大会場や、会議にちょうどいい小会場などがあ

り、目的に合わせてスペースを選�ます。
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

札幌商�会��コミュニ�ーションス�ース

一言メッセージ

セキセイインコのさえ�りが響く

�小�のひろば�の目の前に、次々

と�性的で新しいお店が�場す

るユニークなスペースです。

●「飲んで応援�北海道の酒チャレンジ2020
　あなたの好きな北海道の酒選��
　��1回サビーナプレミアムショップ��」（2020年10月）

●台�かき�店�こおり� �eiLi�
　（2020年7月）

これまでの事例

大通す�ろうテラス

●��子まつり
　（2020年6月、12月）

●道産�材のスープまつり（2020年9月）

●インテリア�アクセサリー展（2020年11月）

これまでの事例

大通す�ろう
テラス

地場製品を発信するた�のチ�レンジス�ース。

地域のいいモノ、おいしいモノ、新�な情報が見つかる、札幌商工会議所の会�サービス事

業の一�として設けられた空間です。地場製品の紹介・サンプリング・アンケート収集など、

広く札幌市民に向けた情報発信するチャレンジスペースとして活用されています。�広い業種

が限られた期間で��的な販売PR活動を行うため、いつ訪れても新�な情報にあふれてい

ます。

●所在地／

　札幌市中央区大通西1丁目さっぽろ地下街

　オーロラタウン内

●最�駅／

　地下鉄「大通」駅直結

●会場・面�／

　1店�：36.27�

●料金／

　22,000円（1日／税込）

●�車場／札幌大通地下�車場（有料）

●お問い合わせ／

　札幌商工会議所 会�組�部

　会�サービス・広報課

　TEL.011-231-1318

●ホームページ／

　https://www.sapporo-cci.or.jp/web/

　business/details/post-6.html

※札幌商工会議所会�のみのご利用となります。
　詳しくはお問い合わせください。

��を�じるオープンエアで�客しよう。

路面�車ループ化に�い、「人の交流と新たな�わいづくり」をテーマに多目的施設として�

生した「大通すわろうテラス」。地域の魅力を伝える情報発信や、イベントとの連携を��的

に行い「地域の創出」を図ります。カフェを�めとする飲食店営業、企業プロモーションの物

販販売が可能。札幌の中心部にお店を期間限定で出したい方にもお使いいただけます。販売

目的であれば、様々な出店��に対応可能です。

●所在地／札幌市中央区南2条西4丁目（歩道部）

●最�駅／地下鉄「大通」駅

●会場・面�／

　札幌ナナイロ前建物：6.0×2.5m、

　デッキテラス：9.5×2.75m

●料金：

　札幌ナナイロ前食事・��施設

　1日：11,000円（4～11月／税込）

　1日：5,500円（12～3月／税込）

　※�気使用料・水道使用料は実費。

　※他、パルコ前デッキスペースもあります。

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　札幌大通まちづくり株式会社

　TEL.011-211-1185　FAX.011-211-1186

 　yokoso�sapporo-odori.jp

●ホームページ／sapporo-odori.jp
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●�合�水推進�間パネル展
　（2019年5月）

●さっぽろ花と�のネット�ーク活動紹介展
　（2020年3月）

これまでの事例

さっ�ろ地下街オーロラコーナー

一言メッセージ

��の通�時間�、周�オフィス

ビルご利用のお客様が多数ご通

行になりますので�広い年��

にＰＲできます。

���・文化�なイベントを�援します。

●所在地／

　札幌市中央区大通西3丁目オーロラタウン内

●最�駅／

　地下鉄「大通」駅直結

●会場・面�／

　�面：15m×�1.5m、全面：W30m×�1.5m

●料金／

　�面：5,500円（1日／税込）、

　全面：11,000円（1日／税込）

●�車場／

　さっぽろ地下街�設の大通地下�車場

　使用可（有料）

●お問い合わせ／

　株式会社札幌�市開発公社 営業部サービス課

　TEL.011-231-6802　FAX.011-221-0659

●ホームページ／

　www.sapporo-chikagai.jp

さっ�ろ地下街
オーロラコーナー

●2020� �B� �A�R ���W
　（2020年7月）

●クリスマスファミリーコンサート
　オペラの�り物
　（2020年12月）

これまでの事例

カナモトホール

1�����の大ホール会��を��

地下鉄「大通」駅直結の地下街・オーロラタウンの�合案内所前にあるポスター展示スペー

スです。観光パネル展など市町村PRや観光��に利用することができます。

大ホール会議室があります。１階はホ�イエ、車いす対応のスロープ、楽屋を�備した大ホー

ルのスペースと事務所、２階には�つの会議室が配置されています。また、１階にはコンビニ

エンスストアもあります。音楽・�場・�演会、コンベンションに�広くご利用いただける多目

的ホールです。市民の芸術文化の発信と交流の場として、�様のご利用をお待ちしています。

●所在地／

　札幌市中央区北１条西１丁目

●最�駅／

　地下鉄「大通」駅

●会場・面�／

　会議室（�室）：40�240�

　大ホール：407�

●料金／ホームページ参�

●�車場／

　無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

　カナモトホール（札幌市民ホール）

　TEL.011-231-6802　FAX.011-221-0659

●ホームページ／

　www.sapporo-shiminhall.org/

カナモトホール
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

「札幌文化芸術�場 hitaru（�タル）」

　・国内外の優れた舞台芸術やさま�まな公演を��できる

「札幌文化芸術交流センター ��ART�（スカーツ）」

　・市民の文化芸術活動をサポートし、札幌の文化芸術を支え、育てていく

「札幌市図�・情報館」

　・�心に集う人々に仕事やくらしに役立つ情報を提供する課題解決�図�館

の3つからなる�合施設です。

●所在地／札幌市北区北8条西3丁目

●最�駅／JR「札幌」駅北口から徒歩約3分、

地下鉄南北�「さっぽろ」駅から徒歩約7分

●会場・面�／研修室（7室）：41～161�、

ホール：448� 他

●料金／研修室：1,300円

             （�営利の場合／�前／税込）より

●�車場／ビル全体の有料�車場あり

●お問い合わせ／札幌市��共同参画センター

TEL.011-728-1222　FAX.011-728-1229

●ホームページ／www.danjyo.sl-plaza.jp

���からホールまで多�多様。

�R「札幌」駅と地下通路で

��れています。

札幌エルプラ����施設

hitaru

●所在地／

札幌市中央区北1条西1丁目

●最�駅／

地下鉄「大通」駅

●�席／

2,302席（1～4階席）

●料金／

�Pをご�認ください

●�車場／

無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／

札幌市民交流プラザ管理課

TEL.011-242-5800 

(9時～17時、�館日を�く)

FAX.011-242-5656

●ホームページ／

https://www.sapporo-community

-plaza.jp/

北海道�の多���を��、

多�な�出を実�する2�3�2�の�場

�i���� 札幌市民交�プラ�
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●所在地／札幌市中央区大通西13丁目

●最�駅／地下鉄東西�「西11丁目」駅

●会場・面�／�ャラリー（6室）：35.35～82.64�、研修室：110�（63席）

●料金／1日あたりの�ャラリー使用料：2,100円より（�営利の場合／税込）、

　研修室A�使用料：3,400円・P�使用料：4,500円・全日使用料：7,900円

　（�営利の場合／税込）※営利目的の場合等、利用の仕方によっては��料金がかかります。

●�車場／無

●お問い合わせ／札幌市資料館　TEL.011-251-0731　FAX.011-271-5921

●ホームページ／www.s-shiryokan.jp

大通��の西�にある施設。
ミニギ�ラリーや���があり、
展示会等に利用できます。

札幌市���

●所在地／札幌市中央区北2条西7丁目

●最�駅／JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅・「大通」駅・「西11丁目」駅

●会場・面�／展示ホール：313�・�面利用可、

　かでるホール：舞台間口13.4×�行11×��高7m、

　会議室・研修室：33.5～306�

●料金／展示ホール：23,100円（全面／1日／税込）他

●�車場／地下�車場（有料）

●お問い合わせ／北海道立道民活動センター TEL.011-204-5100　FAX.011-271-9827

●ホームページ／http://homepage.kaderu27.or.jp

3�まで�き�けの展示ホールを
はじ�、様々なス�ースがあり
多目�に利用できます。

かでる２・�北海道立道民活�センター

●所在地／札幌市東区北7条東9丁目2番20 

●最�駅／地下鉄東�� 「東区役所前駅」4番出口から徒歩約15分

　　　　　JR�館本� 「��駅」北口から徒歩約3分

●�車場／アリオ札幌�地内�車場

●お問い合わせ／アリオモール

　TEL.011-723-1111

●ホームページ／space.ario.jp/space/shop/sapporo/

�R��駅北�直�。
ファミリー�が多く�まる
アリオのイベントス�ースを
企業プロモーションな�にご活用ください。

アリオ札幌
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●所在地／札幌市中央区北1条西13丁目

●最�駅／地下鉄東西�「西11丁目」駅

●会場・面�／大ホール（舞台）：889�、小ホール（舞台）：484� 他

●料金／研修室（24席）：1,300円～（別���料金有／税込）

　※料金詳�はホームページをご�ください。

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／札幌市教育文化会館

　TEL.011-271-5821　FAX.011-271-1916

●ホームページ／www.kyobun.org

高度な����を��る1�1���の
大ホールから�����まで、
道内�指の文化施設です。

札幌市��文化会�

●所在地／札幌市白石区平�通3丁目北6

●最�駅／JR「白石」駅

●会場・面�／�36m×�行き4m

●料金／無料

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／札幌市白石区市民部地域振興課

　TEL.011-861-2422　FAX.011-861-2775

●ホームページ／ 

　www.city.sapporo.jp/shiroishi/shisetsu/jrshiroishi/jrshiroishijiyuturo.html

�R��駅直�のス�ースです。
地域PRや観光イベントな�に
ご活用ください。

�R��駅自�通路・活用ス�ース

●所在地／白石区南�通1丁目南8-1 白石区�合��地下2階 

●最�駅／地下鉄東西�「白石」駅直結

●会場・面�／約85�

●料金／無料

●�車場／隣�の民間�車場（有料）

　※施設利用の場合、5時間まで無料認証を�けられます。

●お問い合わせ／ポプラ�者活動センター

　TEL.011-862-8802

●ホームページ／https://eventhiroba.com/

地下���駅直�の
オープンス�ース
市民交�イベントや活�PRに。

まちづくりイベント広場�������
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●所在地／札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

●最�駅／地下鉄東西�「東札幌」駅

●会場・面�／大中小ホール：240～2,607�、特別会議場：692�、

　会議室（15室）：21～283�

●料金／会議室：1,700円（イベント利用の場合／�前／税込）より

●�車場／平面�車場、立体�車場（収容数500台）

●お問い合わせ／札幌コンベンションセンター

　TEL.011-817-1010　FAX.011-820-4300

●ホームページ／www.sora-scc.jp

国�会�対�の�進施設。

イベントに��の�外ス�ースもあります。

札幌コンベンションセンター

●所在地／札幌市西区�の�1条1丁目1-10

●最�駅／地下鉄東西�「�の�」駅

●会場・面�／ちえりあホール：1,763.8�、研修室（9室）：53.8～197� 他

●料金／研修室：1,600円（�営利の場合／�前／税込）より

●�車場／西��の�店�車場と共用（640台収容可能）

●お問い合わせ／札幌市生�学�センター 施設課施設係

　TEL.011-671-2200　FAX.011-671-2233

●ホームページ／chieria.slp.or.jp

���の�か
���や�楽スタジオな�
多�な機�があります。

ち�りあ札幌市生�����センター

●所在地／札幌市西区��1条4丁目（地下鉄「��」駅B2F）

●最�駅／地下鉄東西�「��」駅直結

●会場・面�／イベントホール：17.2m×9.1m×バトンまでの高さ4m

●料金／平日：18,700円（4時間／税込）より

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／ターミナルプラザ ことにパトス

　TEL.011-612-8383

●ホームページ／patos-info.jimdo.com

�大1���収�できる
フラットス�ース。
展示会や会�な��広く利用できます。

ターミナルプラ� ことに�トス
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお��ください。

●所在地／札幌市��区��本町1条4丁目3-7 

●最�駅／JR「��」駅

●会場・面�／�27m×�行き5m

●料金／無料（※利用内容により料金を��できない場合があります。）

●�車場／無（近隣の有料�車場をご利用ください）

●お問い合わせ／札幌市��区市民部�務企画課

TEL.011-681-2425　FAX.011-681-2523

●ホームページ／www.city.sapporo.jp/teine/shimin/somu/aikuru.html

��・文化活�の発�や
情報��の場として
利用してみま�んか�

�R��駅「あいくる」

���イサム・�グチが�がけた��。

���でも利用できます。

モエレ���

●所在地／札幌市東区モエレ�公�1-1

●会場・面�／多目的スペース（2室）：192～267�、

アトリウム（2室）：587～864�、野外ステージ：20,164�

●料金／多目的スペース：2,500円（�前／税込）より

●�車場／P2（通年）：100台、

P１は4月13日～、P�は4月16日～、

P�は4月20日～／11月20日�）：一般1,400台、バス12台

●お問い合わせ／モエレ�公�

TEL.011-790-1231　FAX.011-792-2595

●ホームページ／http://moerenumapark.jp ��提供：モエレ�公�
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��出条�等、�しくは���い����に���ください。
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会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい


