
FOR THE BEST OF JAPAN, 
HEAD NORTH.



5TH LARGEST IN JAPAN
日本第5の都市、札幌。

札幌は日本最北の政令指定都市。 

人口約197万人を有する北海道の政治‧経済‧

文化の中心です。

SPORTS CITY
スポーツが息づく街。

1972年アジア初の冬季オリンピック開催をは

じめ、2002FIFAワールドカップ™、冬季競技の

ワールドカップ‧世界選手権、ラグビーワールド

カップ 2019™など、多数の大型スポーツイベ

ントの開催実績があります。

GOURMET CAPITAL
美食が行き交う街。

北海道は広大な大地と豊かな自然から生み出

される食の宝庫。国内耕地面積の4分の1を有

する大農業地帯です。北海道の食料自給率

214%(生産額ベ ース)は日本の平均を大きく

上回っています。採れたての野菜、新鮮なシー

フードや乳製品など、海と大地の恵みが集まる

札幌は、まさに美食の街です。

1876年に誕生した日本最古のビールブランド

「サッポロビール」。今では世界中で愛されてお

り、トレードマークのスターロゴは海外の冷蔵

庫でも見かけるようになりました。



JAPAN’S BIG NATURE

UNIQUE VENUES

GREEN SEASON WHITE SEASON

https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#hoheikan
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#sapporo-bier-garten
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#okurayama-jump
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#elm-garden
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#moiwayama


HOTEL
ホテル

CONVENTION 
FACILITIES
コンベンション施設

CONVENTION CENTER etc

MODEL COURCES
モデルコース

GREEN SEASON WHITE SEASON

豊平館

北海道開拓使が建てた由緒ある

洋造ホテル

サッポロビール園

工場直送の生ビールで乾杯

大倉山ジャンプ競技場

1972年冬季オリンピック札幌大

会の舞台

エルムガーデン

3,300m²以上の広大な日本庭

園を持つ和の空間

札幌もいわ山ロープウェイ

THE JEWELS 

札幌で最も高い場所のレストラ

ン

https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/facilities.html
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/facilities.html#convention
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/model_courses.html#green
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/model_courses.html#white
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#hoheikan
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#sapporo-bier-garten
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#okurayama-jump
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#elm-garden
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/venue.html#moiwayama


INCENTIVE IDEAS

HOW WE CAN HELP

COOKING SNOW ACTIVITY TREASURE SNOWMAN YOSAKOI

SWEETS NATURE CULTURE LIGHT UP SHOPPING

https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#cooking
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#snow-activity
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#treasure
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#snowman
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#yosakoi
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#sweets
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#nature
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#culture
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#light-up
https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/incentive_ideas.html#shopping


DATA
基本データ

HOKKAIDO
北海道

面積
/

83,424 km² (日本全土の約

22%)

人口 / 5,267,762人 (2020)

人口密度 / 63.1 人 / km²

県庁所在地 / 札幌市 SAPPORO
札幌

面積 / 1,121 km²　※香港とほぼ同じ

人口 / 1,973,432 人 (2020)

人口密度 / 1,760 人 / km²

緯度経度 / N43°E141°

DATA
データ



4月～5月

SPRING
平均気温(最高/最低)：14.4℃/ 5.6℃

6月～8月

SUMMER
平均気温(最高/最低)：24.3℃/ 16.4℃

9月～11月

AUTUMN
平均気温(最高/最低)：15.7℃/ 7.7℃

12月～3月

WINTER
平均気温(最高/最低)：1.4℃/ -5.2℃

WITH EXPERIENCE
多様な開催実績

札幌は国際会議やインセンティブツアーの開催実績も豊富です。 

G8北海道洞爺湖サミット関連会合、APEC貿易担当大臣会合などの世界的会議イベントの開催実績や、 

大規模インセンティブツアーの受入実績もあり、受入環境が整っています。

ICCA加盟 GDS-Movement加盟

LEED for Cities and  

Communities プラチナ

認証

SDGs未来都市
インセンティブ 

最大受入



SUSTAINABILITY
サステナビリティ

環境配慮型サミットであるG8洞爺湖サミット（2008年）のレガシーとして、 

札幌は日本で初めてMICEの環境配慮の取り組みを促すMICEサポート制度を立ち上げました。 

2015年には国際的環境都市指標 GDS-Indexの測定を開始し、アジアでも先進的な取組みを続けています。 

 

カーボンオフセットプログラムや、フードマイレージ‧フードロス削減への挑戦など、 

これまで数多くの実績も残してきました。 

インセンティブツアー向けのCSRプログラムの開発にも積極的に取り組んでいます。

CORE INDUSTRIES
基盤産業

AGRIBUSINESS
アグリビジネス

北海道の広大な農山漁村で生まれる豊かな農

林水産物。北海道経済の中心都市である札幌

には食料品製造業や、国内外への流通機能が

集まっており、北海道の食の一大集積地となっ

ています。北海道の一次産品を活かしたアグリ

ビジネスは注目を集めています。



TOURISM
ツーリズム

札幌はアジア有数の国際的な観光都市。250万

人以上が訪れる「さっぽろ雪まつり」をはじめ、

年間を通して国内外から多くの観光客が訪れる

街です。治安の良さはもとより、受入環境も整っ

ており、安心してビジネスイベントを開催できま

す。最近は北海道の豊かな大自然を生かして、

アドベンチャーツーリズムにも力を入れていま

す。

CREATIVE INDUSTRY
クリエイティブ産業

札幌市は、ユネスコ創造都市ネットワークのメ

ディアアーツ部門に、アジアで初めて加盟が認

定（2013年）された都市です。雪まつりなどで実

施されるプロジェクションマッピングは、デジタ

ル技術を駆使したメディア芸術の代表例のひと

つです。



HEART OF THE CITY
大通公園周辺マップ

市電

札幌の市電(路面電車)は約100年前に大きなイ

ベントに合せて開通。路線周辺はレトロ感が漂

う街並みが広がるエリアです。昭和テイストの古

い電車やカラフルなラッピング電車、最新型電

車「ポラリス」など、バラエティにとんだ電車が

走っています。1周約1時間、貸切のパーティーを

楽しむこともできます。

大通公園‧狸小路商店街

札幌のまさに中心である大通公園では、活気あ

ふれるよさこいソーラン祭り、日本最大のビアガ

ーデン、収穫を祝うオータムフェスト、世界的に

有名な雪まつりなど、季節や食をたのしむイベ

ントが1年中行われています。また、大通公園の

南には人気の狸小路商店街もあります。





INTERNATIONAL 
DIRECT FLIGHTS
INTERNATATA IONAL
DIRECT FLIGHTS

10h

8.5h

11h

12.5h

14h

14h

16.5h

14h

14.5h

12.5h

ACCESS

SMOOTH ACCESS



DOMESTIC FLIGHTS

1h 30min

53

1h 40min

19

1h 50min

12

1h 40min

19

2h 20min

5

NEW CHITOSE AIRPORT

2222222,,,,,,,3333333000000000000002,300000000000000000 999999900000000000000900000000000000000



新千歳ポルトムホール 
NEW  CHITOSE  
AIRPORT  PORTOM  HALL

330席収容の移動観覧席を備えたメインホールをはじめ、

中‧小規模の会議から展示会、パーティーまで、様々なニーズ

に対応します。

メインホール：500㎡（シアター405席） 

セミナールーム：386㎡

www.portom-hall.jp

キャパシティ /

URL /

Sapporo 
A Walkable City

歩きやすい街

札幌の中心部は、東西に伸びる美しい大通公園を中心に、 

碁盤の目状の街路が広がるコンパクトシティ。 半径1キロ以内に多様なグレードのホテルが集中しています。 

1年の1/3を雪が覆う札幌の都心を、 

四季を通じて安全‧快適に歩くことができるよう地下歩行空間も完備されています。

200ホテル 

(中心部の半径1km以内に集中)

28,000部屋

54,000人収容 Sapporo City 

Wi-Fi すすきの 

全国的にも有名な歓楽街

※2019年3月31日現在

INFORMATION



CENTRAL SAPPORO

Hotels Unique Venues



SAPPORO AREA
札幌エリア

パーティ利用 レストラン 貸し切り有

大倉山ジャンプ競技場
1972年冬季オリンピック札幌大会の舞台

現在も国際的な大会が数多く開かれ、サマージャンプも可能。標

高307mのジャンプ競技のスタート地点までリフトで上ると、札

幌の街並みと遥か彼方の地平線まで大パノラマの眺望が広がり

ます。

60人まで

レストラン「ヌーベルプース」 

✽オリジナルサマージャンプアトラクション

（夏季） 

✽イベントスペース有（約100人収容）

okurayama-jump.jp

パーティ利用 ケータリング

豊平館
北海道開拓使が建てた由緒ある洋造ホテル

明治天皇が札幌‧北海道の視察に訪れた1881年に開館。以来、

大正天皇、昭和天皇が行啓された特別な建築物です。国指定重

要文化財の建物内でのパーティーは特別な空間を演出します。

80人まで

「広間」を利用

www.s-hoheikan.jp

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

収容人数 /

パーティー利用 /

URL /

VENUES
ユニークベニュー

INFORMATION

INFORMATION



パーティ利用 レストラン 貸し切り有

サッポロビール園
工場直送の生ビールで乾杯

北海道開拓の歴史を感じさせるレンガ造りの建物で、工場直送

の生ビールをジンギスカンと一緒に味わうことができるビアホー

ル。隣接のビール博物館では、サッポロビールの歴史を学ぶこと

ができ、ビールの街札幌を堪能することができます。

450人まで

少人数から大人数まで、さまざまなホールを

完備

www.sapporo-bier-garten.jp

パーティ利用 レストラン 貸し切り有

エルムガーデン
3,300m²以上の広大な日本庭園を持つ和の空間

1946年に開業し、2005年春まで続いた高級料亭エルム山荘が

前身。 旬の食材を用いた新日本料理と和の空間が趣深いパーテ

ィーを創り出します。日本庭園を使ったガーデンパーティーの演

出も人気があります。

112人まで

庭園を利用した和風パーティー

www.elm.cc

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

収容人数 /

パーティー利用 /

URL /

INFORMATION

INFORMATION



パーティ利用 レストラン 貸し切り有

札幌もいわ山ロープウェイ 

THE  JEWELS
札幌で最も高い場所のレストラン

札幌市のほ ぼ中央に位置する標高531mの藻岩山は、国の天然

記念物‧ 藻岩原生林に覆わ れています。山頂からは札幌の街並

みを見渡せる大パノラマが広がり、夜は日本新三大夜景の絶景

が魅了します。

40人まで

展望レストラン

mt-moiwa.jp/

パーティ利用 レストラン 貸し切り有

モエレ沼公園  

ランファン‧キ‧レーヴ
「イサム‧ノグチの世界」に酔う至福のひと時を

世界的彫刻家イサム‧ノグチが設計した「モエレ沼公園」は、廃棄

物埋立地を緑化し、造成された約188.8haの都市公園。そのシ

ンボルであるガラスのピラミッドは 、高さ32mの変形ピラミッド

で、時間ごとにその美しさを変化させていきます。

50人まで

国連や政府系国際会議のバンケット実績有 

*冬季休業（貸し切りパーティーのみ応相

談）

lenfant-qui-reve.com/

収容人数 /

パーティー利用 /

URL /

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

INFORMATION

INFORMATION



パーティ利用 レストラン 貸し切り有

体験型ファーム 

八剣山果樹園
広大な自然の中でBBQ農園パーティー

札幌中心部から車で40分、八剣山の麓にある7haの果樹園。採

れ立ての地元無農薬野菜をたっぷり使ったBBQを楽しめる。太

陽の光を利用したソーラークッキングなどの、ECOチームビルデ

ィングとの組み合わせも可能。

88人まで

採れ立ての地元無農薬野菜を利用したBB

Q 

*冬季休業（11月～4月）

www.hakkenzan.jp/

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

INFORMATION



512m 304m

1,000m 205m

HOTELS

412
2

342
2

494
2

285
2

FACILITIES

https://www.anacpsapporo.com/
https://www.jrhotels.co.jp/tower/
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
https://mercuresapporo.jp/


1,100m

1,607m

760m 1,165m

1,000m 800m

322
2

294
2

494
2

216
2

587
2

347
2

https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo/
https://www.daiwaresort.jp/royton/
https://grand1934.com/
http://www.park1964.com/
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/
https://www.viewhotels.co.jp/sapporo/


1,415m 764m

288
2

512
2

http://www.gateauxkingdom.com/
https://www.hotel-emisia.com/sapporo/
http://www.anahisapporosusukino.com/
http://www.cr-hotel.com/
https://clubby-sapporo.jp/
https://www.sapporo-nakajimapark.hoteljalcity.com/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sapporo/
https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-aspen-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-nakajima-park-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/
https://www.sapporo-hotelokura.co.jp/
https://www.keioprelia.co.jp/sapporo/
https://newotanisapporo.com/


 

 

プレミアホテル 

中島公園札幌

URL  / premier.premierhotel-group.com/nakajimapar

ksapporo/

札幌エクセルホテル東急

URL  / www.tokyuhotels.co. jp/sapporo-e/index.html

フェアフィールド‧バイ‧マリオット札幌

URL  / www.marriott.co. jp/hotels/travel/ctsfi-fairfield

-sapporo/

札幌東急REIホテル

URL  / www.tokyuhotels.co. jp/sapporo-r/index.html

https://premier.premierhotel-group.com/nakajimaparksapporo/
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctsfi-fairfield-sapporo/
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/index.html


CONVENTION FACILITIES
コンベンション施設

札幌コンベンションセンター
札幌のコンベンション施設の中核として数多くの国際会議‧イベ

ントが開催される、延べ床面積約20,000m²の総合型コンベン

ションセンター。緑豊かな公園に隣接し、市内中心部からのアク

セスもスムーズです。

札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

+81(0)11-817-1010

2,607m²

www.sora-scc.jp/

最大収容人

数

スクール(2名掛

け）

バンケット

大ホール※1
2,500 1,200

900（着

席）

特別会議室
700 252

300（立

食）

中ホール※2
600 238

200（立

食）

小ホール

193
193 - -

会議室 (15

室)
40〜360 18〜140 -

※1：2分割‧3分割可　※2：2分割可

所在地 /

TEL /

面積 /

URL /

INFORMATION

収容人数



定山渓温泉

札幌中心部から約1時間の距離にある定山渓

温泉は 、開湯150年の歴史ある温泉地です。

定山渓エリアには、大型ホテルから隠れ家の

ようなこだわりの旅館、気軽に楽しむことので

きる足湯まで、さまざまな施設があります。大

自然と雄大な景色に囲まれた札幌の奥座敷

は、まさに異空間です。

札幌ドーム
日本最北の全天候型ドーム。北海道最大の屋内展示スペースを

有しています。サッカー、野球の2つのプロチームの本拠地となっ

ており、貸切イベントでは約5万人の収容が可能です。

札幌市豊平区羊ヶ丘1番地

+81(0)11-850-1000

屋内アリーナ(クローズ時)14,460m²

53,820 人

www.sapporo-dome.co.jp/

所在地 /

TEL /

面積 /

最大収容人数 /

URL /

INFORMATION



AREA MAP
エリアマップ

札幌の周りには、北海道の文化‧自然‧食を満喫できる、 

個性豊かで魅力溢れる地域が集まっています。 

札幌から車で1～2時間の近距離で、日帰り旅行にも最適です。

※所要時間は車またはバスでのおおよその目安です(高速道路のある区間は利用した場合)。時期や天候、道路状況などにより異なりま

す。

REGIONS
道央エリア

https://www.conventionsapporo.jp/j/planners_guide/resources/img/p-infobox/map-hokkaido@2x.png


AREA MAP
エリアマップ

札幌から車で約1時間、小樽と余市は独自の歴史を持つ魅力的なエリアです。 

かつては北のウォール街と呼ばれるほど繁栄した、趣のある港町「小樽」。 

北海道有数の果樹園地帯であり、 

日本発のスコッチ‧ウィスキー誕生の地「余市」。

Hotels Unique Venues

1. 小樽芸術村

2. にしん御殿 小樽貴賓館

1. グランドパーク小樽

2. オーセントホテル小樽

3. 小樽朝里クラッセホテル

4. 銀鱗荘

OTARU / YOICHI
小樽‧余市エリア



OTARU

YOICHI



UNIQUE VENUES
ユニークベニュー

小樽 パーティ利用 ケータリング

小樽芸術村
小樽芸術村は、小樽が北海道の経済の中心地として繁栄した時

代に建設された4棟の歴史的建造物と、多目的なガーデンからな

る複合芸術空間です。ステンドグラス美術館、アールヌーヴォー‧

アールデコグラスギャラリー、日本画‧洋画ギャラリーには、 多数

の美術品‧工芸品が展示されています。北のウォール街‧小樽の

栄華を映す「旧三井銀行小樽支店」の歴史薫る銀行建築の中で

行うレセプションは、まさにWOW体験です。

200 人まで

旧三井銀行小樽支店

www.nitorihd.co.jp/otaru-art-base/

小樽 レストラン 貸し切り有

にしん御殿  小樽貴賓館  

(旧青山別邸)
北海道屈指の歴史的建造物で、「国登録有形文化財」指定のにし

ん御殿「旧青山別邸」は 、にしん漁で富を得た青山家によって

1917年から6年半余りの歳月をかけて建てられました 。併設の

レストランでは、日本海を一望しながら、ゆったりとした栄華の雰

囲気の中で、にしん料理などの食事が楽しめます。

500 人まで

併設レストラン(全館で最大約 500 人収容可

能)

www.otaru-kihinkan.jp

収容人数 /

パーティー利用 /

URL /

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

INFORMATION

INFORMATION



682m 130m

250m 136m

HOTELS / RYOKAN

296
2

195
2

120
2

17
2

https://grandparkotaru.com/
https://www.authent.co.jp/
http://www.classe-hotel.com/
https://www.ginrinsou.com/


AREA MAP

Hotels

NISEKO / RUSUTSU / KIRORO



SNOW SEASON
スノーシーズン

ニセコの上質なパウダースノーと48kmを超え

るゲレンデはまさに世界最高峰。腰まで積もる

ことのあるパウダースノーを体験する事もでき

る究極の楽園です。 

ルスツは札幌から90分、3つの山に囲まれた年

間降雪量13mを誇るエリア。壮大なスケールの

雪原が広がり、雪を遊びつくせるアウトドアアク

ティビティが豊富にそろっています。 

キロロは札幌から60分‧小樽から40分の好立

地。初級者から上級者までの多彩なゲレンデが

整備されています。

GREEN SEASON
グリーンシーズン

山麓を雄大に流れる川での、ラフティング、カヌ

ー、 フィッシングなどの壮大なスケールのリバ

ーアクティビティ。乗馬、トレッキング、サイクリ

ング、 熱気球、北海道の大自然とふれあえるフ

ォレストアクティビティなど、リゾートエリアの夏

にはアウトドアの楽しみが無限に広がります。



UNIQUE VENUES
ユニークベニュー

ニセコ 貸し切り有

SOMOZA(そもざ)
築150年の古民家を移築して建てられたSOMOZAは、伝統と 新

しさが混じり合う、特別な雰囲気を醸し出します。雄大なニセコ

の山々を背景にしたカフェとギャラリーはまさに圧巻。独創的な

茶室は訪れるみなの心を奪います。

～50人(立食) / 30人(着席)

www.somoza.jp/ja

ニセコ

ニセコ中央倉庫群
ニセコの農業の歴史を今に伝える建築物群「ニセコ中央倉庫群」

は、現在も残る数少ない産業遺産。歴史を感じる壁、床、梁に囲

まれた贅沢な空間は、イベント、展示会、レセプションなど様々な

ビジネスイベントで利用可能です。

旧でんぷん工場：178、1号倉庫：288、広場(屋外)：

約1,800

www.facebook.com/niseko.soukogun

収容人数 /

URL /

設備

(m )2

/

URL /

INFORMATION

INFORMATION



820 m

203 m

- m 110 m

HOTELS

506
2 100

2

50
2

210
2

https://nisekovillage.hiltonjapan.co.jp/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-niseko-hanazono/ctsph
http://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/higashiyama
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/


1,125 m

- m

281
2 140

2

https://www.kirorohokkaido.com/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdsi-sheraton-hokkaido-kiroro-resort/


AREA MAP
エリアマップ

洞爺、登別、白老は、火山の恵みと文化的魅力が溢れるエリアです。 

世界ジオパークに認定された有珠山、噴火活動によってできた爆裂火口跡「登別地獄谷」、 

先住民族アイヌの文化の地「白老」は、自然の驚異と恵みを同時に感じる特別な場所です。 

この地帯には多種類の温泉が湧出され、日本屈指の温泉街が広がっています。

Hotels Unique Venues

1. 有珠山ロープウェイ

2. 登別伊達時代村

1. ザ‧ウィンザーホテル洞爺リゾート

&スパ

2. 洞爺サンパレス リゾート&スパ

3. 第一滝本館

4. 登別石水亭

TOYA / NOBORIBETSU / SHIRAOI
洞爺‧登別‧白老エリア



JIGOKUDANI
登別地獄谷

登別は、国内100ヵ所の温泉地のトップ10にラ

ンクインする日本有数の温泉地です。登別温泉

最大の源泉である「登別地獄谷」では 、毎分

3,000Lもの温泉が湧き出しており、活火山の

脅威を感じる場所です。

地獄谷には、谷に沿って数多くの湧出口や噴気孔

があり、泡を立てて煮えたぎる風景が広がってお

り、これが「鬼の棲む地獄」の由来となりました。

UPOPOY
ウポポイ(民族共生象徴空間)

ウポポイは、2020年7月に白老町にオープンし

たアイヌ文化の復興と発展のナショナルセンタ

ーです。先住民族アイヌの歴史と文化を主題と

した日本初‧日本最北の国立博物館や、体験型

フィールドミュージアムなどから構成され、ア

イヌ古式舞踊の上演や食文化体験、伝統工芸

品の製作体験等を通じて、アイヌ文化を体感す

ることができます。

URL / ainu-upopoy.jp/



UNIQUE VENUES
ユニークベニュー

洞爺

有珠山ロープウェイ
洞爺湖有珠山ジオパークは、火山の噴火により数十年に一度ず

つ景色を変え続ける、世界でも類を見ない「変動する大地」。山頂

へのロープウェイで6分間の空中散歩を楽しんだ後には、昭和新

山、羊蹄山、 洞爺湖等の絶景大パノラマが眼下に広がります。

50 人まで

山頂BBQ

usuzan.hokkaido.jp

登別 レストラン 貸し切り有

登別伊達時代村
江戸時代(17〜19世紀)の街並みをまるごと再現した時代村。勇

壮な武家屋敷やあっと驚くカラクリ満載の忍者屋敷が建ち並ん

でいます。大迫力の忍者ショーの他、手裏剣投げ体験や時代衣装

のレンタルなども楽しめます。

580人 

2会場(300人+280人)

食事はランチのみ対応（1グループ1時間ま

で）

www.edo-trip.jp

収容人数 /

パーティー利用 /

URL /

収容人数 /

パーティー利

用

/

URL /

INFORMATION

INFORMATION



870m 500m

450m 510m

HOTELS / RYOKAN

386
2

324
2

395
2

248
2

http://www.windsor-hotels.co.jp/
http://www.toyasunpalace.co.jp/
http://takimotokan.co.jp/ja/
http://www.sekisuitei.com/


Culinary Activities
美食の街で食を楽しもう

COOKING
料理上手は誰だ

北海道の大地や海の食材を使用してチーム一丸とな

って調理をしよう。美味しさや楽しさを共有することで

チームの結束力が高まることはもちろん、競争を通し

て創造力やコミュニケーション力も高められる。

SWEETS
手作りの札幌スイーツを味わおう

果樹園、酪農場、広大な農地に囲まれる札幌は、「スイ

ーツ王国」として有名。搾りたての新鮮な牛乳を使っ

たアイスクリーム作り、人気のおみやげのオリジナル

白 い恋人のクッキー作りなど、手作りスイーツで格別

の味を楽しもう。

INCENTIVE IDEAS
インセンティブアイデア



Immersive Experience
札幌ならではの体験

SNOW ACTIVITY
雪中運動会で力を合わせよう

札幌の冬を200%楽しめるチームビルディング。5～6

人でチームをつくり、「スノーフラッグ」やアクティブな

アイスクリーム作りに挑戦しよう。最後は全員そろって

のバーベキューでチームの結束力を高めよう!

SNOWMAN
オリジナル雪だるまを作ろう

チームごとに雪だるまを制作しながら、自由にデコ

レーションをして出来栄えを競おう。どんな雪だる

まを作るかアイデアを出し合い、役割分担をしな

がら進めると、最後には大きな達成感と一体感が

味わえる。

YOSAKOI
踊り子になりきってYOSAKOIソーラン

北海道を熱く盛り上げる「YOSAKOIソーラン」。初め

てでも気軽に踊ることができるが、チームで息を合せ

るには練習が不可欠。チームの結束力を高めながら、

身体を使って北海道の文化に触れよう。

CULTURE
先住民族アイヌの文化を感じよう

国の重要無形民俗文化財に指定されているアイヌ

古式舞踊を通して、アイヌ文化に触れてみよう。伝

統的な楽器を使いながら、現代的な手法で演奏す

るアイヌアートプロジェクトも魅力的。



Deep Dive into Sapporo
知られざる魅力を新発見

TREASURE
大通公園で宝探し

札幌中心部の大通公園周辺を、謎を解きながら散策

し、宝を手に入れるためのミッションをコンプリート

しよう。謎を解くためには柔軟な思考力が試される。

ゴールの後には達成感で一杯に。チームの結束力は

最大限に高まる。

NATURE
ここも札幌？大自然を満喫しよう

中心部から南へ車でわずか40分。目の前には、山

頂に切り立った岩がそびえ立つ八剣山が現れる。

麓には7haの果樹園や釣り堀、BBQエリアが広が

っている。果物狩りや乗馬などのアウトドア‧アク

ティビティはもちろん、ECOチームビルディングプ

ログラムも実施できる。

SHOPPING
狸小路に名を残そう

大通公園の数ブロック南にある狸小路商店街。東西

に約1km‧店舗数約200軒、145年の歴史あるロング

アーケード商店街は、札幌に来たら必ず訪れるべき場

所のひとつ。各ブロックに設置されている6つのスクリ

ーン「狸ビジョン」 にオリジナルメッセージを投影して

みよう。ショッピング中の参加者への大サプライズに

なること間違いなし!

LIGHT UP
さっぽろテレビ塔をライトアップしよう

東京タワーと同じ建築家によってデザインされた

「さっぽろテレビ塔」。今も変わらず、札幌の中心‧

大通公園にあるランドマークとして愛され続けて

いる。オリジナルカラーでライトアップして、札幌の

シンボルを独占しよう！



GREEN SEASON
グリーンシーズン

中心部の見どころから自然豊かな南エリアまで札幌を満喫しながら、 

小樽や余市などの北海道の人気エリアもカバーした充実のプラン。

50  人 5  日間

Day 1

Welcome to Hokkaido

新千歳空港到着

ノーザンホースパーク
観光ひき馬&乗馬体験など 

ウェルカムディナー

新千歳空港到着後、空港からバスでわずか15分のノーザンホースパーク

へ。約47万m²もの敷地内には、約80頭の馬が暮らしている。広大な敷地

で、観光ひき馬や乗馬など様々なアウトドアアクティビティを楽しもう。北

海道の食材にこだわるガーデンレストランは、パーティー会場としても利

用できる。

MODEL COURSES
モデルコース



Day 2

Sapporo Classics

札幌市内観光
大通公園&さっぽろTV塔 

札幌市時計台 

北海道神宮

八剣山
Ecoチームビルディング

エルムガーデン

札幌中心部には見どころが満載。どれも見逃さずに訪れよう。おしゃれな

街並みの円山エリアにある北海道神宮では、日本文化を味わえる。 午後

は自然豊かな南のエリアへ。エコ体験にフォーカスしたこだわりのチーム

ビルディングを実施しよう。夜は、日本庭園を持つ和の空間が魅力のエル

ムガーデンで和食に舌つづみ。



Day 3

Beyond Sapporo

小樽
小樽運河 

小樽堺町通り商店街

余市
ニッカウヰスキー北海道工場 

余市蒸留所 工場見学&試飲

札幌から飛び出して、趣深い港町小樽へ。小樽運河を散策したり、堺町通

りでショッピングを楽しもう。小樽を代表する小樽オルゴール堂や北一硝

子、スイーツや海鮮もお見逃しなく。海岸沿いの隣町余市まで足を延ばす

と、ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸留所の工場見学やウィスキーの

試飲が楽しめる。



Day 4

Sports City Sapporo

札幌市内自由散策

大倉山ジャンプ競技場
札幌オリンピックミュージアム

狸小路商店街

豊平館(ガラディナー)

大倉山ジャンプ競技場の山頂展望ラウンジからの眺めは絶景。札幌のラ

ンドマークはもとより、その先には石狩湾まで地平線が一望できる。札幌

オリンピックミュージアムでは、1972年の札幌冬季オリンピックのレガシ

ーを学ぼう。オリンピック競技を体感できるシミュレーターもあり、プロア

スリートの闘いが体感できる。狸小路商店街でショッピングを楽しんだ後

は、国指定重要文化財の豊平館で心に残るガラディナー。

Day 5

Sweets Kingdom Sapporo

スイーツ作り体験
新鮮な牛乳でアイスクリーム作り

オリジナル白い恋人クッキー作り

新千歳空港発

札幌最後の日は、スイーツ王国札幌ならではのスイーツ作り体験。新鮮な

牛乳を使ったアイスクリーム作りや、札幌のおみやげで有名な白い恋人の

オリジナルクッキー作りを楽しもう。5日間の甘い思い出とともに、新千歳

空港へ。



WHITE SEASON
ホワイトシーズン

札幌の見どころを押さえながらも、 

スノーアクティビティ&温泉を満喫するアクティブプラン。

100  人 5  日間

Day 1

Welcome to Sapporo

新千歳空港到着

サッポロビール博物館 

サッポロビール園
(ウェルカムディナー)

サッポロビール博物館は北海道開拓の歴史を感じられる趣きある建物。

ビールの歴史を学んだ後に飲む出来立てのビールは格別。敷地内にあ

る、少人数から大人数まで収容可能な5つのレストランでジンギスカンと

一緒に楽しもう。



Day 2

Japanese Culture

YOSAKOIソーラン 

チームビルディング

市内中心部自由散策‧ 

ショッピング
狸小路商店街 

北海道神宮 

オプション:日本文化体験

北海道の初夏の祭り「YOSAKOIソーラン」の踊りでチームビルディング。

アクティブに北海道の文化を満喫した後は、自らの足で街に繰り出そう。

デパートでのショッピングはもちろん、 北海道最古の商店街‧狸小路商店

街にはアーケードがあり、冬でも安心して楽しめる。お好みに応じて、着物

を着て散策することもできる。



Day 3

Winter Wonderland

ニセコ到着

ニセコ
スノーアクティビティ

札幌を離れて、パウダースノーで有名なニセコへ。ニセコが近づくと羊蹄

山の美しい姿が目の前に現れる。雄大な自然の中でスノーアクティビティ

を楽しもう。スキー、スノーボードはもちろん、スノーラフティング、スノー

モビル、 スノーシューなど、誰でも楽しめるアクティビティが揃っている。



Day 4

Hot Spring

ニセコ
スノーアクティビティ

登別
温泉 

フェアウェルパーティー

思う存分スノーアクティビティを楽しんだ後は、温泉地の登別へ。趣きの

ある温泉旅館で良質の温泉につかりながら、ゆったりと癒しの時間を過ご

そう。和室での日本風のフェアウェルパーティーもお楽しみに。



Day 5

Farewell Hokkaido

登別
温泉街‧地獄谷散策

新千歳空港発

登別を離れる前には、必ず地獄谷を訪れよう。 谷に沿って数多くの湧出口

や噴気孔があり、泡を立てて煮えたぎっている景色は圧巻。温泉街を散策

した後、新千歳空港へ。
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