
近隣市町村の情報も掲載！
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��は、地域PRや観光イベントな�、�様が�らす地域を元�にする

様々な活�をするにあたって、「札幌」が使いやすくなる情報や�ウ�ウ

をまと�た��です。

札幌には、多�な施設やイベント会場、情報発信ツールが�って�ります。

��を上�に活用して、�さまの目�に�ったり�う札幌の使い�を見

つけてください。

1����市札幌は
�客効果が高い！

�い会場との出会いがイベント��の近道。

施設ごとに��と��や��な�の��情報を

��しています。�んな催しが�いているのか、

��の事例を�に��することもできます。

会場を
見つけたい

札幌には��中から
�が�れる！

多�な情報発信ツールをはじ�、交通広�、

��・フリー�ー�ーをご�介。�メディアの

� �を活 かして効 果 �にP Rしまし�う。

情報を
発信したい

札幌では��産品も
��の品もよく売れる！

商談会、卸売市場、アンテナショップの�つの

カテ�リーで、�産物を売る機会や場�をご

�内します。

商品を
売りたい

札幌には
活用事例がいっ�い！

��になったイベントやホテル・�行会�との

タイアップ、クリエイターによって��が高まっ

た商品デ�インな�、札幌を使った��事例

を��ました。

事例を
知りたい
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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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※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�������

14

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。

●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。

�ージ

あ

か

さ

た

は

ま

�R��駅「あいくる」

アリオ札幌

大通��

大通す�ろうテラス

北海道立道民活�センター かでる2・7

カナモトホール

ターミナルプラ� ことに�トス

札幌駅イベント広場

札幌駅前通地下歩行空間

札幌エルプラ����施設
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さっ�ろ地下街オーロラスクエア

サッポロファクトリー

�R��駅自�通路・活用ス�ース

������� まちづくりイベント広場

創���� ��条広場

札幌市生���センター ち�りあ
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※貸出条件等、詳しくは各お問い合わせ先にお尋ねください。

情報を発信したい

多くの人にきていただくためには

伝えることが大切です。

イベント開催時の集客のための告知や、地域PRで街を訪れる観光客を増やすなど

情報を発信することで様々なメリットがあります。

ここでは、札幌ならではの情報発信ツールをご紹介。

最新のデジタルサイネージから交通広告、雑誌、フリーペーパーまで、

それぞれの特性を活かして効果的にPRしましょう。



毎月1回、町内会などを通じて市内の全��に無料で配布していま

す。表�回りを含め、5ページ相当の広告掲載スペースを設けてお

り、イベント告知やPRなどに活用いただけます。

まちがまるごと情報メディア

北2条広場デジタルサイネージ「��������n����2」

北海道さっ�ろ「食と観光」情報�
（北海道さっ�ろ観光�内�）

ふれあい広場 札幌駅前通地下歩行空間��広�ス�ース

広報さっ�ろ

［お問い合わせ］　札幌市�務局スマートシティ推進部デジタル企画課　

TEL.011-211-2136　FAX.011-218-5109　公式ホームページ www.sapporo-north2.com/

［お問い合わせ］　札幌市�務局広報部広報課　TEL.011-211-2036

［お問い合わせ］　札幌市まちづくり��局��企画部企画課　TEL.011-211-2192

［お問い合わせ］　北海道さっぽろ観光案内所　TEL.011-213-5088

［お問い合わせ］　札幌駅前通地下広場壁面広告指定代理店

※詳しくは�Pをご�ください。www.sapporoekimae-management.jp/広告について/壁面広告/

※商業広告が目的のご利用は��と

するなど、サービスには基�を定め

ております。詳しくは公式ホームペー

ジをご参�、またはお問い合わせく

ださい。

�apporo�north2（札幌駅前

通地下歩行空間　北２条広

場）は、市民の創造的な活動

や、札幌市における��T（情報

通信技術）活用の取組を発信

する場です。

広場に設置されたサイネージ

への映像配信や、サイネージ

を活用した広場イベントを実

施することができます。

北海道と札幌市が連携し観光客や札幌市民への「観光案内」

�び「食の魅力」の発信拠点としてJR札幌駅構内に設置。観光

案内所では道内全域のパンフレットをエリア毎、言�別に見

やすく��しています。

●場所／JR「札幌」駅1階西側コンコース北口（札幌市北区北6条西4丁目）

道内市町村のイベント等をパンフレットやポスターでPRする「ふれあ

いパンフレットコーナー」、道内市町村の広報誌を��できる「市町村

広報誌コーナー」を設置しています。

●場所／地下鉄「大通」駅コンコース

1年を通じて、毎日5～8万人が通行する札幌駅前通地下歩行空間に

大�の壁面広告スペースをご用�。�2,060mm×�14,560mmでイ

ンパクトのあるアピールができます。

��6�インチ12�・マルチディスプレイ1�

���2インチ・�イビジョン��

北海道の活性化につながる効果�な情報発信ができるよう、札幌市内の多�な情報発信メディアをご�介。
���信やイベント開催が��な��サイネージ�1空間をはじ�、�性あふれる発信に活用いただけます。
�1�サイネージ（����）とは、�示と通信にデジタル��を活用した、ディスプレイやプロジェクタな�の���示��です。

※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。
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�Rタ�ー札幌�ラービジョン

ア�ール力に�れた

新しい広�メディア。

道内�指の通行量を�るJR

タ�ー地下歩行空間に設

置。JR「札幌」駅と地下鉄

「さっぽろ」駅、札幌駅前通

地下歩行空間を結ぶJRタ

�ーウエストアベニューの�

を6 4面のディスプレイで

ジャック。�力ある広告シー

ンを演出します。

●設置場所／札幌市中央区北5条西3・4丁目JRタ�ーウエストアベニュー

●参考価格／プロモーション�：990,000円（1�15�／1ロール90�／16�南北上下64面／税込）

［お問い合わせ］　株式会社�Ｒ北海道ソリューションズ

TEL.011-751-7206（�体部）　www.jr-ag.com

���価�は目�としてご�ください。�条�により��る場�がご�います。

��PP�R� ���� ������

［お問い合わせ］　札幌市交通局事業管理部営業課

TEL.011-896-2722

生活指�連��広�の展開も��な

地下�大通駅のデジタルサイネージ。

札幌市営地下鉄最大規�の駅である「大通」駅

のコンコースに設置。広告のほか、ニュースや�

気�報などタイムリーな情報、北海道の��を

題材としたフォトグラフなどの魅力的なコンテ

ンツで通行者の目を�きつけます。

また、気象��データを活用し、生活に役立つ

情報を指数化した「生活指数コンテンツ」を無

料で使用することができます。

●設置場所／地下鉄南北�「大通」駅コンコース

●参考価格／1weekジャック：3,300,000円（７日間／札幌市交通局専用�を�くす�ての�／�映回数10,710回／税込） 

北海道内で開催され、市町村

が主催、共催、後援・協�する

イベントやお�りを告知する

ためのチラシやポスターを設

置できます。

北海道イベントインフ�メーション�ード

［お問い合わせ］　札幌駅前通まちづくり株式会社　TEL.011-211-6406

●場所／札幌駅前通地下歩行空間内（10番～12番階�の間）

●料金／2�間：5,500円、1ヵ月：11,000円、3ヵ月：26,400円（税込）（A1ポスターとチラシ配�）
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※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。

ファイター�ビジョン（���札幌駅前ビジョン）

HIROSHI

��が目�、札幌�指の�ち���スポット。

札幌でいちばん交通量の多い地下鉄「大通」駅の��

地下2階入口前にある��L����。通�通学�中の人や

�い物客でに�わう、札幌�指の待ち合わせスポット

として�しまれています。

［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　www.sapporo-chikagai.jp/��L����/ 

［お問い合わせ］　株式会社インサイト

TEL.011-233-2221　www.ppi.jp 

1�2���が目にする大��スクリーン。

JR「札幌」駅南口の駅前通交差点、1日20万人が

目にする札幌市内�一のポジションに設置され

た情報発信メディア。観光客からビジネスパーソ

ンまで札幌の�関口を行き来する人の関心をと

らえます。

●設置場所／札幌市中央区北4条西3丁目札幌駅前合同ビル壁面（JR「札幌」駅南口方面）

●参考価格／1ヵ月：165,000円（15�1�／�映回数月420回�証／税込）

●設置場所／札幌市中央区南1条西3丁目 地下鉄「大通」駅改札前

●参考価格／1�間：165,000円（�映回数1日40回／税込）

デジタルサイネージ�自�販売機広�

［お問い合わせ］　札幌市交通局事業管理部営業課

TEL.011-896-2722

ドリンクを�う�に��目に入るので

一��間の��が見��ます。

外国人旅行者への多言�での情報案内が可

能な新�代のデジタルサイネージ自動販売機

に掲出する広告です。この自販機は地域情報

の提供にも対応し、札幌近�の観光地や食事

�、イベントなどの情報を4か国�（日本�、�

�、中国�、�国�）で案内可能です。

●設置場所／地下鉄東��「大通」駅3連エスカレーター下（�3階）

●参考価格／1�月：9,350円（1�15�間／1ロール300�ごとに最�204回／1日／税込）
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※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。

��・n�・�i

毎�11��の通行�を�ち��するビジョン。

［お問い合わせ］　株式会社シンカリンク

TEL.011-206-8399　www.hanavi.tv

札幌の中心、地下鉄「大通」駅南改札口に隣�した

高さ２メートルのビジョン。美しい映像�大音量で

通行人の目を�きつけます。

動画は15分に1回�映（7：00～22：00まで）。認知

拡大�ブランディング施�に最適です。

●設置場所／札幌市中央区大通り西�丁目日�出ビル地下２階（地下鉄「大通」駅南改札口す��）

●参考価格／1�間：132,000円（15���／�映回数1日52回／税込）

メガ・ビジョン �プラ

SABRO.TV

［お問い合わせ］　株式会社ホ�イトカンパニー

TEL.011-563-9955　http://sabro.tv

「すすきの交差点」にある

北���大3��インチの街�ビジョン。

すすきので最も人通りの多い�すすきの交差点�

に設置。近隣には多くの飲食店や商業施設が�

んでおり、�は�い物客、�はサラリーマンで�

わいます。地元�民だけではなく観光客も多く

訪れる観光スポットです。

●設置場所／札幌市中央区南4条西4丁目16　��ビル（すすきの交差点）

●参考価格／1�間:286,000円（15���／�映時間8：00～22：00／�映回数1日56回／税込）

［お問い合わせ］　株式会社メガ・コーポレーション

TEL.011-280-3330　www.mega-vision.co.jp

大�の�で��う大通のランドマーク。

4プラ、パルコ、��など大�商業施設が林立する

大通の交差点にあり、ランドマークとしても認知さ

れています。�5.12m高さ2.88m、231インチの大画

面で、インパクトのある映像展開ができます。

●設置場所／札幌市中央区南1条西4丁目 4丁目プラザビル壁面

●参考価格／1ヵ月：165,000円（15�1�／�映回数月420回�証／税込）
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交通広�

［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　www.jr-ag.com

地下�「大通」駅直�の地下街で

ア�ール力に�れた広��体。

1日約15万人が�来するさっぽろ地下街の��アド

ピラーは、通行量の多い空間の�を利用した広告効

果が高い�体です。

新���の�場でますます�目される市�。

商業施設、観光施設などが多く存在するエリアと��

地を結んだ運行により、車体を利用した広告が効果的。

新�の��車�が導入され、札幌市民にとどまら�、道

内外の観光客の人気も高まっています。

●参考価格／

新���車�の車外・車内ステッカー広告：330,000円／月（1ヵ月／税込）

中�りポスター：4,675円（1日1�2�／75�／B3シングル／税込）

札幌市�

�車内のポスター等の広告物や駅のサインボードは、

通�や通学をはじめ観光などで利用する多くの人の目

に�れ、情報の�り込みを効果的に行なえます。広告

のエリアセグメントや期間指定は基�内で自在です。

�R北海道

�々が�い行き交う場�で、

効果�に情報を�ける。

●参考価格／JR「札幌」駅駅�りポスター：44,440円

 （1期7日間／1�／B0サイズ／税込）

　 車内中�り広告�通�車セット：153,120円

 （1期6日間／309�／B3シングル／税込）

［お問い合わせ］　（一財）札幌市交通事業振興公社

TEL.011-896-2723　https://www.stsp.or.jp/

オーロラタウン・ポールタウンアド�ラー広�

●参考価格／ポールスクエア��：440,000円～

　　　　　　（4本／2�間／税込）

　 ポースルクエアの他、当地下街には6本の��アドピ 

 ラーがあります。また、地下街内の��広告�もご利 

 用�けます。詳�はお問い合わせください。

［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　https://www.sapporo-chikagai.jp/company/tenant/

※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。
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※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。

地域に�しまれるバスは、
あら�る��にPR効果大。

通�、通学、ショッピングなど毎日たくさんの人

が利用。車内にポスターを掲示するほか、北海

道中央バスでは車内で映像による��を流すこ

とができます。

バ�ス

札幌市営地下�

●参考価格／「大通」駅西側アドピラー：880,000円～（2�間／8本～／�2.0×W2.0m／税込）

 まど上ポスター：227,000円（7日1�1�／440�／B3シングル／全�全車�1��つ／税込）

札幌市民の�である地下�は、�近な情報ス�ース。

3路�49駅で札幌市内を網�し、市民の足として�かせない地下鉄は、1日平�60万人以上が利用。

車内掲出のほか、駅における大�ボードや��広告など用�に合わせて様々な広告から選�できます。

［お問い合わせ］　札幌市交通局

TEL.011-896-2722　www.city.sapporo.jp/st

北海道中央バス
●�体種類、価格などは下記ホームページをご参�の上お問い合わせください。

「お問い合わせ］　TEL.011-261-9111　www.chuo-bus.co.jp

じょうてつバス
●�体種類、価格などは下記ホームページをご参�の上お問い合わせください。

「お問い合わせ］　TEL.011-572-3135　www.jotetsu.co.jp/bus/ad.html

ジェイ・アール北海道バス
●�体種類、価格などは下記ホームページをご参�の上お問い合わせください。

「お問い合わせ］　TEL.011-272-4161　www.jrhokkaidobus.com/advertise/

一�自�体��あり
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※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。

北海道じ�らん 北海道������

���

��さっ�ろHO

������

●販売エリア／北海道全域

●発行部数／119,000部

●発行日／毎月20日

●定価／400円（税込）

●参考価格／

　中面1P：440,000円（税込）

●販売エリア／北海道全域

●発行部数／45,000部

●発行日／6月、12月、3月発売�定

●定価／680円（�定／税込）

●参考価格／

　中面1P：440,000円（税込）

［お問い合わせ］　株式会社�A���AWA ビジネスプロデュース局：北海道オフィス

TEL.011-804-5597　www.walkerplus.com

［お問い合わせ］　株式会社財�さっぽろ

TEL.011-521-5151（代表）　http://www.zaikaisapporo.co.jp

●販売エリア／北海道全域

●発行部数／70,000部

●発行日／毎月20日

●定価／495円（税込）

●参考価格／

　中面1P：440,000円（税込）

●販売エリア／北海道全域

●発行部数／80,000部

●発行日／毎月25日

●定価／660円（税込）

　※2021.4.24発売号～

●参考価格／

　中面1P：330,000円（税込）

●販売エリア／北海道全域�び全国

●発行部数／85,000部

●発行日／毎月15日

●定価／790円（特大号を�く／税込）

●参考価格／要問い合わせ

����n�

［２����� � � ］

インターネットに出てこないよう

な北海道の情報を発�。

�新かつ��な情報価値を��

する、北海道の地域��・経��。

札幌の�新情報を�介する生

活情報�。

��歳�上の�やじがナビ�ート

する大�のた�の情報�。

北海道の「食」と「観光」にスポッ

トをあてた、�出かけ情報�。

北海道エリアのグルメ・ドライ

ブ・�なイベント情報が��。

［お問い合わせ］　株式会社あるた出�

TEL.011-222-0088　ad�alter.co.jp　www.alter.co.jp

［お問い合わせ］　株式会社えんれいしゃ

TEL.011-218-5077　www.poroco.co.jp

［お問い合わせ］　株式会社リクルート北海道じゃらん

TEL.011-219-2511　http://www.recruit-hokkaido-jalan.jp

［お問い合わせ］　株式会社ぶらんとマガジン社

TEL.011-521-5559　www.burant.co.jp

［２����� � � ］

［ 一 � �け］ ［ 一 � �け］

［２����� � � ］

［������ � � ］
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●販売エリア／北海道全域

●発行部数／50,000部

●発行日／毎月15日

●定価／750円（税込）

●参考価格／

　中面1P：275,000円（税込）

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
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※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。

������

����������

るる��R��札幌

フリー�ー�ー

��� �R �����i��

地域新�ふりっ�ー ��まんまる新�

�販売エリア�北海道全域

�発行����������

�発行��毎�1��

��価�7���（��）

���価��

�中�1P�27������（��）

●配布エリア／北海道全域
　（JR北海道の特��車車内）
●��可能者数／
　�載�車数：120本（日）、約3,600本（月）
　�席数：約35千席（日）、約105万席（月）
　※2021年�在
●発行日／毎月1日
●参考価格／
　中面1P：330,000円（税込）

●配布エリア／札幌市

●発行部数／865,000部

●発行日／毎月�4�

●参考価格／要問い合わせ

●配布エリア／厚別区、��区平�公�
　東地区、江別市、北広�市西の里地区
●発行部数／109,293部（2018年1月）
●発行日／毎�金�日
●参考価格／全5�カラー：348,920円（税込）
　�人�：10,000円～
　チラシ�込もできます（A4�2.5円）

●配布エリア／北海道全域

　（コープさっぽろ店�・

　 �配�込）

●発行部数／570,000部

●発行日／毎月1日

●参考価格／

　中面1P：308,000円（税込）

●配布エリア／札幌市

●発行部数／70,000部

●発行日／年9回発行

　（4～10月、12月、2月の1日）

●参考価格／

　中面1P：165,000円（税込）

●配布エリア／札幌市中心のホテル・

　観光案内所

●発行部数／200,000部　3・6・9・12

　月の�3金�日

●参考価格／中面1P 605,000円（税込）

　その他�館（年3回）、��野・美�・��・

　網�・知�・��・�路・ドライブ北海道

　（各年1回）もご�います。

���行��「るる�」のフリー

�ー�ー。北海道�行を楽しみ

たい観光客をサポート。

「北海道の食�をもっと�いしく」をコンセプトに、

�の食材を中心に情報を発信。

［お問い合わせ］　株式会社イースト・デイリー 

TEL.011-208-1351　www.east-daily.jp

［お問い合わせ］　株式会社ぶらんとマガジン社

TEL.011-521-5559　www.burant.co.jp

札幌の出��が��けする�グ

ルメ��。�材した�事広�を

��。

［お問い合わせ］　コープさっぽろ 広報部

TEL.011-671-5770　www.coop-sapporo.or.jp

［お問い合わせ］　�合商研株式会社

TEL.011-780-5703　www.fripper.jp

［お問い合わせ］　有限会社くらしの新聞社

TEL.011-892-4110　manmaru-sinbun.com

［お問い合わせ］　株式会社�Ｒ北海道ソリューションズ

TEL.011-751-7920　www.jrh-sol.co.jp

観光客やビジネス�ー�ンにも

�しまれている�R北海道の�の

情報�。

札幌の情報を生活者�点で�

介する、�別ポスティングの地

域��情報�。

札幌市厚別�と�別市（対��

む）、��������、北広�

市西の�・���の��全��

に1�1���される地域に��

した情報�。
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スコブル

n�n ������し��り���n��

［お問い合わせ］　株式会社リー・プロ

TEL.011-299-2899　www.nonrouge.net

［お問い合わせ］　株式会社ぶらんとマガジン社

TEL.011-521-5559　www.burant.co.jp

［お問い合わせ］　株式会社ソフトネクスト　おしゃ�りB�Xneo�集部

TEL.011-876-9652　www.oshaberibo�.com

●配布エリア／札幌市�び近�

●発行部数／350,000部

●発行日／毎月25日

●参考価格／

　中面1P：165,000円（税込）

［��� � 上 � 性 ］

●配布エリア／札幌市

●発行部数／100,000部

●発行日／3・6・9・12月10日発行�定

●参考価格／

　中面1P：264,000円（税込）

毎�の生活に楽しいをプラスす

る情報�。��心�盛な�性が

�者�。

●配布エリア／札幌市�び近�

●発行部数／162,000部

●発行日／毎月月�

●参考価格／

　全2�カラー：132,000円（税込）

外見と内�が�に�しくなること

を目指す�性のた�の��と�

�をメインとした生活情報�。

エイジレスな�性たちを��す

る��・��・��マガジン。

［������の � 性 ］ ［������の � 性 ］

�P�1

●配布エリア／
全道の道の駅
道内高�道路の主な�A・PA
�館・�小牧・小樽のフェリーターミナル、

レンタカー営業所（トヨタ・ニッポン・オリッ

クス・タイムズ等）、どさんこプラザ、市町村

観光案内所ほか

●発行部数／50,000部
●参考価格／要問い合わせ

［お問い合わせ］　�合商研株式会社

TEL.011-780-5703　https://jp01.jp/

北海道の知らなかった�力を発

信。17�市町 村の地 域情 報�

「�P�1」

※参考価格は目安としてご�ください。�条件により変わる場合がご�います。
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物産品を売る機会も、売れる場所もいろいろご用意。

百貨店やスーパー、レストランなどのバイヤーとマッチングする

商談会に参加したり、卸売市場を活用できます。

道産品ショップも多彩にあるのでどんどん売り込んで自慢の商品を広めてください。

商品を売りたい

お店も新しい商品情報を求めています。

積極的にアピールしましょう。



商�談�会

北海道産品��商談会

��な北海道産品を�め、毎年大勢の人が集まる北海道最大の商談会が「北海道産

品取�商談会」です。33回目を迎えた平成29年度の商談会は、業�別に2日間に分

けて開催され、道内353社が出展、全国から約2,000ものバイヤーが集まる盛�ぶ

りでした。

会場には地域の特色を生かした�質で安全な�材を活用した優れた加工食品や

�工芸品、日用雑�などが大きな会場いっ�いに所�しと��られ、�心な商談

��が展開します。道内外への販路開�や拡大にぜひ活用したい商談会です。

●開催時期／毎年6月上旬に開催（�定）

●開催場所／ロイトン札幌（�定）

　（札幌市中央区北1条西11丁目）

●��企業／道内外流通バイヤー

　790社・2,000名程度

●売�企業／29市55町2村・353社

　（平成29年度実�）

●参加費用／有料

●主催／北海道、札幌市、

　一般社団法人北海道��物産振興会（�定）

●お問い合わせ／

　一般社団法人北海道��物産振興会

　TEL.011-251-7976

一言メッセージ
北海道にはまだまだ�に知られていな

い、優れた商品がたくさんあります。�

いもよらないところから�がつく�ット

商品もあります。全国のバイヤーも、そ

んなオリジナリティのある道産品を�

めて来場します。どうぞ�様、自信を

持って出展してください。

���� �������� �北海道 食の�出大商談会�

道産食品の海外販路拡大を目的に、アジア�を中心とした海外バイヤーを��し、商

談会「F��� ����A��� ～北海道 食の�出大商談会～」を開催しています。道内に

いながら海外へ商品を売り込�ことができる機会として道内各地から100社以上の

食品関連企業が参加し、二日間で約1,000件の商談が行われています。成約率を上

げるため、バイヤー・サプライヤー�方の��を元に商談を組�事前マッチング�の

商談会です。また開催期間中には、マッチングが組まれなかったバイヤーとも商談・交

流できる場として、自社商品を展示・PRする「試食・オープン商談会」や��会を開催

しています。

�2017年度実��

●日時／2017年8月29日（�）、30日（水）

●開催場所／札幌パークホテル

　（札幌市中央区南10条西3丁目）

●��企業／海外バイヤー 56社

●売�企業／国内サプライヤー 121社

●参加費用／無料

●主催／

　「北海道ブランド」海外展開�化支援事業実行

　��会（札幌商工会議所はじめ18団体で構成）

●お問い合わせ／

　札幌商工会議所 国�・観光部 食産業・��課

　TEL.011-231-1332

一言メッセージ
商談の事前�備として、海外展開に必

要な商談スキルの取�やマーケティン

グ�法について学ぶ��会も実施す

るなど、�出に向けた�合的なサポー

トを行っております。海外進出（�出）

のきっかけに本事業をぜひご活用くだ

さい。

道内外から大�のバイヤーが�まる商談会は、地域の�産品を売り�む��のチ�ンス！
札幌では大小さま�まな商談会が開催されているので、�加してみま�んか�
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卸売��ラバン� 商談会

札幌市内の食関連卸売企業が道内地方�市に出向いて、�地食品メーカーと事前

マッチング式の商談会を行います。平成２9年度は、��・�小牧・�路の3�市で開

催。�方の商談��を�認しスケジュールを組�ので、効果的な商談が期待できま

す。�地食品メーカーの�集や商談会当日の運営等を、�地の振興局や金�機関

などと連携して実施できるのも心�いです。

●開催時期／

　��：2017年11月9日（�）・10日（金）

　�小牧：2017年11月21日（�）

　�路：2018年1月25日（�）・26日（金）

●開催場所／

　������市工業技術センター

　��小牧��小牧市民会館

　��路�A�Aクラウンプラザホテル�路

●��企業／札幌市内卸売企業10社程度

　（各開催地あたり）

●参加費用／無料

●主催：札幌市、札幌卸商連盟

●お問い合わせ：札幌市経�観光局国�経�

　��室経���推進課　TEL.011-211-2481

一言メッセージ
札幌の食関連卸売企業が道内各自�

体を訪問する「出向き�」商談会です。

札幌市にて開催される他の商談会等

への参加が��な企業の�様へ、�

�的な�掛けをお�いします。また、次

年度の開催��等もお�せください。

観光��商談会

国内観光客の�客と道内周�の促進を目的に、道外・道内の旅行会社や旅行メディ

ア等の�当者を��し、札幌市内やさっぽろ広域観光�、道内中��市等の�市連

携先の事業者・団体を中心に最新の観光トピックスの�明や商談を行っています。

商談会では、バイヤー着席とセラー着席のプログラムが有り、それぞれマッチング商

談とフリー商談を設けているため、様々な相�と効果的な商談を行うことが可能で

す。

また、商談会後には��会も設けているため、�に交流を深めて�くことも可能です。

●開催時期／毎年9月中旬

●開催場所（2017年度）／

　プレミアホテル-T��BA��-札幌

　（札幌市�平区�平4条1丁目）

●��企業／道外・道内の旅行会社、出�社等

　（55社程度）

●売�企業／��施設、観光施設、体験事業者、

　観光関連団体等（55社程度）

●参加費用／無料

●主催／札幌市国内観光プロモーション実行��会

　（事務局：札幌市経�観光局観光・���E推進部内）

●お問い合わせ／

　札幌市経�観光局観光・���E推進部

　観光・���E推進課　TEL.011-211-2376

一言メッセージ
日��点を持ち�い道外の旅行会社

なども多く�いており、�重な機会が�

られる商談会です。

札幌市内や連携�市内の事業者を中

心としていますが、参加者のニーズが

高い新規コンテンツや新サービス等の

情報は大�迎です。
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北の味覚、�発見！！

道内商工会地域の中小企業では、地元の優れた農林水産資源を活用して

様々な新しい特産品の開発に��的に取り組んでいます。北海道商工会連

合会は、これら商品の販路開�・拡大を支援することを目的として、道内外

の流通関係者様に紹介するための展示・商談会を平成元年度より毎年開催

しています。

小規�な商談会ではありますが、開発されて間もない商品や�しい商品、地

域の特色を生かした商品等、道内中小企業の優れた特産品が多数出展され

る点が特長です。

●開催時期／10月下旬（�定）

●開催場所／ホテル札幌ガーデンパレス

　（札幌市中央区北１条西�丁目）

●出展企業／道内商工会地域の小規�事業者

　５�企業・団体（�市�０町�村）（2017年度実�）

●来場企業／

　道内外流通バイヤー ８０社・２００名程度

●参加費用／無料

●主催／北海道商工会連合会

●お問い合わせ／

　北海道商工会連合会 組�経営支援部

　TEL.011-251-0102

一言メッセージ

北海道には道内の�かな資源を

活用した生産者のこだわりの�

まった商品がたくさんあります。こ

れらの商品を地元の商工会と一

緒に、全道・全国へ発信するお�

伝いをさせて�きたいと�います

ので、�様の出展をお待ちしてお

ります。

北洋銀行ものづくりテク�フェア

優れた技術や製品を持つ中小企業や大学、支援機関が一�に会する�も

のづくり��としては道内最大級の商談会。2017年の開催時には、220社・

団体が出展し、道内外から約4,800名の業�関係者が集まりました。

特に北海道産業の�として期待される「食・��分野」に着目し、「道内にお

ける食品製造業と食品加工機�製造業のマッチング」などを��的にサ

ポート。販路拡大や企業間連携の促進はもちろん、情報交�や技術交流の

場としても大いに活用したい商談会です。

●開催時期／毎年7月中旬

●開催場所／アクセス札幌（2017年度）

　（札幌市白石区流通センター4丁目）

●出展者数／220社・団体

●来場者数／約4,800名

●商談件数／約1,200件

●出展料／64,800円（1小間3m×2.7m／税込）

●主催／北洋銀行

●お問い合わせ／北洋銀行地域産業支援部

　TEL.011-261-1321

一言メッセージ

�ものづくり�の商談は、時間もお

金もかかります。だからこそ、実効

性の高い商談会をめ�して、事前

に商談を�約する「事前マッチン

グ」を実施します。出展内容を掲

載したパンフレットなどを作成し

PR活動も行いますので、�様の

出展をお待ちしています。

31

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



札幌市中�卸売市場

市場を支�る卸売業者 ［水産物�２�］［�果�１�］

��高�水産��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場水産�4F

●お問い合わせ／TEL.011-618-2111　FAX.011-641-3812

●ホームページ／www.kaneshime.co.jp

�水 札幌中�水産��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場水産�3F

●お問い合わせ／TEL.011-643-1234　FAX.011-644-8181

●ホームページ／www.marusui-net.co.jp

札幌みらい中��果��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場�果��F

●お問い合わせ／TEL011-641-3161　FAX011-631-0023

●ホームページ／www.sapporomirai.jp

札幌市中央卸売市場に出�した商品に対して、話題になる情報をお�せください。

札幌市がニュースリリースにして各メディアへ配信します。近年では年に約30件をリリース。

��メロンやらいでんスイカ、サンマの�せりなどが新聞やテレビに紹介されています。

また、�せりの様子については、当市場のホームページや���（twitter等）を利用した情報発信も行っています。
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�R バス「札幌場外市場」�
�歩� 1 �

地下��西�「����」駅
�歩� 1� �

JR「��」駅
�歩� 1� �

高級果物として人気の��メロンの�せり。

2019年は500万円で��最高額になりまし

た。ニュースになることで�い�にとっても

宣伝になり、知名度があがって消費拡大に

つながります。

��メロン��りが
毎年ニュースに。

https://www.sapporo-market.gr.jp/


道産品ショップ

北の大地から生まれた�れた製品が大��。

北のブランド アンテナショップ

北海道の定番土産から�れた名品、地元の方々から支持される商品等、札幌商工会議所が認

証する「北のブランド」認証製品を販売しています。

また、ものづくり製品のパネル展示コーナーや��コーナーも�設しており、時計台の観光を

楽しんだあとの海外観光客の方も多く来店されています。

●所在地／札幌市中央区北1条西2丁目 

　北海道経�センター1F（札幌時計台東隣り）

●最�駅／地下鉄「大通」駅

●営業時間／9:00～17:30

　定�日：土・日・�日 ※年�年�を�く

●お問い合わせ／TEL.011-281-3855

●ホームページ／

　http://www.
　sapporo-cci.or.jp/
　north-brand/shop.html

一言メッセージ

北海道には優れた製品が多数存在

します。札幌商工会議所では、これ

らの優れた製品を��、認証し、北

海道・札幌を代表する製品として�

なるブランド化を推進することを目

的に、2004年から「北のブランド」事

業を実施しています。

「北のブランド」とは

例年��より、認証製品の�集�び��を

行い、�年1月から認証となります。詳しい�

集開�の時期については、札幌商工会議所

「北のブランド」ホームページ上にて発表しま

す。��この機会に、こだわりの�社製品を

「北のブランド」にお申し込みください。

札幌商工会議所会�企業の持つこだわりの製

品や技術を、学�者をはじめとするさま�まな

分野の専門�で構成される「北のブランド選考

部会」において��し、札幌商工会議所が「北

のブランド」として認証する�度です。

認証製品には、認証�やロゴマークを交付する

とともに、販路開�、商談機会をご提供し、広く

道内外のバイヤーや消費者に周知しています。

「北のブランド」とし
て5年以上��して
認証された製品で、
既に市場からの高い
評価を�立しており、
地域を代表する製品
を「金�」として認証
しています。

「北のブランド」認
証製品の中で、前
年比の売上高の�
び率が特に�しい
上�の製品を「�
��」として認証し
ています。

� 対 象 � � �

� � � 条 � �

 

� � � � � �

� � � � 間 �

�����新��

・食品��（食品、��、��食品等）

・ものづくり��（��・設�、��、��・生活、��・��等）

・��・�フトウェア��

�道内で製造された製品であること。

�道内で事業を行う札幌商�会��の会�企業であること。

��通��な商品を対象としています

・�れた��や独自のこだ�り ・市場での��性 ・市場に�ける高い�価

1�1��12�31�（�新��を行うことにより���）

年間 �������（１�当たり�製品までとし、�れを��る場�は１製品に

つき１������の�加��・�新�を�し�けます）���は��です。

「北のブランド」の��を�けるには

�お問い合わせ先�

札幌商工会議所　国�・観光部 食産業・��課 

�０�０-８�１０ 

札幌市中央区北1条西２丁目 北海道経�センター

TEL.０１１-２�１-１��２　FAX.０１１-２２２-５２１５　

E-mail.trade�sapporo-cci.or.jp

��は札幌商�会��「北のブランド」ホーム�ージをご��ください。
http://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/

��、���

�� ���

商品の販売はもちろん、イベントな�で地域のPRもできる道産品アンテナショップ。
地元の�はもちろん、観光客まで�広い�にア�ールできます。

33

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://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/shop.html


テスト販売�度で道内企業を�援。

北海道�さんこプラ�札幌�

道内各地の特産品・加工品およそ約2,000ア

イテムが�う大�アンテナショップ。まだ知ら

れていない道産品を紹介するためのテスト

販売�度があり、道内各地で作られた新商

品を3ヵ月間販売します。販売期間��後に

は店から商品の評�や評価等のアドバイス

が�けられ、売り上げ好調な商品は定番とし

てそのまま置かれることもあります。また、催

事スペースがあるので、各種イベントにも利

用できます。観光客はもちろん、札幌市民も

多く訪れ、高いPR効果が期待できます。

●所在地／札幌市北区北6条西4丁目

　JR「札幌」駅西通り北口

●最�駅／JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅

●営業時間／8:30～20:00（年中無�）

●お問い合わせ／北海道どさんこプラザ札幌店

　TEL.011-213-5053　FAX.011-213-5092

●ホームページ／

　www.dousanhin.com/shop/sapporo�jr/

一言メッセージ

アンテナショップとして、道内で生産

された商品のマーケティング支援も

行なっています。催事を行う�は

インターネットでも告知しますので、

地域のまちおこしに気軽に利用して

ください。

●所在地／さっぽろ地下街オーロラタウン

　小�の広場向かい

●最�駅／地下鉄「大通」駅

●営業時間／10:00～20:00

　（年中無�・さっぽろ地下街�業日を�く）

●お問い合わせ／株式会社札幌����

　TEL.011-205-1151

●ホームページ／

　http://www.marui-imai.jp

一言メッセージ

生産者さんの力をお�りして成り

立つショップです。行�の方とも

協力し合うことが大�だと�いま

すので、みなさんいっしょに北海

道を盛り上げていきましょう。

北海道の����店である����が運

営する「きたキッチン」。北海道民のお客さま

が毎日食�たくなるものを基本に品�えし

ています。バイヤーが選ぶ基�は、オリジナ

リティと品質の高さ。商談会はもちろん、�別

の売り込みにもしっかり対応します。また、

ショップ内には催事スペースを2ヵ所設置。

これまでにも「��フェア」など、道内市町村

主催のイベントが開催されてきました。さっ

ぽろ地下街オーロラタウンのオープンな場

所にあるので集客力は��です。

札幌スタイル��製品を販売。

札幌スタイルショップ

札幌スタイルショップは市民の方と観光客の

方が、自分用としてだけでなく、北海道や札

幌のお土産や、札幌らしいオリジナルな�り

物�しにご利用いただいています。ショップ

スタッフのTレディさんが商品選びを�伝っ

てくれます。

北海道らしい�材やデザインにこだわったア

イテムがそろい、��によっても商品が入れ

�わります。作�がひとつひとつ�作りした

キャンドルやクラフトなどもありますので、�

い出の一品を��見つけてください。

●所在地／札幌市中央区北5条西2丁目5 

　JRタ�ーイースト6階展�室エントランス

●最�駅／地下鉄「さっぽろ」駅

●営業時間／

　10:00-20:30　

●お問い合わせ／札幌スタイルショップ

　TEL.011-209-5501

●ホームページ／www.jr-tower.com/t38

一言メッセージ

認証製品のほかにも、期間限定で

企業・作�の作品の展示販売や、

��に合わせた�フトセットなど

もご�います。

北海道全域から��する���のセレクトショップ。

�まるい�道産食品セレクトショップ きた�ッチン
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http://www.dousanhin.com/shop/sapporo_jr/


事例を知りたい

過去の事例から学べば、

未来の成功が見えてきますよ。

札幌を活用した例は、過去にもたくさんあります。

札幌在住のクリエイターの事例や観光仕掛け人や学生とのコラボレーション、

毎年開かれているビッグイベントやフェア、ホテルとのタイアップなど

なるほどと思う事例から、わがまちに応用できるヒントがきっと見つかります。

人と人との出会いを応援する札幌市の道内連携事業にもご注目ください。



デ�インも！ブランディングも！
クリエイター�チェック

様々なジャンルのクリエイターが集まり、自ら「知る機会」「もまれる機会」「きたえる機

会」「発表する機会」をつくろう。そんな�が高まって、札幌アートディレクターズクラブ

は 生 ま れ ま し た 。ク リ エ イ タ ー た ち が � 人 の 資 格 で 参 加 ・ 運 営

する会�組�（�営利の��団体）で、100人以上が正会�として��しています。

毎年�に、年度のクリエイティブ成果を一�に会し、それらを�観し、優

れた作品を選出する場として、作品公開��会を開催。「優れたアート

ディレクション」を��の基�に選�します。

「札幌A�� コンペティション�ア�ード」でのグランプリ、�グランプリ作

品をはじめ、全入�・入選作品をカラー図�で掲載。付��� - ROM

にはTV-  �� やデジタルメディア作品等を収�しています。北海道クリ

エイティブの歴史をペーパーメディア、マルチメディアの�面から記�す

る、資料価値の高い一�です。

北のクリエイティブシーンをクリエイターが�くしていく

札幌アートディレクター�クラブ������� ���

������� ��� コン�ティション�ア�ードの開催（年1�）

������� ��� 年�の発行（年1�）

※お問い合わせ・ご�入につきましては下記�apporo A��ウェブサイトよりお問い合わせください

�な活�

特産品のパッケージをつくりたい、地域のイメージアップをしたいなど、

クリエイティブの色々なシーンで�りになる札幌最大のアートディレクター集団をご紹介します。

デ�インも！ブランディングも！クリエイター�チェック ※会�作品の一例です

小林酒造 日本酒

中�町地域プロモーション ����R�

ブランディングをはじ�、ポスター、�ンフレットから��の��まで。

クリエイターの活用で商品力アップの��性が広がります。

���布 JAびえい 美�選果
「美�の��」

ロ�デ�イン 新商品からイベントタイトルまで、
人々の心をつか�ロゴをデザインします。 ウェブサイト 見た目はもちろん、使いやすさが大�。

目的に合った機能美のあるサイトを構築します。 �ッ�ージデ�イン �に取ってみたくなるような、
オリジナリティのあるパッケージを作ります。

��町イベント
「いけだミートサーカス」

クリエイターをお�しの方はWEBからどうぞ�

������� ���
ウェブサイト

「�E�BER（メンバー）」のペー

ジに、会�一人一人の経歴と連

�先を掲載しています。

お�しのクリエイターが見つかり

ましたら、�別にコンタクトをお

取りください。

※�apporo A��は会�によるボランティア組�です。
　�々のクリエイターの紹介や仕事の��などは出来
　か�ますので、ご��ください。
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観光仕�け�を味�にする

白�町のアイ�文化体験や小平町や�市町の農・漁業体

験、江差町の文化体験や西�別エリアの様々な交流体験等

を、地域の方々と一緒につくりこんで、実�に販売していま

地域ならではの交�プログラムづくり

��町、上�幌町、��内町、中�別町、��エリア等で

観光地域づくりコーディネート組�の組成を支援していま

���、���の��支援

一言メッセージ

�んでいる人にとって「あたりまえ」の中に

こそ「地域ならではの魅力」があります。それ

らを掘り�こし、一緒に��らしい観光地域

づくりに取り組んでいきましょう。

●所在地／札幌市中央区南2条東2丁目8-1 大�ビル9F

●お問い合わせ／株式会社北海道��旅行社

　TEL 011-252-2115　FAX 011-252-2117

●ホームページ／hokkaido-takarajima.com

��会� 北海道���行�

「�物」でいっ�いの��、北海道の地域を活性化

北海道��旅行社は、観光によって北海道各地の地域づくりのお�伝いをする会社です。�にパッケージツアーで団体観光客を周�

させるのではなく、せっかく訪れてくれた人にいかに長く�在してもらうか、リピーターになっていただくかといった地域のファンづくり

を目的に、「�んでよし訪れてよしの�げる�アルファの観光地域づくり」のお�伝いをしています。

「北海道体�����」
アウトドアから農業・漁業体験

やもの づくりまで 北 海 道の

体験プログラムを掲出。年に約

4万人の観光客がこのサイトを

通じて体験プログラムの申し込

みをしています。無料で掲出で

き、成約したら10.8�のシステ

ム利用料を�うだけなので気

軽に�められます。

例��・・・

��町で����

�部町が観光地域づくりの一�として実施。漁協�性部のみ

なさんが、その時々の旬の魚介類を使った料理教室を実施し

ています。

観光地域づくりのコンサルティング
どのまちにも、そこにしかない歴史や観光資源といった「地域なら

ではの魅力」があります。それらを活用した体験プログラムや�在

モデルプランづくり、���・���等のコーディネート組�づくりを

支援します。

海外���行者のコンシェルジュ
海 外からの比 較 的���の

�人旅行者に、オーダーメイド

ツアーを提案・ご案内するコン

シェルジュサービスを提供して

いま す 。地 域 の 方 々と 連 携

して、北海道ならではの魅力を

��してもらい、リピーターに

なって�けるようにおもてなし

をしています。

�インバウンド
　�人自由旅行者向け
　コンシェルジュサイト

�検�も申し込みも���

例��・・・

観光によって地域を活性化する、�れはただ多くの観光客を連れてくることではありま�ん。

地元の�たちが�がまちを見直し、�れる�をもてなすことでこ�、�んとうの��いが生まれます。
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https://hokkaido-takarajima.com/


�生とコラ�レーション

札幌市立大学における研�活動、地域���び国内外の

ネット�ークの�成推進を図ることを目的に設置。産�学

の多様な連携をサポートします。

地域連携��センター

「研�・活動の内容を知りたい」「札幌市立大学との連携方

法について知りたい」など、地域・産学連携に関する�問・

質問・ご要�等にお応えします。お気軽にご相談ください。

※ご来訪の�は�め�話またはメールにてご連�ください。

お問い合わせ・ご�約は

札幌市立大学　地域連携課　地域・産学連携�当

TEL.011-592-2346　FAX.011-592-2369

E-mail: renkei�scu.ac.jp

���産�連携相談��

札 幌 市 立 大 �
札幌市立大学は、デザインと看�の連携のもと人間重視、地域��を目指して2006年に開学しました。デ

ザインと看�の２学部２研���び1専��からなり、それぞれの専門に加えて、�学部の教�が連携・

共同して教育研�を行なっています。市民、産業�、行�や公的機関などとも連携することにより、地域課

題に対応した教育・研�も行なっています。 

札 幌 � � 大 �
2021年4月開設した新札幌キャンパスのコンセプトは、「多様なこと・ひと・もの（diversity）」との「協働

（collaboration）」です。「�市�」「開��」のキャンパスとして設計されており、産�学民の連携拠点であ
る社会連携センター、生�教育の拠点であるコミュニティカレッジ、経�学・経営学・心理学の専門�を中
心に約10万�の��がある図�館、300席規�の多目的ホールなどがあります。

札 幌 大 �
札幌大学が掲げる理念「地域共創」とは、「他者と協働しながら、地域に新しい価値を創り上げること」を表し

ます。 この理念を�した「地域共創学�」は、それまでの学部の壁をなくして文���合大学としての�広い

学びが可能な9専�を1つの学�に�含しています。自分の興味や関心、�来の目�にあわせて、社会�学�

も人文�学�も、�広い選��の中から「学びたいこと」を組み合わせて学ぶことができます。

「経�経営学部」の学びは、�後学生たちに期待される能力の��を実

�し、社会を支える力になると考えます。

本格的なA�時代を迎え、�T、�oT（モノのインターネット）技術や、ビッグ

データを含�データの収集解�能力を�につけること、さらにはビジネ

スのグローバル化に対応した外資�企業におけるインターンシップ・プ

ログラムの展開などが新学部の特長です。

経�経営��の�び

●所在地／北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1�2021年4月開設��新札幌キャンパス�
●お問い合わせ／札幌学�大学
　TEL:011-386-8111
●ホームページ／https://www.sgu.ac.jp/

アイ�文化の�い�育成や、魅力の発信に取り組んでいます。

ウレシ�クラブ

●所在地／札幌市�平区西�3条7丁目3番1号
●お問い合わせ／札幌大学/札幌大学�子�期大学部
　TEL: 011-852-1181
●ホームページ／https://www.sapporo-u.ac.jp/

本学では、北海道・札幌という地域に�差した大学として、地

域社会のためにさま�まな取り組みを実施しています。

北海道、北海道議会、厚�町、新�町と連携し、地域の活性化

に��するさま�まな活動を行っています。

こうした取り組みには学生も��的に参加し、活動を通して学

びを深めるアクティブラーニングの場となっています。また、�

力的な取り組みの成果は、外部団体にも評価されています。

（め�～�の��者向け学�支援活動「チャレンジド�」：平成

30年度の文部�学大�表���、ウレシパクラブ：�9回地域

�生大�特別���）

地域連携活�

��P���

「札幌市立大���ラ�開設」

近年�A�（Arti�cial �ntelligence: 人工知能）技術が�

�に進展しています。

札幌市立大学では、��元年度に札幌市立大学��ラ

ボ ���� A� Laboratory- を設立し、A�が持つ特長を

人々の生活に役立てるための研�に取り組んでいま

す。特に�札幌市の公共事業の効率化を通じた市民

サービスの向上や地域��に向けて、マルチエージェ

ント技術を活用した車�の�動最適化とその社会実

�を図っています。

��に関するご相談を��的に�け付けています。

https://ai-lab.scu.ac.jp/　

（※資料等：���ページ内にある画像や�明文・事例をご参�ください。）

新キャンバスは、本学の社会��活動にいおける拠点ととらえ、新学部

は地域連携事業に係る教育研�組�としれ、共同開��目や教育プロ

グラムの開発、公開��・市民向け教育事業の共同運営などを考えてお

ります。

地域連携活�
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●サントリー ザ・プレミアム・モルツ ガーデン

●A�A�� ��PER �R� BEER PAR�

●キリン 一番�り ビアガーデン

●T�E サッポロビヤガーデン

●��のビール広場　●札幌ドイツ村　など

大通公�の1丁目と4～8丁目、10丁目、11丁目を会場に、北海道各地か
ら農畜産物、加工品、�イン・日本酒などが集まるグルメイベントです。
ラーメンなどのご当地グルメの販売ブース、地元食材を使った飲食店、
道内の100を�える市町村などが出店し、市内の人気店のシェフが料理
を提供する「さっぽろシェフズキッチン」などがあり、全国各地からファン
が訪れます。エリアごとに会場の��気が�なり、入れ�わるお店もあ
るので、あちらこちらを食�歩いて楽し�ことができます。2020年度は
オンラインで開催いたしました。

大通公�に数多くのビアガーデンが出�する札幌の�の�物�。中でも

サッポロビールが提供する「T�Eサッポロビヤガーデン」では、道内の市

町村と連携した取組が人気。各自�体が「自�のふるさと」の魅力をクイ

ズやゲームで楽しくPRする「ふるさと応援PRステージ」が開催されます。

このイベントは北海道の70以上の自�体が参加しています。

�客力��！ ビッグイベントで発信

毎年2�����上が�れる食の大祭�

さっ�ろオータムフェスト

国内�大�のビアガーデンでふるさとをPR

��協�さっ�ろ大通ビアガーデン
（サッポロビール会場）

●「おうちdeオータム」オンラインショップ

●「お店deオータム」参加店を楽し�

※2020年度の内容です。変�になる場合がご�います。

※変�になる場合がご�います。

●開催期間／毎年9月

●開催場所／大通公�ほか札幌市内各エリアで連携イベントあり

●主催／さっぽろオータムフェスト実行��会

●お問い合わせ／さっぽろオータムフェスト実行��会運営事務局

　TEL.011-281-6400　www.sapporo-autumnfest.jp

●開催期間／毎年7月～8月

●開催場所／大通公�

●主催／さっぽろ�まつり実行��会

●お問い合わせ／さっぽろ�まつり実行��会

　TEL.011-281-6400　FAX.011-231-1970

　sapporo-natsu.com/beer-garden/

高知�の「よさこい�り」を参考に、「�子」と北海道の民�「ソーラン�」をミッ
クスさせて�るイベントで、1992（平成4）年に10チーム1,000人の参加者でス
タート。�では国内外から約3万人が参加し、約200万人の観客が訪れるイベン
トとなっています。会期中、大通公�の西5丁目と西6丁目では道内や全国の食
が集まる「北のふーどパーク」をお�りの一部として開催しています。「食」という
側面でもお�りの役�や可能性を広げていくため、例年多くの方に出店いた
だいております。

北海道の��の一大イベント

��������ーラン祭り

※変�になる場合がご�います。

●開催期間／毎年6月

●開催場所／大通ほかサッポロファクトリーやJR「札幌」駅南口広場など

　多数の会場で開催

●主催／札幌市・札幌観光協会・札幌商工会議所・

　���A���ソーラン�り組���会

●お問い合わせ／一般社団法人���A���ソーラン�り組���会

　TEL.011-231-4351　www.yosakoi-soran.jp

大通�か

北海道日本�ムファイターズ�例のグルメ企画である「なまらうまいっ

しょ� グランプリ」は、札幌ドームで行われるファイターズ�のシリーズイ

ベント期間中に毎年開催しております。

「北海道179市町村応援大使」企画として実施しているため、その年の

応援大使に選ばれた18市町村から自�のグルメや食材が札幌ドーム

オープンテラスに集結し、お客様の��でグランプリを�います。

北海道内�大�のグルメグランプリ！

なまらうまいっし�！ グランプリ

●��内市　●��市　　●��町　　●���町

●�知安町　●���町　●新�町　　●��内町　

●�前町　　●�部町　　●��野市　●下�町　

●東�町　　●小平町　　●�文町　　●�軽町　

●�幌町　　●厚岸町

●開催期間／未定 ※例年8～9月で開催

●開催場所／札幌ドーム オープンテラス

●主催／株式会社北海道日本�ムファイターズ

●お問い合わせ／株式会社北海道日本�ムファイターズお客様センター

　TEL.0570-005-586　info��ghters.co.jp

札幌ドーム

20２１年の応援大使市町村出�市町村（��）

�����������ーラン祭り����会

札幌では、��中から�場者を��るビッグイベントが��を通じて開催されています。
北海道が�る「食」を中心に、道内の地域の力を��し、毎�大いに��います。

●各チーム演舞　

●�オドリスクエア

●サタデーナイトパレード　

●ファイナルステージ

●ジュニア大会　など
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札幌のイベントは大盛況

留萌管内の美味しいものが大集合するイベントです。

正月支度やお歳暮にぴったりの「数の子」「甘えび」「タコ」などの

水産加工品や地酒を販売いたしました。各市町村の観光・イベン

ト情報の案内や管内ご当地キャラによるステージイベント、クイ

ズ大会も実施。体験コーナーでは、羊毛壁掛けづくりや海藻しお

り作成体験も行いました。

同日に北海道大学生活協同組合において、学生向けに留萌管内

の食材を使った数量限定の学食メニューを提供する「るもいフェ

ア」も開催。

札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場（西）

行ってみたいを見つけよう！

冬のるもい大物産展! inチ・カ・ホ

●留萌管内各市町村の特産品販売

●サフォーククラフト体験などのものづくり体験

●管内8市町村の観光パンフレットの配布

●ご当地キャラのステージイベント

●開催期間／2018年12月13日（水）、14日（金）

●開催場所／札幌駅前通地下歩行空間 北3条通交差点広場（西）

●主催／北海道留萌振興局

●共催／留萌観光連盟

●お問い合わせ／北海道留萌振興局 産業振興部 商工労働観光課

　TEL.0164-42-8443

道内市町村が連携して、あるいは単独で、札幌を活用して様々なイベントを開催。
毎年開催されているものもあり、札幌市民も観光客も楽しみにしている街の風物詩になっています。

牡蠣で有名な厚岸から、さらなる牡蠣の周知と牡蠣以外の海産

物をアピールし、安全・安心の厚岸ブランドを広めるため札幌で

即売会を開催。旬の厚岸産毛ガニや牡蠣等の海産物販売をはじ

め、ビンゴ大会、毛ガニの試食など多彩なイベントで盛り上がりま

した。会場にサッポロファクトリーを選んだのは屋内施設でス

ペースが充実しており、音響やレイアウトも自由に造れることと、

市民の他に観光客も多く来場するため。当日は大勢の来場があ

り、観光客にも喜ばれました。

サッポロファクトリーアトリウム

厚岸の漁師による新鮮魚介の直売イベント

厚岸漁協 味覚祭り

●厚岸産浜ゆで毛ガニや牡蠣等の海産物販売

●ビンゴ大会

●毛ガニの鉄砲汁の提供

●開催期間／2020年2月14日(金)～16日(日)

●開催場所／サッポロファクトリー アトリウム

●主催／厚岸漁業協同組合

●お問い合わせ／厚岸漁業協同組合直売店

　TEL.0153-52-0117

　www.a-uroko.or.jp
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ホテルや商業施設とタイアップ

●開催期間／ほぼ毎月テーマを変えて１ヵ月間
●開催場所／ホテルオークラ札幌 
　1F レストランコンチネンタル、B1F 中国料理 桃花林、
　B1F きょうど料理亭 杉ノ目
●お問い合わせ／
　株式会社ホテルオークラ札幌  企画広報課
　札幌市中央区南1条西5丁目
　TEL.011-221-2281
●ホームページ：www.sapporo-hotelokura.co.jp

一言メッセージ

それぞれのフェアは、開催の一年前からお

申し込みいただいた市町村の方々と話し

合い、メニューや告知内容を練り上げてい

きます。メニューにも宣伝効果にもきっと期

待以上の驚きがありますので、ぜひ一度、

視察してご体感ください。

道内外の観光客はもちろん、市民も利用する機会が多いホテルとのタイアップはPR効果大。
地元食材を使ったオリジナルメニューを通じて、まちへの興味・関心が高まります。

ホテルオークラ × 道内市町村 

レストランフェア

ホテルオークラ札幌では2011年よりほぼ毎月、テーマを変えて道内市町村を紹介する

レストランフェアを開催。メニューに地元の特産品を使うだけではなく、広く知られてい

ない食材を発掘して料理法を考案したり、まちの歴史や観光スポットを紹介したり、地

元のためになり地元の人といっしょに作り上げることを目的としています。開催中は地

域名を大きく掲げた看板やポスターが館外・館内を飾り、チラシやWEBなどにもまち

のPRが掲載されます。

センチュリーロイヤルホテル × 道内市町村

北海道産食材を活用したタイアッププロモーション

ビッセ（北洋銀行） × 道内市町村

市町村PRイベント

センチュリーロイヤルホテルは、道内

各市町村や様々な事業体などとタイ

アップし、食やロビー展を通じた地域

情報の発信に取り組んでおります。

地元食材を使ったレストランフェアや

特産品販売などを連携して行い、地

域の魅力を発信いたします。ホテル

公式サイトやネットメディア、新聞・雑

誌などでの広報・PR活動にも力を入

れています。

●開催場所／センチュリーロイヤルホテル
　2F ユーヨーテラス サッポロ、19F 日本料理 北乃路
　23F スカイレストラン ロンド
●お問い合わせ／
　センチュリーロイヤルホテル　営業企画室
　札幌市中央区北5条西5丁目2番地
　TEL.011-210-9340
●ホームページ：www.cr-hotel.com/

一言メッセージ

市内では数少ない地場資本のシティホテルとして、北海

道内各地の食材供給地とコラボしたメニュー開発や、北

海道にゆかりのある文化・芸術関連イベントとのコラボ、

北海道内の学校・教育機関と連携したプログラムなど、

「地域密着」を全面に打ち出した様々な企画に取り組ん

でおります。「食」に関しては、言わば、北海道各地の食材

をプレゼンする「ショールーム機能」「ホテルらしい広報」

による情報発信拠点として、タイアップ先をはじめ、訪れ

るゲストからも高い評価をいただいております。

美深町・同町観光協会は、「かぼちゃどぶろ

く」や「かぼちゃ甘酒」の試飲のほかチョウ

ザメの稚魚を展示。地域ゆるキャラの「びふ

かくん」「みみちゃん」も参加してビッセを訪

れる人たちに同町をＰＲしました。

●開催場所／北洋銀行ビッセ１階ロビー
●お問い合わせ／
　北洋銀行 　本店営業部2階
　札幌市中央区大通西3丁目7番地 
　TEL.011-261-1357
●ホームページ：http://www.odori-bisse.com/

一言メッセージ

大通ビッセは平日でも約８０００人の人通り

があり、無料のプロモーションを実施でき

ます。これまで道内79市町村の方々が利

用、地元の魅力を発信いたしました。

（※2018年6月時点）

「大通観光プロモーション」が２００回目

を迎えたことから、同ロビーで記念のセ

レモニーが行われました。
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駅ナカを活用

【募集中の区画や出店相談はこちら】

札幌市交通局では、地下鉄駅など多くのお客さまにご利用いただいている立地上の利点を活かし、
お客さまの利便向上を図るため、駅構内店舗等設置者（駅ナカ事業者）を募集しています。

駅構内店舗等設置者（駅ナカ事業者） 募集

地下鉄駅構内や駅直結のバスターミナル内では、駅のお客さまをターゲットに、コンビニエンスストアやフラ

ワーショップ、パン屋などの店舗が出店されているほか、自動販売機やATM、宅配ロッカーなどが設置され、

多様なサービスが提供されています。

交通局では賃料に当たる使用料を事業者様から頂き、地下鉄駅の空きスペースを提供しています。

現在募集中の区画はもちろん、それ以外の駅構内空きスペースへの出店希望に対しても、随時、事業提案を

受付けています。

令和３年４月から、一部の募集区画で賃料の減額や車両広告等を活用した広報支援等を実施しています。

●開催場所／北洋銀行ビッセ１階ロビー
●お問い合わせ／
　北洋銀行 　本店営業部2階
　札幌市中央区大通西3丁目7番地 
　TEL.011-261-1357
●ホームページ：http://www.odori-bisse.com/

＜お問い合わせ先＞

札幌市交通局事業管理部営業課資産活用係

電話番号：896-2722

メールアドレス：st.shisan@city.sapporo.jp

＜札幌市交通局HP（駅ナカ事業者募集情報）＞

https://www.city.sapporo.jp/st/ekinaka/bosyutop.html

■西18丁目駅「大吾パン」 ■美園駅「ふぁーむらんど」 ■美園駅「シャンプー自販機」



6次産業化も札幌市がサポート

北海道の農水畜産資源の高付加価値化を促進す

るため、道内の1次産業に従事している方と札幌市

内のものづくり企業等との連携による新製品開発

のために必要な費用を、札幌市が補助します。

北海道内の1次産業者と、札幌市内の2次・3次産業

者が「対等な関係」で連携し、北海道の農水畜産資

源を活用した新商品開発を行う事業（食品に限る）

■対象となる事業

○補助額：上限400万円

○補助率：補助対象経費の2/3以内

○補助件数：5件程度

■補助額及び補助率

お問い合わせ・お申し込みは…

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

www.city.sapporo.jp/keizai/6ji
www.sec.or.jp/simple/kikaku/6ji

TEL.011-820-2062　FAX.011-815-9321

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 
販路拡大支援部

道内
生産者の
収入増・
自立化

市内
関連産業の

活性化

6次産業活性化推進事業

●事業名：対面販売網に最適化させた北海道

産乳製品の開発事業

●コンソーシアム構成者：①㈲小林牧場（江別

市） ②新札幌乳業㈱（札幌市）◎ ③㈱北酪

乳販（札幌市）

ものづくりコーディネーターに

ご相談ください。
札幌市では、一般財団法人さっぽろ産業振興財団のものづくりチームにコーディ

ネーターを配置しています。

ものづくりチームでは、北海道産原料を使用し道内（札幌市）で加工することや、

札幌を拠点として道内・道外・海外へ販売することを目的とした商品開発支援を

行なっています。商品開発から販売までを専門のコーディネーターが支援すると

ともに、補助金による支援も行います。

新商品開発をご検討される事業者様は、上記問い合わせ先までお気軽にご相談

ください。

1次産業に携わる農水畜産業者が2次産業の加工

や3次産業の流通にも関わり、経営を多角化して収

益率を高めることを6次産業化といいます。1次産

業、2次産業、3次産業のそれぞれの数字を足すと6

になることから名付けられました。農林水産省は平

成22年に「六次産業化・地産地消法」を公布。全国

で6次産業化への取組が進められています。

全国で進む6次産業化。

事業から生まれた新商品はこちら！
※一例になります。詳しくはお問い合わせください。

①：1次産業者、②：2次産業者、③：3次産業者 ◎：代表者

［26年度］

北海道産生乳と砂糖のみで仕上げた
のむヨーグルト（甘さすっきり）  

［事業の特色］ 江別市の小林牧場の高品質生乳を新

札幌乳業のヨーグルトはっ酵技術で付加価値を高め、

北関東エリアにおいて、対面販売網を有する北酪乳販

と共に販売展開を推進する。

●事業名：水揚げ量日本一の道産エビ類の未利用資

源を活用した高付加価値ドレッシングの開発

●コンソーシアム構成者：①北るもい漁業協同組合

（羽幌町） ②㈱北海道バイオインダストリー（札幌

市）◎ ③㈱不二屋本店札幌店（札幌市）

③㈱ほくみん（札幌市）

［27年度］

北海道タマネギドレッシング羽幌甘エビ香味

［事業の特色］ 日本一の水揚げ漁の北るもい漁業協同組合

が有するエビ類の未利用資源を活用した付加価値の高い機

能性ドレッシングを開発。お土産店への販路を持つ卸企業と

連携し、全国に通用する北海道の観光土産を創出する。

マッチング

販路開拓・拡大支援

道産食品・素材のブランド化・高付加価値化

道内１次産業者と市内２次・3次産業者
との出会いの機会を創出

展示商談会や催事等への出展による
開発商品の販路開拓・拡大支援

道内1次産業者と市内2次・3次産業者が連携して商品開発

1次産業者
（農水畜産業者・団体等）

北海道内全域

補助事業

２次・3次産業者
（製造・卸・小売・コンサル等）

札幌市内

札幌市は、6次産業化によって北海道の産業が活性化することを目指し、「6次産業活性化推進事業」を

実施しています。この事業から付加価値のある新しい商品が次 と々誕生しています。
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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

http://www.sec.or.jp/simple/kikaku/6ji


道内中小企業の
コンテンツ活用をバックアップ
札幌市内のクリエイター等と連携して、コンテンツの力で経営の活性化を目指す

北海道内の中小企業を支援します。

北海道内の中小企業者が、自社の経営課題を解決する（新規商品やサービス

等の開発、既存商品やサービス等の高付加価値化、販路の拡大、業務効率化

を図るための自社業務の改善、ブランディング等）ために、札幌市内クリエイ

ター等と連携し、新たにコンテンツ等（デザイン、映像、音楽、キャラクター等）

の活用を行うという取組であり、他の企業にとって参考となるコンテンツ等活

用のモデルケース（先進的な知的財産活用事例等）になりうると財団が認め

た取組とします。
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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://www.icc-jp.com/


近隣市町村でもPR！

ウイングベイ小樽（小樽市）

当別町コミュニティバス（当別町）

北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）

［お問い合わせ］　セントラルリーシングシステム株式会社

TEL.0123-26-1151

舞台演出の技術革新に対応するデジタル化された音響・証明設備

を導入した大・中ホールのほか、プラネタリウム、視聴覚室、会議室

などがあり、陶芸、工芸、調理、会議、研修など多彩な文化活動や催

し物に対応しています。

●所在地／千歳市北栄2丁目2番11号

●場所／JR「千歳」駅から徒歩７分

●会場／大ホール1,275席、中ホール412席、大会議室210人利用可能

●ホームページ／https://www.chitosebunka.jp

新千歳空港（千歳市）

ふれあい倉庫（当別町）

［お問い合わせ］　ふれあい倉庫

TEL.0133-27-6600

イベントや演奏会などの開催に適した小ホールや、物販向けのスペー

スの貸館を行っており、野菜直売所と飲食店を擁する建物です。

JR石狩当別駅南口出て１分の好立地で、札幌市内の貸館よりも比較

的安価でご利用いただけます。

●所在地／石狩郡当別町錦町294番地4

●場所／JＲ石狩当別駅南口から徒歩1分

●ホームページ／www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/fureai-souko/

［お問い合わせ］　当別町役場企画部企画課

TEL.0133-23-2393

学生を中心に年間約15万人の方が利用しています。当別町だけではなく、北区あいの里地区まで運行しており、車体を利用した広告が効果的です。

●ホームページ／www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/fureai-bus/

①車内広告

掲載規格：日本工業規格 A3

掲載場所：車内側面上部

掲載料金：1 か月 2,000 円、12 か月 18,000 円

②車内広告

掲載規格：300×500 ミリ程度

掲載場所：車内側面窓ガラス又は車内後方窓ガラス

掲載料金：1 か月 3,000 円、12 か月 30,000 円

②車体広告

掲載規格：580×845 ミリ程度

掲載場所：車体側面又は車体後方

掲載料金：1 か月 25,000 円、12 か月 240,000 円

［お問い合わせ］　ウイングベイ小樽代表

TEL.0134-21-5000

建物の中に一歩入れば、小樽らしい情緒あるモチーフや自然を重

視した、ここだけでしか見られないような仕掛けがたくさんあり、

海と人が深く関わる街を演出しています。 また、来舘者への優し

さ、いたわり優先から、人間工学に基づいた内部設計になってい

るため、長い距離を歩いても、疲れや飽きを感じさせません。

●所在地／小樽市築港１１－５

●場所／JR「小樽築港」駅　直結

●ホームページ／www.wingbay-otaru.co.jp/

［お問い合わせ］　指定代理店へお問い合わせください。
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/business/mediaguide/event/

新千歳空港は「北海道ショールーム」の開設により、旅客や送迎客

だけではなく、近隣地域も含め、一般の利用客も訪れる道内最大

級の商業ゾーンとなっています。

その空間のシンボルとも言えるセンタープラザでは、多種多様なイ

ベントが実施でき、様々なターゲットへの販促展開が可能です。

●所在地／北海道千歳市美々

●場所／JR「新千歳空港」駅　直結
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札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課
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