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雪印メグミルク酪農と乳の歴史館

旧永山武四郎邸
サッポロファクトリー

時計台 札幌市民交流プラザ

約600㍍のカナール（水路）が
あり、異国のような雰囲気のある
公園。バーベキューができる広
場や、パークゴルフ場などを備え
ており、家族で楽しめます。
■手稲区手稲前田591番地

681-3940

●前田森林公園

体験型の展示が充実していて、
水道の仕組みを楽しみながら
学べる施設。前庭広場にある噴
水やカナール（水路）では水遊
びもできます（冬季休館あり）。
■中央区伏見4丁目
　561-8928

●水道記念館

札幌軟石を使って造られた建
物で国指定重要文化財。復元
法廷やおおば比呂司記念室な
どがあり、札幌国際芸術祭関
連の資料なども閲覧できます。
■中央区大通西13丁目
　251-0731

●資料館（旧札幌控訴院庁舎）

観て、知って、味わって、体験で
きるしあわせとお菓子のテー
マパーク。

「白い恋人」の製造ラインの見
学のほか、オリジナルスイーツ
を味わえるカフェや、お菓子作
りが楽しめます。
■西区宮の沢2条2丁目11-36
　666-1481

●白い恋人パーク

●札幌市民交流プラザ

都心部に広がる緑のオアシス
として市民の憩いの場となって
いる公園。夏にはビアガーデン、
冬には雪まつりが開かれるなど、
札幌市の代表的な公園です。
■中央区大通西1～12丁目
　251-0438

●大通公園

大 通 公 園の東 端に立つ高さ
147.2㍍の建造物。飲食店や
ショップなどが入っているほ
か、展望台からは大通公園を
中心に札幌市の全景をご覧い
ただけます。
■中央区大通西1丁目
　241-1131

●テレビ塔

札幌農学校の演武場として明治
11（1878）年10月に建築され
た、市のシンボル的存在。館内
では、時計台に関する展示など
を見ることができます。
■中央区北1条西2丁目
　231-0838

●時計台

屋根付き人工芝のスポーツレ
クリエーション施設。屋外には
パークゴルフ場、テニスコート
などのスペースがあります。
■東区栄町885番地
　784-2106

●コミュニティドーム「つどーむ」

農作物の収穫体験、ヒツジなど
へのえさやり体験、バターやア
イスクリーム、ソーセージなど
の手作り体験も行っている農
業体験交流施設です。
■東区丘珠町584番地
　787-0223

●さとらんど

札幌にビール産業が発展した
経緯や、北海道開拓使からサッ
ポロビールへ引き継がれた伝
統などを、歴史的資料を通して
紹介しています。
■東区北7条東9丁目 
　748-1876

●サッポロビール博物館

創業当時のバターづくりの機
器や、工場を30分の1サイズに
した模型などを展示しており、
工場全体の流れがひと目で分
かります（前日までに要予約）。
■東区苗穂町6丁目
　704-2329

●雪印メグミルク
　酪農と乳の歴史館

水遊びのできる総合公園。屋
内施設の「リラックスプラザ」
には、温水プールもあります。
■白石区川下2651番地3外
　879-5311

●川下公園

メインアリーナのほか、弓道場、
剣道室、柔道室、フリークライミ
ングウォールも備えています。
地下鉄東豊線豊平公園駅直結。
■豊平区豊平5条11丁目
　820-1703

● 道立総合体育センター

　 「北海きたえーる」

彫刻家イサム・ノグチによって
描かれた壮大なスケールの公
園。この公園全体が彫刻作品
となっています。
■東区モエレ沼公園
　790-1231

●モエレ沼公園

約155種950点の動物を飼
育する、札幌の都心に位置す
る動物園。動物専門員による
動物解説「円山ZOOガイド」は
必見です。
■中央区宮ケ丘3番地
　621-1426

●円山動物園

道内在住彫刻家たちの発想を
取り入れたユニークな景観の
公園。札幌軟石の石切り場跡と
して「ふるさと文化百選」にも
選ばれました。
■南区石山78
　578-3361

●石山緑地

冬季オリンピック札幌大会90
㍍級ジャンプ（現ラージヒル）
の 舞 台 と なった 場 所 。標 高
307㍍にある展望ラウンジか
らは、札幌市街や雄大な石狩
平野が一望できます。
■中央区宮の森1274
　641-8585

●大倉山ジャンプ競技場

約1,200本の梅が植えられて
いる梅林で有名な公園。5月の
開花シーズンにはたくさんの
市民でにぎわいます。
■清田区平岡公園
　881-7924

●平岡公園
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さっぽろライラックまつり
（5月中旬～6月上旬）
YOSAKOIソーラン祭り（6月7日～11日）
北海道神宮例大祭（6月中旬）

パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌（PMF）（7月中旬～8月上旬）
サッポロ・シティ・ジャズ夏（7月中旬）

ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo（11月下旬～12月下旬）

※日程などは予定です
※新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

NoMaps（9月中旬）

さっぽろ菊まつり（11月上旬）

さっぽろホワイトイルミネーション（11月下旬～3月中旬）
さっぽろアートステージ（11月上旬～11月下旬）

札幌国際芸術祭（SIAF）2024
（1月20日～2月25日）

札幌演劇シーズン-冬（1月下旬～2月下旬）

さっぽろ雪まつり
（2月上旬～2月中旬）

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

５月

４月
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市内めぐりMAP
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オリンピックミュージアム

豊平川花火大会（7月下旬）
札幌演劇シーズン-夏（7月下旬～8月中旬）

サッポロ・シティ・ジャズ冬（12月下旬）

さっぽろ夏まつり（7月中旬～8月中旬）

札幌マラソン（10月上旬）

さっぽろオータムフェスト（9月中旬～10月上旬）

ひ ろ し

参加・体験型の展示を通して、下
水道の仕組みや役割を楽しみな
がら学ぶことができる施設で
す。
■北区麻生町8丁目
　717-0046

●下水道科学館
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キ　タ　ラ

札幌市における文化芸術や市
民活動の新たな拠点として平成
3 0 年に開 館した複 合 施 設。
2,302席の本格的なホール「札
幌文化芸術劇場hitaru」をはじ
め、「札幌文化芸術交流センタ
ーSCARTS」、「札幌市図書・情
報館」等の施設があります。
■中央区北1条西1丁目

271-1000

札幌市のほぼ中央に位置する
標高531mの藻岩山｡山頂から
は札幌の街並みや日本海石狩
湾の大パノラマを望めます｡山
頂から見る夜景は圧巻の一言｡
■中央区伏見5丁目
　561-8177

●藻岩山･もいわ山ロープウェイ

有名な「クラーク博士像」のほ
か、雪まつりの歴史をたどるこ
とができるさっぽろ雪まつり
資料館もある札幌の代表的な
景勝地。7月にはラベンダー畑
が見頃を迎えます。
■豊平区羊ケ丘1番地
　851-3080

●さっぽろ羊ヶ丘展望台

パソコンやスマートフォン等から、地下鉄・路面電車・バス・JRの運賃、
時刻表、乗継経路などが手軽に検索できます。

●ウェブサイト

●えきバスnaviアプリ

●えきバス・テル（札幌市コールセンター）

★バスロケーション機能が追加されました★

https://ekibus.city.sapporo.jp/

えきバスnaviアプリでは、えきバスnaviの機能に加え、
よく使う経路や停留所をお気に入りに登録して、素早
く検索することができます。公式アプリストアで「え
きバスnavi」と検索いただくか、下記コードよりイン
ストールしてご利用ください。

【お問い合わせ】
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課　電話　011-211-2492

【iOS版】

推奨環境
iOS 10.0以上

推奨環境
Android 4.4以上

【Android版】

えきバスナビ

上記ウェブサイト・アプリ以外にも、電話で公共交通機関の運賃、時刻表、
乗継経路などのお問い合わせにお答えしています。

 受付時間：8：00～21：00（年中無休）
Eメール　info4894@city.sapporo.jp

 011-222-4894　FAX 011-221-4894

令和2年12月からは、バスの現在位置や
到着予定時刻がわかるバスロケーション
機能が追加されました。
天気の悪い日や、寒い冬には特に便利な
機能です。是非ご活用ください。

実際に見て触れて科学を学べ
る施設。道内最大規模のプラネ
タリウムをはじめ、充実した展
示で科学の世界を楽しむことが
できます。
※改修のため、令和4年8月　
　22日～令和6年3月（予定）
　まで休館しています。
■厚別区厚別中央1条5丁目
　892-5001

●青少年科学館

苗穂駅

第2代北海道庁長官、永山武四郎
の私邸で和洋折衷の様式が特徴｡
■中央区北2条東6丁目
　232-0450

●旧永山武四郎邸

編集／札幌市広報課 　 211-2036
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●1 札幌ドーム
世界のユリの原種や園芸品種、
約150種類6万球が植えられ
ています。ユリの花の見ごろは
7月中旬です。
■北区百合が原公園210

●1 百合が原公園

「JRタワー」は地上160㍍にあ
る展望室からの眺望が圧巻。
駅周辺は商業施設が集積し、
エンターテインメントとショッ
ピングが楽しめます。

●1 札幌駅周辺エリア

札幌の東南部、江別市と隣接する札幌の副都心。
大型ビルを中心に、巨大なショッピングゾーンが
広がっています。

●8 新さっぽろエリア
ウインドーショッピングも楽しい、流行や情報の
発信エリア。ここから札幌発のファッションが生
まれることも。

●7 大通周辺エリア

明治36年、魚小売商から始まっ
たといわれている歴史ある市場。
市民の台所として親しまれ、観
光客にも人気です。
■中央区南3条東1丁目・2丁目
　222-5308

●6 二条市場
隣接する卸売市場で競り落と
された新鮮な海・農産物や土
産品のお買い物、食事が満喫
できます。
■中央区北11条西21～23丁目
　621-7044

●5 中央卸売場外市場

地下 鉄 大 通 駅を中 心とする
ショッピングタウン。雨や雪を
気にせずにショッピングができ
るのが大きな魅力です。

●3 さっぽろ地下街

サッポロビール工場跡地につくら
れた大型複合商業施設。巨大アト
リウムを中心に約150のショップ、
レストランなどが集まっています。
■中央区北2条東4丁目
　207-5000

●4 サッポロファクトリー

中心街を東西約1㌔、西1丁目か
ら西7丁目まで全天候型アー
ケードでつないだ商店街。一つ
の通りにさまざまな業種の魅
力あふれる店舗が並びます。
　241-5125

●2 狸小路商店街

「JRタワー」は地上160㍍にあ
る展望室からの眺望が圧巻。
駅周辺は商業施設が集積し、
エンターテインメントとショッ
ピングが楽しめます。

●1 札幌駅周辺エリア

オリンピック・パラリンピック
の資料を展示。ウインタースポ
ーツの疑似体験コーナーもあ
ります。
■中央区宮の森1274
　641-8585

●9 オリンピックミュージアム
サケ科の魚や札幌の淡水魚を
飼育・展示｡秋には親サケが、
春には稚魚が観察できます｡
■南区真駒内公園内
　582-7555

●8 豊平川さけ科学館
バラエティーに富んだ生き物た
ちを目の前で観察できます｡人
気のペンギン・アザラシ・コツ
メカワウソも展示しています｡
■厚別区厚別中央2条5丁目
　890-2455

●7 サンピアザ水族館

大倉山のふもとに建つ美術館。
札幌出身の彫刻家本郷新の作
品による常設展や各種特別展
を実施しています。
■中央区宮の森4条12丁目
　642-5709

●6 彫刻美術館

北の大地に先住し、独自の文化
を育んできたアイヌ民族の生
活や歴史、文化を学べます。
■南区小金湯27
　596-5961

●5 アイヌ文化交流センター
　「サッポロピリカコタン」

［東区］チューブ滑り台や氷の
滑り台のほか、スノーラフティ
ングなどで雪と思いっきり触
れ合えます。

［中央区］ドイツのクリスマス
市を大通公園で再現。グッズや
本場の味が楽しめます。

●ミュンヘン・クリスマス市
    in Sapporo

［南区］道内でも珍しいアーチ式
ダム。初夏の新緑、秋の紅葉が美
しい景勝地。ダムまでは電気自
動車が運行しています。

598-3452（5月上旬～11月上旬）

●豊平峡
［南区］1年を通して、サケ科の
魚や豊平川に生息する魚など
を観察することができる施設
です。
　582-7555

●豊平川さけ科学館

［東区］美しい海辺をイメージ
したモエレビーチはサンゴで
舗装されています。浅いので小
さな子どもも遊べます。
　790-1231

●モエレ沼公園
［南区］国営滝野すずらん丘陵
公園内にあるオートキャンプ場。
宿泊研修施設の「青少年山の家」
もあります。■ オートリゾート
滝野 594-2121、青少年山
の家 591-0303

●オートリゾート滝野

北海道らしい大らかな田園風
景が広がります。季節を彩る花
が咲き誇る「カントリーガーデ
ン」は、まさに「空に近い花園」。
■南区滝野247番地
　592-3333

●5 国営滝野すずらん丘陵公園

円山のふもとに広がる約70㌶
の広大な公園。市内でも有名
な桜の名所で、5月には多くの
お花見客でにぎわいます。
■中央区宮ケ丘
　621-0453

●3 円山公園

開拓当初の面影を残す園内で
は、北海道の樹木や高山植物
など国内外の植物約4,000
種類を見学できます。
■中央区北3条西8丁目
　221-0066

●4 北海道大学植物園

札幌市の農業体験交流施設。
四季折々の花やハーブが香る

「さとらんどガーデン」、「ラベ
ンダーの丘」などがあります。
■東区丘珠町584番地
　787-0223

●2 さとらんど

世界のユリの原種や園芸品種、
約100種類6万球が植えられ
ています。ユリの花の見ごろは
7月中旬です。
■北区百合が原公園210
　772-4722

●1 百合が原公園

ソリ遊びやかんじき、チューブ滑
りなど、雪を楽しむ遊びは無限
です。市内には冬に雪遊びが
できる施設がいくつもあります
ので、家に閉じこもらずに出掛
けてみてはいかがでしょうか。

●雪遊び
市内には6カ所のスキー場の
ほか、通年のスケート場もあり
ます。また地域の公園を利用し
た歩くスキーコースも各所に
設けられます。

●スキー、スケート
札幌市内には約60カ所の市
営パークゴルフ場があります。
詳しくは 市 コ ール セ ンター

（　222-4894）か、区役所で
配布している「パークゴルフ場
マップ」をご覧ください。

●パークゴルフ

札幌および近郊のゴルフ場は、
3月末から4月にかけてオープ
ンします。フェアウェイの広い、
気持ちのよいコースが充実し
ています。

●ゴルフ
定番のスキー、スノーボードの
ほか、新しい冬のスポーツも楽
しめます。レンタルもあり。
■藤野野外スポーツ交流施設
　591-8111

●4 フッズスノーエリア

市有の森林として最大の白旗
山都市環境林（約1,100㌶）に
含まれ、周囲には厚別川が流
れ、散策路が整備されています。
■清田区有明386

883-8931

●3 ふれあいの森

ほとんどの体育施設の利用申
し込みは「公共施設予約情報
システム」から行います。■ ス
ポーツ部施設課 211-3045、
みどりの管理課 211-2536

●テニスコート、野球場

札幌市街から35㌔（車で60分）。
年間を通して利用できる体験型
アウトドア施設です。体験メニ
ューも多彩。
■南区定山渓（豊平峡ダム下流
国有林野） 　598-3100

●2 定山渓自然の村

スポーツをはじめ、音楽やコン
ベンションなどさまざまな大
規模イベントの拠点となる全
天候型多目的ドームです。
■豊平区羊ケ丘1番地

スポーツをはじめ、音楽やコン
ベンションなどさまざまな大
規模イベントの拠点となる全
天候型多目的ドームです。
■豊平区羊ケ丘1番地

850-1000

●1 札幌ドーム

明治13（1880）年、開拓使の貴
賓接待所として、市内初の公園
である「偕楽園」の中に建てら
れました。市指定有形文化財。
■北区北7条西7丁目

746-1088

●5 清華亭

●9 札幌農学校第2農場

市の有形文化財に指定。農機具
や生活用品を展示しています。
■ 北 区 新 琴 似 8 条 3 丁 目　
765-3048、　（新琴似まち
づくりセンター）761-4205

●8 新琴似屯田兵中隊本部

開拓の村は、明治期～昭和初期
の建物を復元した野外施設。博
物館では北海道の自然・歴史・
文化をまるごと体感できます。
■厚別区厚別町小野幌
（開拓の村）898-2692
（北海道博物館）898-0466

●6 北海道開拓の村・北海道博物館

明治13（1880）年に開拓使が
ホテルとして建てた洋風建築
物。日中は観覧、夜間は貸室利用
ができます。国指定重要文化財。
■中央区中島公園内

211-1951

●3 豊平館

兵屋跡は国指定史跡、兵屋は
道指定有形文化財です。
■（兵屋跡）西区琴似2条5丁目
621-1988、（兵屋）西区琴似1条7
丁目琴似神社境内 621-5544

●7 琴似屯田兵村兵屋跡・琴似屯田兵屋

ミルクやバターなどの原料を豊かに産出し、洋菓子作りに適した
冷涼な気候を持つ北海道。洋菓子の本場ヨーロッパにも似たロマ
ンあふれる札幌で、充実したスイーツ文化をお楽しみください。

●さっぽろスイーツ

札幌は水がおいしいからスープ
がうまい。気候がいいから野菜
もうまい。市内には、スープカレ
ーを扱う人気店がたくさんあり
ます。

●スープカレー

北海道の酪農の基盤を築いた
「北海道酪農の父」エドウィン・
ダンの業績と生活の様子、開拓
の記録が展示されています。
■南区真駒内泉町1丁目

581-5064

●4 エドウィン・ダン記念館

全国の牛乳生産量の半分を賄
う酪農王国・北海道。札幌にも、
搾りたての牛乳が毎日入荷して
きます。その味わいは、やはり
産地直送のおいしさ。

●牛乳
「鶏のから揚げ」を北海道では
こう呼びます。居酒屋のメニュ
ーでもスーパーやコンビニの
総菜コーナーでも「ザンギ」な
のです。

●ザンギ

絞りたての牛乳からできたソフ
トクリームや地元の旬の食材な
どを使った冷たくて甘いパフ
ェ。お酒を飲んだ後や食事をし
た後など、季節にかかわらず一
日の最後をパフェで締めくくっ
てみてはいかがでしょうか。

●シメパフェ

腕の良いシェフが北海道の鮮
度抜群の食材を使って、提供
するフレンチ、イタリアンが人
気。お気に入りの1店を見つけ
てみては。

●フレンチ、イタリアン

桜 も 梅 もタン ポ ポ も 、一 斉 に 咲 きま す。ショッピングを
楽しむ

親しむ・学ぶ
文化施設

花の名所を
めぐる

スポーツと
アウトドア

味わうサッポロ札幌の歴史を
知る

札 幌 の 四 季

ビ ア ガ ー デ ン が 夏 を 連 れて きま す。

豊 平 川 に サ ケ が 帰 って きま す。

ま ちじゅうが 、ウ イン ター ワ ン ダー ランド 。

3月末ころには雪が解け、長い冬ともお
別れです。桜前線は、東京より40日ほど
遅い5月上旬。ピクニックやサイクリン
グに絶好のシーズンとなります。6月15
日の札幌まつりのころを境に、着ている
服も夏物になり、初夏の訪れとなります。

本州のような梅雨はなく、本格的な
夏は7月から8月中旬ぐらいまで。夜
が涼しく過ごしやすい夏です。お盆を
過ぎると、吹く風に冷気を感じるこ
とも多くなり、札幌の短い夏もそろそ
ろ終わりを迎えます。

紅葉は9月中旬に始まり、10月には最
盛期を迎えます。豊平川にサケがそ上
し始めるのもこのころ。10月に入ると
朝晩の冷え込みが厳しく、中旬にはス
トーブの出番です。10月末に初雪が
見られる年もあります。

12月上旬から雪が積もり始め、最低気
温が氷点下10℃以下になる日も。除雪
に汗を流しながらも、スキーやスケート、
雪まつりと雪のある生活を満喫。雪は
3月に入ると解け始め、スコップなどで
家の周りの雪割りをする姿が見られます。

●雪まつりつどーむ会場
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JR札幌駅直結｡高さ160mに位置する展望室か
らは､海と山そして札幌の近未来的な夜景をご
覧いただけます｡
■中央区北5条西2丁目　　209-5500

●5 JRタワー展望室　T38
札幌中心部､大通公園に立つランドマークタワ
ー｡360度､札幌のパノラマ夜景を楽しむことが
できます｡
■中央区大通西1丁目　　241-1131

●4 さっぽろテレビ塔展望室

すすきので存在感を放つノル
ベサの観覧車｢ノリア｣｡札幌の
歓楽街の中心で､動く札幌の夜
景を深夜まで満喫できます｡
■中央区南3条西5丁目

261-8875

●3 ノルベサ観覧車｢ノリア｣
スキージャンプ台越しに夜景
が広がる､唯一無二の展望台｡
■中央区宮の森1274

641-8585

●2 大倉山展望台

日本を代表
する夜景
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街中のきらびやかなイルミネ
ーションとは打って変わり､大
自然の森と渓谷にある自然散
策路を映像や光で演出します｡
■南区定山渓温泉西4丁目
　598-2012

●7 定山渓ネイチャールミナリエ

標高531mの藻岩山山頂にあ
る展望台｡雄大な石狩平野に
散りばめられた宝石のような
夜景を楽しめます｡
■中央区伏見5丁目

561-8177

●1 もいわ山山頂展望台

冬の温泉街を彩る光のイベント 。
定山渓神社を舞台に無数のスノー
キャンドルが灯す温かな明かりで、
温泉街を幻想的に演出します。
■南区定山渓温泉東3丁目
　598-2012

●8 定山渓温泉　雪灯路
1981年､日本初のイルミネー
ションとして始まった､光と雪で
札幌を彩るイベントです｡（会場
により期間は異なる）
　281-6400

●6 さっぽろホワイトイルミネーション

北海道の作家やエコール・ド・
パリの画家達の作品、江戸後期
の浮世絵、国内外のガラス工芸
など、約5,900点の収蔵作品
展や特別展を開催しています。
■中央区北1条西17丁目
　644-6881

●3 道立近代美術館

梅の名所。自然の地形をそのま
ま生かした野趣あふれる公園で、
公園西側には約1,200本の梅
が植林されています。
■清田区平岡公園
　881-7924

●6 平岡公園

札幌市の木であるライラックの品
種を世界中から集めた「ライラック
の森」では、5月中旬～7月上旬にか
けて約200種が次々に開花します。
■白石区川下2651番地3外
　879-5311

●9 川下公園

国内外の演奏家から高く評価さ
れるクラシックの殿堂。2,008席
の大ホールのほか、453席の小
ホールを備えています。
■中央区中島公園内
　520-2000

●2 札幌コンサートホール
Kitara（キタラ）

文化芸術や市民活動の新たな
拠点として平成30年に開館し
た複合施設。2,302席の本格
的なホール「札幌文化芸術劇
場hitaru」や、「札幌文化芸術
交流センターSCARTS」等の
施設があります。
■中央区北1条西1丁目
　271-1000

●１札幌市民交流プラザ

森に囲まれた閑静な公園で、中
央には水源池があります。春に
ミズバショウが咲く湿原では、
夏には蛍も見られます。
■豊平区西岡
　582-0050

●7 西岡公園
花壇には4月から10月まで花
が途切れることはありません。
毎年6月には花フェスタが開催
されています。
■中央区大通西1～12丁目
　251-0438

●8 大通公園

［中央区］隣接する北海道神宮
境内とともに、市内でも古くか
らの桜の名所で、市民に親しま
れています。  　621-0453

●円山公園 ●平岡公園
［清田区］西側には約1,200本
の梅が植林されています。5月
の花のシーズンはお花見客でに
ぎわいます。  　881-7924

市内巡り交通機関のご案内

1 日 乗 車 券（ 地 下 鉄 ・ 路 面 電 車 ）

地下鉄に一日中、何回でも乗車できます。
〔発売料金〕大人830円、子ども（小学生以下）420円
〔発売場所〕地下鉄駅券売機、地下鉄駅窓口、定期券発売所

●地下鉄専用1日乗車券

路面電車に一日中、何回でも乗車できます。
〔発売料金〕大人500円、子ども250円（小学生以下）
〔発売場所〕路面電車内、地下鉄駅窓口（乗継指定駅）、大通定期券発売所

※モバイル版路面電車1日乗車券・モバイル版どサンこパスのご利用には、ジョルダン株式会社が　
　提供するスマートフォン向けアプリ「乗換案内」が必要です。

●路面電車1日乗車券
　 ・モバイル版路面電車1日乗車券

土曜・日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）に地下鉄
が一日乗り放題の乗車券です。

〔発売料金〕大人520円、子ども（小学生以下）260円
〔発売場所〕地下鉄駅券売機、地下鉄駅窓口、定期券発売所

●ドニチカキップ

土曜・日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）に路面
電車が一日乗り放題の乗車券です。
この乗車券1枚で、大人1名と子ども2名が1日乗り
放題となります。

〔発売料金〕400円
〔発売場所〕路面電車内、地下鉄駅窓口（乗継指定駅）、大通定期券発売所

●どサンこパス・モバイル版どサンこパス

市 内 循 環 バ ス

サッポロビール園

●さっぽろうぉ～く
市内中心部やサッポロビール園、サッポロファクトリ
ーなどを一周約30分で運行しています。（通年運行）
料金は大人210円、小人110円。詳細は、北海道中央バス

（　 0570-200-600）へお問い合わせください。

明治21（1888）年建築、「赤
れんが」の愛称で親しまれてい
る国指定重要文化財。北海道
のみならず、日本の明治期を代
表する建造物です。
※大規模改修工事のため一時閉館中
■中央区北3条西6丁目

204-5055（平日）

●2 北海道庁旧本庁舎

北海道大学の前身である札幌
農学校の演武場として明治11

（1878）年10月に建築されま
した。国指定重要文化財。
■中央区北1条西2丁目

231-0838

●１ 時計台

●ジンギスカン●さっぽろラーメン●ビール
札幌市内のホームセンターで
は使い捨てのジンギスカン鍋
を販売するなど、北海道民の
ソウルフードといえます。

札幌はみそラーメン発祥の地。
市内には多くのラーメン店が
あり、すすきのラーメン横丁、札
幌ら～めん共和国も人気。

札幌は一年中、出来たての生ビ
ールを楽しめます。大通公園の
ビアガーデンは夏の風物詩。

明治9（1876）年に開設。
クラーク博士の構想によって
建てられた畜舎などを見学で
きる国指定重要文化財です。
■ 北区北18条西8丁目 （北海
道大学総合博物館）706-2658

イン    サ ッ ポ ロ

ほんごうしん

●2●1

●1 定山渓温泉
札幌市南区に位置し、支笏洞爺国立公園として指定される自然豊
かで四季折々の景色を感じることができる温泉郷。泉質は、別名

「熱の湯」と言われる「ナトリウム塩化物泉」で、温泉地では珍しい
自然湧出の鮮度が高い温泉に浸かることができる。
■南区定山渓温泉　　（定山渓観光協会）598-2012

ぬくもる
あったまる

●2 小金湯温泉
札幌市街から定山渓へ向う途中、豊平川沿いにたたずむ静かな温
泉。泉質は「単純硫黄泉」で、血流が良くなり「心臓の湯」とも呼ば
れています。
■南区小金湯
　（定山渓観光協会）598-2012

交通機関や観光施設などの基本情報に加え、
四季のイベントや旬の話題など、バラエティに
富んだ観光情報を提供しています。

■ようこそさっぽろ www.sapporo.travel

■ようこそさっぽろ公式Instagram
www.instagram.com/welcomesapporo

※スマートフォンやタブレット端末にも対応。英語、中
国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、インドネシ
ア語版あり。

おすすめ観光スポットやグルメ、美しい風景を発信しています。

こちらも併せてご活用ください

こちらからもア
クセスできます

札幌の芸術の中心地となる総合
文化施設。アートに触れながら
自然の中を散策して、一日のん
びりと過ごすことができます。
■南区芸術の森2丁目
　592-5111

●4 芸術の森

札幌の主な夜景イベント

札幌市内巡りには、公共交通機関が便利。地下鉄、バ
ス、路面電車を使えばほとんどの主要観光スポット
にアクセスできます。地下鉄は南北線、東西線、東豊
線の3路線で、各駅間の所要時間は約2分です。主
要駅からはバスが連絡。また、市内中心街を走る便
利な足として路面電車もあります。

公 共 交 通 機 関

S A P I C A（ サ ピ カ ）
SAPICAは、札幌圏の地下鉄・バス・路面電車で利用できるICカード。改札機や
運賃箱にタッチするだけで乗車料金が支払われ、入金することで繰り返し利
用できます。
記名・定期券は、紛失しても再発行できる（手数料などが必要）ほか、改札機や
運賃箱で自動的に入金されるオートチャージも利用できます。
詳しくはホームページ（https://www.sapica.jp/）をご確認、またはSAPICA
コールセンター（　210-3156）へお問い合わせください。
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