
〈お願い〉会場にお越しの際には、バス、地下鉄などの公共交通機関をご利用願います。

主管▶▶さっぽろ夏まつり実行委員会
お問い合わせ▶▶さっぽろ夏まつり実行委員会  　（011）281-6400
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JR札幌駅←→大通公園
札幌駅前通地下歩行空間を通って
約680ｍ（徒歩約9分）。
または地下鉄南北線乗車約2分。
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「さっぽろ夏まつり」 は今年で65回

目を迎える札幌の夏の風物詩。市街

地にある大通公園を中心におこな

われ、福祉協賛さっぽろ大通ビア

ガーデンや、北海盆踊りなど、札幌

のさわやかな夏を満喫できるイベ

ントです。

Contents

北海盆踊り 12P

第54回 すすきの祭り 13P

市内のビアガーデン 14P

小樽ビール　

狸二条ビアガーデン 16P

さっぽろテレビ塔

サッポロクラシックビヤガーデン 17P

第65回 狸まつり 18P

銀行
郵便局
警察・交番
病院

バリアフリートイレ
バリアフリーエレベーター
オストメイト対応トイレ

パーキング
新千歳空港行き
バス乗り場
丘珠空港行きバス
乗り場

MAP
観光案内 ホテル

32

狸小路

西15丁目

すすきの市電

さっぽろテレビ塔

創
成
川
公
園

サッポロファクトリー

狸小路商店街

札幌市
時計台

北海道庁
旧本庁舎

（赤れんが庁舎）

北海道大学植物園

大通公園
札幌市
資料館

APIA

PASEO JRタワー

ANAクラウン
プラザホテル札幌

JR札幌駅←→大通公園
札幌駅前通地下歩行空間を通って
約680ｍ（徒歩約9分）。
または地下鉄南北線乗車約2分。

さっぽろ夏まつり行事

さっぽろ夏まつり協賛行事

福祉協賛
さっぽろ大通ビアガーデン

［7/20～8/15］

サントリー ザ・プレミアム・
モルツ ガーデン➡6P

飲んで頑張れ！ 明日のために。
「ハウスウェルネスフーズ

ウコンの力」自動販売機

1

さっぽろテレビ塔
サッポロクラシック
ビヤガーデン➡17P

10

小樽ビール 狸二条
ビアガーデン➡16P

9

世界のビール
広場➡10P

5

北海盆踊り➡12P
［8/11～8/17］

7

第65回 狸まつり➡18P
［7/20～8/15］

第54回すすきの祭り➡13P
［8/2～8/4］

8

THE サッポロ
ビヤガーデン➡9P

4

ASAHI SUPER DRY
BEER PARK➡7P

2札幌ドイツ村
➡11P

6 キリン一番搾り
ビアガーデン➡8P

3

インフォメーションセンター

北海道銀行本店

ノルベサ

ラフィラ

「さっぽろ夏まつり」 は今年で65回

目を迎える札幌の夏の風物詩。市街

地にある大通公園を中心におこな

われ、福祉協賛さっぽろ大通ビア

ガーデンや、北海盆踊りなど、札幌

のさわやかな夏を満喫できるイベ

ントです。

Contents

北海盆踊り 12P

第54回 すすきの祭り 13P

市内のビアガーデン 14P

小樽ビール　

狸二条ビアガーデン 16P

さっぽろテレビ塔

サッポロクラシックビヤガーデン 17P

第65回 狸まつり 18P

銀行
郵便局
警察・交番
病院

バリアフリートイレ
バリアフリーエレベーター
オストメイト対応トイレ

パーキング
新千歳空港行き
バス乗り場
丘珠空港行きバス
乗り場

MAP
観光案内 ホテル

32



1
会場内では
外から持ち込んだものの
飲食はご遠慮ください。

ルール

2
ルール

3
ルール

4
ルール

営業終了後は清掃作業などが
ありますので、すみやかに退園
くださいますようご協力ください。

未成年の飲酒は厳禁です。
また飲酒後の運転は
絶対にやめましょう。

過度な飲食によるトラブル、
近隣への迷惑行為は
やめましょう。

大通公園の中に数多くのビアガーデンが出現。
国内最大級の規模となる約13,000席が用意され、

多くの市民や国内外から訪れた観光客の方々が、開放感を楽しみます。
また、この「福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン」は、1959年に「納涼ガーデン」として始まり、

当初から収益の一部を福祉団体に寄付する取り組みを続けています。

さわやかな空気の中で、気の合う仲間や家族と楽しく過ごすために、

ルールを守って、札幌の短い夏をおもいっきり楽しみましょう！

福祉協賛 さっぽろ大通ビアガーデンの

楽しみ方
ビアガーデンの醍醐味は

開放感

スマホで今すぐ
ダウンロード で検索

夏まつり公認アプリ「さっぽろグルメクーポン」で、
ビアガーデン会場で使えるチケットが当たる
「ビールおみくじ」を実施します。今すぐダウンロード！

※未成年の方は
　参加できません。

7/20㊎～8/15㊌
P2 MAP 1～6 ●7/20㊎～8/15㊌の期間中は、5～8丁目会場の芝生への立入りはできません。

営業時間は
午後9時まで

ルールを守って楽しもう!

6丁目 ASAHI SUPER DRY BEER PARK（18席）
7丁目 キリン一番搾りビアガーデン（18席）
8丁目 THE サッポロビヤガーデン（30席）
10丁目 世界のビール広場（30席）

平成30年7月20日㊎～8月15日㊌

①17：00から　②17：30から　③18：00から
（席のお時間は自由です。21：00までご利用い
ただくことも可能です）

札幌市内登録ホテルにご宿泊の
観光客の皆様（登録ホテルはさっ
ぽろ夏まつりHPに掲載します）
http://sapporo-natsu.com

登録ホテルのフロントを通じて札
幌観光協会にお問い合わせくだ
さい。希望の日時、会場に空きが
あれば予約可能です。

おもてなシート
とは？

お陰様で大勢の市民で連日にぎわう大通ビアガーデン。多くの観光客もビアガーデンを楽

しみに札幌を訪れますが、「席が空いていなかった」という声が実行委員会に寄せられま

す。そこで、観光客の皆様をあたたかく迎えるため、市民の皆様のご理解をいただいて第

60回さっぽろ夏まつりに初めて登場したのが観光客専用予約席「おもてなシート」です。

会場

期間

予約可能時間

対象者

予約方法

おもてなシート

54

昨年から全席禁煙になりました。
喫煙は各会場の喫煙ブースをご利用くださいますようお願いいたします。
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昨年から全席禁煙になりました。
喫煙は各会場の喫煙ブースをご利用くださいますようお願いいたします。



「アサヒスーパードライビアパーク」は、木々に囲まれ
日差しが強い日中でも、木影で涼しくゆっくりとくつろ
げる会場。白石区にある札幌市内唯一の大型ビール
工場（※）で製造された「うまい！」樽生ビールが楽しめ
ます。今年も氷点下の「スーパードライエクストラコー
ルド」の他、冷涼感をさらに高めた「アサヒスーパード
ライ 瞬冷辛口」が楽しめます。フードメニューも充実
しているので、是非お立ち寄りください。

ビールは一杯一杯のサーブはもちろんのこと、3ℓ樽、5ℓ樽、10ℓ樽も「熱と光」を遮断し、
本格的な生ビールを堪能できます。またフードメニューも約40品と豊富。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011・223･6700（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：30）
おもてなシートあり（18席）、席の予約不可、立ち飲みスペー
スなし、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入方法：
チケットカウンター・スタッフから購入、クレジットカード可

（VISA /JCB/MASTER/AMEX/DINERS/ニッセンレン） ※年間５万ＫＬ以上製造のビール工場を指します。

6 ASAHI SUPER DRY
BEER PARK

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

涼しい木影で楽しめる緑のビアガーデン

▶“華やかな香り”と“深いコク”をぜひお
楽しみください。

◀ザ・プレミアム・モルツの缶をモチーフに
した10リットルのピッチャー。保冷機能付き
で最後までおいしく飲めます。

▶昨年、大好評の3Lタワーピッチャー。3方向
から注げ大変盛り上がります！

435ml ¥570

10L ¥12,500

3L ¥4,000 内容・価格については変更となる場合がございます。

▶道産素材にこだわったシン
プルな一品。

◀カリカリ食感の甘海老の唐揚げ
はビールのおつまみにピッタリ。

▶北海道のソウルフード「ジンギスカ
ン」と濃厚な味付けの「ホルモン」を
鉄板で焼き上げました。

サントリー ザ・プレミアム・モルツ 

サントリー
ザ・プレミアム・モルツ 10リットル 

3Lタワーピッチャー
ザ・プレミアム・モルツ

北海道産モッツァレラと
トマトのカプレーゼ

ホルジン焼き
（ホルモンとジンギスカン） 

甘海老の唐揚げ

¥730

¥630

¥920
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フードブース

ドリンクブース

飲食席飲食席

飲食席

飲食席

飲食席

飲食席 飲食席 飲食席おもてなシート

▶氷点下の
　スーパードライ。

BEER

◀2018年、冷涼感をさらに高めました。
 冷たく冴える、新しいキレ味の「アサヒ

スーパードライ 瞬冷辛口」をお楽しみ
ください。
中ジョッキ 500ml ¥570

375ml ¥530

アサヒスーパードライ
エクストラコールド ▶殻付きバナメイ

海老のガーリッ
ク風味。

◀スパイシーでジ
ューシーな骨付
きフライドチキン
です。

FOOD

ガーリック
シュリンプ

チキチキボーン
アサヒスーパードライ 瞬冷辛口

¥600

¥600

地下鉄大通駅出口徒歩1分の好立地。今年も全天候型、席
間ゆったり予約可能なザ・プレミアム・モルツガーデンBAR
を出店。抽出方法に徹底的にこだわったザ・プレミアム・
モルツを最高な状態でお楽しみいただけます。

華やかな香りと深いコクのザ・プレミアム・モルツとともに串焼き盛り合わせやトマト
とモッツァレラのピッツァなど、当会場ならではの食材やメニューが楽しめます。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎［予約直通］011・222･8188 （6/20～8/15）
　※6/20～7/19は平日9：00～18：00・7/20～8/15は12：00～18：00
　［代表］011・222･5122（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートなし、席の予約可（ガーデンバープレミアムシート
のみ。お1人様1,500円［マスターズドリーム1杯+限定おつまみ］）、
立ち飲みスペースあり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入
方法：キャッシュオンデリバリー・チケットカウンター・スタッフから購入、
クレジットカード可（VISA / JCB / MASTER / AMEX / DINERS）

5 サントリー
ザ・プレミアム・モルツ ガーデン 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ザ・プレミアム・モルツをビアガーデンで堪能 P2 MAP 1
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飲食席

飲食席
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飲食席
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BEER FOOD

昼時や雨天時にも安心・快適の屋根席や立ち飲みスペースが充実 ＴＯＫＹＯ隅田川ブルーイング
ゴールデンエール新登場！

数量限定販売！
●極上の生ビールが飲める神泡ブース

神泡カウンターより、注ぎたての一杯が楽しめます。華やかな香りと
深いコクの『ザ・プレミアム・モルツ』、華やかな香りと爽快感が楽
しめる『〈香る〉エール』、多重奏な味わいの『マスターズドリーム』を
是非お試しください。

●大人気のザ・プレミアム・モルツガーデンBAR
席間ゆったりの予約可能なプレミアムシート。ご注文の
ドリンク、お料理もテーブルまでお持ちします。全168席
の限定シートの為、お早めのご来店、ご予約がおすす
めです。

華やかなコクと爽やかな後味が楽しめる。輝く黄金色のエールビール。
醸造家とお客様の対話から生まれた、ビールの楽しさを広げるスペシャリティビールです。

丁
目

丁
目

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

6 7

MENU
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MENU
おすすめ

「アサヒスーパードライビアパーク」は、木々に囲まれ
日差しが強い日中でも、木影で涼しくゆっくりとくつろ
げる会場。白石区にある札幌市内唯一の大型ビール
工場（※）で製造された「うまい！」樽生ビールが楽しめ
ます。今年も氷点下の「スーパードライエクストラコー
ルド」の他、冷涼感をさらに高めた「アサヒスーパード
ライ 瞬冷辛口」が楽しめます。フードメニューも充実
しているので、是非お立ち寄りください。

ビールは一杯一杯のサーブはもちろんのこと、3ℓ樽、5ℓ樽、10ℓ樽も「熱と光」を遮断し、
本格的な生ビールを堪能できます。またフードメニューも約40品と豊富。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011・223･6700（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：30）
おもてなシートあり（18席）、席の予約不可、立ち飲みスペー
スなし、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入方法：
チケットカウンター・スタッフから購入、クレジットカード可

（VISA /JCB/MASTER/AMEX/DINERS/ニッセンレン） ※年間５万ＫＬ以上製造のビール工場を指します。

6 ASAHI SUPER DRY
BEER PARK

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

涼しい木影で楽しめる緑のビアガーデン

▶“華やかな香り”と“深いコク”をぜひお
楽しみください。

◀ザ・プレミアム・モルツの缶をモチーフに
した10リットルのピッチャー。保冷機能付き
で最後までおいしく飲めます。

▶昨年、大好評の3Lタワーピッチャー。3方向
から注げ大変盛り上がります！

435ml ¥570

10L ¥12,500

3L ¥4,000 内容・価格については変更となる場合がございます。

▶道産素材にこだわったシン
プルな一品。

◀カリカリ食感の甘海老の唐揚げ
はビールのおつまみにピッタリ。

▶北海道のソウルフード「ジンギスカ
ン」と濃厚な味付けの「ホルモン」を
鉄板で焼き上げました。

サントリー ザ・プレミアム・モルツ 

サントリー
ザ・プレミアム・モルツ 10リットル 

3Lタワーピッチャー
ザ・プレミアム・モルツ

北海道産モッツァレラと
トマトのカプレーゼ

ホルジン焼き
（ホルモンとジンギスカン） 

甘海老の唐揚げ

¥730

¥630

¥920
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飲食席

飲食席

飲食席

飲食席 飲食席 飲食席おもてなシート

▶氷点下の
　スーパードライ。

BEER

◀2018年、冷涼感をさらに高めました。
 冷たく冴える、新しいキレ味の「アサヒ

スーパードライ 瞬冷辛口」をお楽しみ
ください。
中ジョッキ 500ml ¥570

375ml ¥530

アサヒスーパードライ
エクストラコールド ▶殻付きバナメイ

海老のガーリッ
ク風味。

◀スパイシーでジ
ューシーな骨付
きフライドチキン
です。

FOOD

ガーリック
シュリンプ

チキチキボーン
アサヒスーパードライ 瞬冷辛口

¥600

¥600

地下鉄大通駅出口徒歩1分の好立地。今年も全天候型、席
間ゆったり予約可能なザ・プレミアム・モルツガーデンBAR
を出店。抽出方法に徹底的にこだわったザ・プレミアム・
モルツを最高な状態でお楽しみいただけます。

華やかな香りと深いコクのザ・プレミアム・モルツとともに串焼き盛り合わせやトマト
とモッツァレラのピッツァなど、当会場ならではの食材やメニューが楽しめます。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎［予約直通］011・222･8188 （6/20～8/15）
　※6/20～7/19は平日9：00～18：00・7/20～8/15は12：00～18：00
　［代表］011・222･5122（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートなし、席の予約可（ガーデンバープレミアムシート
のみ。お1人様1,500円［マスターズドリーム1杯+限定おつまみ］）、
立ち飲みスペースあり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード
購入方法：キャッシュオンデリバリー・チケットカウンター・スタッフ
から購入、クレジットカード一部不可

5 サントリー
ザ・プレミアム・モルツ ガーデン 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ザ・プレミアム・モルツをビアガーデンで堪能 P2 MAP 1
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地下鉄 2番出入口

◀6丁目 4丁目▶フードブース

チケット売り場ドリンクブース
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神泡
ブース

飲
食
席 飲

食
席

神泡
ブース

西 東

南

北

喫煙所

喫煙所

飲食席

飲食席

飲食席

飲食席

飲食席

BEER FOOD

昼時や雨天時にも安心・快適の屋根席や立ち飲みスペースが充実 ＴＯＫＹＯ隅田川ブルーイング
ゴールデンエール新登場！

数量限定販売！
●極上の生ビールが飲める神泡ブース

神泡カウンターより、注ぎたての一杯が楽しめます。華やかな香りと
深いコクの『ザ・プレミアム・モルツ』、華やかな香りと爽快感が楽
しめる『〈香る〉エール』、多重奏な味わいの『マスターズドリーム』を
是非お試しください。

●大人気のザ・プレミアム・モルツガーデンBAR
席間ゆったりの予約可能なプレミアムシート。ご注文の
ドリンク、お料理もテーブルまでお持ちします。全168席
の限定シートの為、お早めのご来店、ご予約がおすす
めです。

華やかなコクと爽やかな後味が楽しめる。輝く黄金色のエールビール。
醸造家とお客様の対話から生まれた、ビールの楽しさを広げるスペシャリティビールです。

丁
目

丁
目

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

6 7
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おすすめ

MENU
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名水百選を源流にもつ水で仕込んだ「一番搾り」はキ
リンビール北海道千歳工場産だけ。直火で焼き上げる
豪快なメニューは今年も充実！こだわりのフードメ
ニューとキリン一番搾りビアガーデン名物のタワー
ピッチャーで豪快に夏を楽しんで！

屋外で飲むビールとの相性を考えた、こだわりのフードメニューを豊富に品揃え。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011・520･5006（7/20～8/15）
　［予約専用フリーダイヤル］0120･141･489（6/20～）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートあり（18席）、席の予約可（3名様以上。お一人様
2,000円［オードブル＋生ビール中ジョッキ1杯］）、立ち飲み
スペースあり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入
方法：スタッフから購入、クレジットカード不可

予約席は最大400席！
場内4箇所の大型テントは、日中の強い日差しや雨の日でも快適
に過ごせます。西側大型テント下は、最大400席の予約席。3名
様よりご利用が可能です。予定が決まったら早めにご予約を！ 予
約席は6/20から専用フリーダイヤルで受付を開始します。

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

「名水百選仕込み 北海道産」の一番搾り。

▶キリンビール北海道千歳工場で北海道の
名水で仕込んだ名水百選仕込み北海
道産の「一番搾り」。

▶人気のクラフトビールが新登場。華やかなホップ
の香りをお楽しみください。

◀泡がシャリっと冷たい“新食感”。
フローズンの泡はビールそのも
のなので、麦100％の一番搾り
のおいしさをずっと味わえます。

500ml ¥570

310ml ¥780

570ml ¥820
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飲食席

飲食席

◀9丁目 7丁目▶ドリンクブース富良野シトラス
ブース 喫煙所

フードブース チケット売り場
限定
ビール
ブース

飲食席

飲食席
飲食席

キリン一番搾り

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

キリン一番搾りビアガーデン
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

北海道生まれのビールで、乾杯をもっとおいしく！ P2 MAP 4

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

THE サッポロビヤガーデン

一番搾り
フローズン〈生〉

▶特製のスパイスにつけ
込んだチキンを直火
でカリッと焼き上げて
います。

◀定番の人気メニュー。
北海道産の灯台つぶ
をわさび醤油で。

直火焼き
ジャークチキン

よなよなエール

茹で灯台つぶ

¥680

¥650

▶美味しく焼いたサイコロ
ステーキを150g、300g
からお客様のお好みで
お選び頂けます。

◀大人数でお得なパー
ティオードブル。ビール
に合うおつまみをオー
ドブルにしました。

※写真は300ｇ

ビヤオードブル

サイコロステーキ

¥2,480

〈ご予約・お問い合わせ〉
6/20㊌～7/19㊍ 月～金のみ 受付時間／10:00～18:00
7/20㊎～8/15㊌ 受付時間／11:00～19:00

ＴＨＥサッポロビヤガーデンは、今年もさらに進化！！ 
会場独自の、全天候型大型テントが今年も登場！ さら
に、好評のウッドデッキのテラス席が屋根付きで快適
に。ドイツのオクトーバーフェストのような、楽しい雰
囲気の大型テントは晴天時の日よけや雨天時でも安
心して、快適に、美味しいサッポロビールを満喫できま
す。さらにスタッフによる楽しい演出で皆様をお待ち
しております。

北海道のビールに合う食材を、自信をもって提供します。
ビールとの相性に特にこだわったメニューがおすすめです。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011-232-5959（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートあり（30席）、席の予約不可、立ち飲みスペース
あり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入方法：チケット
カウンター・スタッフから購入・前売り券有

その他にも！
●ビールも冷たく高品質にこだわり、ジョッキはもちろん１０リッ

ター樽、ピッチャーも冷たさを徹底管理しています。

●大人数で座れるベンチシートや立ち飲みカウンターも充実。
大人数でもお一人からでも楽しめます。

このほかにもビールに合う美味しいおつまみや、大通ビヤガー
デン限定メニューなど、楽しみ方盛り沢山でお待ちしています。
本場のビヤガーデンを体験しに、ＴＨＥサッポロビヤガーデン
へ是非お越しください。

▶17年※連続売上ＵＰの北海道の気候
や食材に合わせてつくった北海道限
定のビール。北海道のビールといえば、
このビール！

※17年連続売上前年比100％超えを達成
　（サッポロビール調べ）。

希少な富良野産ホップを使用した、この会場でしか飲めない
限定ビール「サッポロクラシック富良野シトラス」を発売。

北海道限定 サッポロクラシック

中ジョッキ 500ml ¥570
タワーピッチャー
　　　 4,200ml ¥5,500

THEサッポロビヤガーデン限定
サッポロクラシック　富良野シトラス
グラス  400ml ¥670

150g   ¥1,150
300g   ¥2,100

販売時間限定

8 9
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名水百選を源流にもつ水で仕込んだ「一番搾り」はキ
リンビール北海道千歳工場産だけ。直火で焼き上げる
豪快なメニューは今年も充実！こだわりのフードメ
ニューとキリン一番搾りビアガーデン名物のタワー
ピッチャーで豪快に夏を楽しんで！

屋外で飲むビールとの相性を考えた、こだわりのフードメニューを豊富に品揃え。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011・520･5006（7/20～8/15）
　［予約専用フリーダイヤル］0120･141･489（6/20～）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートあり（18席）、席の予約可（3名様以上。お一人様
2,000円［オードブル＋生ビール中ジョッキ1杯］）、立ち飲み
スペースあり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入
方法：スタッフから購入、クレジットカード不可

予約席は最大400席！
場内4箇所の大型テントは、日中の強い日差しや雨の日でも快適
に過ごせます。西側大型テント下は、最大400席の予約席。3名
様よりご利用が可能です。予定が決まったら早めにご予約を！ 予
約席は6/20から専用フリーダイヤルで受付を開始します。

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

「名水百選仕込み 北海道産」の一番搾り。

▶キリンビール北海道千歳工場で北海道の
名水で仕込んだ名水百選仕込み北海
道産の「一番搾り」。

▶人気のクラフトビールが新登場。華やかなホップ
の香りをお楽しみください。

◀泡がシャリっと冷たい“新食感”。
フローズンの泡はビールそのも
のなので、麦100％の一番搾り
のおいしさをずっと味わえます。
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310ml ¥780

570ml ¥820
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フードブース チケット売り場
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キリン一番搾り

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

キリン一番搾りビアガーデン
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

北海道生まれのビールで、乾杯をもっとおいしく！ P2 MAP 4

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

THE サッポロビヤガーデン

一番搾り
フローズン〈生〉

▶特製のスパイスにつけ
込んだチキンを直火
でカリッと焼き上げて
います。

◀定番の人気メニュー。
北海道産の灯台つぶ
をわさび醤油で。

直火焼き
ジャークチキン

よなよなエール

茹で灯台つぶ

¥680

¥650

▶美味しく焼いたサイコロ
ステーキを150g、300g
からお客様のお好みで
お選び頂けます。

◀大人数でお得なパー
ティオードブル。ビール
に合うおつまみをオー
ドブルにしました。

※写真は300ｇ

ビヤオードブル

サイコロステーキ

¥2,480

〈ご予約・お問い合わせ〉
6/20㊌～7/19㊍ 月～金のみ 受付時間／10:00～18:00
7/20㊎～8/15㊌ 受付時間／11:00～19:00

ＴＨＥサッポロビヤガーデンは、今年もさらに進化！！ 
会場独自の、全天候型大型テントが今年も登場！ さら
に、好評のウッドデッキのテラス席が屋根付きで快適
に。ドイツのオクトーバーフェストのような、楽しい雰
囲気の大型テントは晴天時の日よけや雨天時でも安
心して、快適に、美味しいサッポロビールを満喫できま
す。さらにスタッフによる楽しい演出で皆様をお待ち
しております。

北海道のビールに合う食材を、自信をもって提供します。
ビールとの相性に特にこだわったメニューがおすすめです。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎011-232-5959（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートあり（30席）、席の予約不可、立ち飲みスペース
あり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード購入方法：チケット
カウンター・スタッフから購入・前売り券有

その他にも！
●ビールも冷たく高品質にこだわり、ジョッキはもちろん１０リッ

ター樽、ピッチャーも冷たさを徹底管理しています。

●大人数で座れるベンチシートや立ち飲みカウンターも充実。
大人数でもお一人からでも楽しめます。

このほかにもビールに合う美味しいおつまみや、大通ビヤガー
デン限定メニューなど、楽しみ方盛り沢山でお待ちしています。
本場のビヤガーデンを体験しに、ＴＨＥサッポロビヤガーデン
へ是非お越しください。

▶17年※連続売上ＵＰの北海道の気候
や食材に合わせてつくった北海道限
定のビール。北海道のビールといえば、
このビール！

※17年連続売上前年比100％超えを達成
　（サッポロビール調べ）。

希少な富良野産ホップを使用した、この会場でしか飲めない
限定ビール「サッポロクラシック富良野シトラス」を発売。

北海道限定 サッポロクラシック

中ジョッキ 500ml ¥570
タワーピッチャー
　　　 4,200ml ¥5,500

THEサッポロビヤガーデン限定
サッポロクラシック　富良野シトラス
グラス  400ml ¥670

150g   ¥1,150
300g   ¥2,100

販売時間限定
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札幌の姉妹都市ドイツ・ミュンヘンで行われる世界最大
のビール祭り「オクトーバーフェスト」公式ブリュワリー
の樽生ビールを「札幌ドイツ村」でお楽しみ頂けます。
ミュンヘン市から姉妹都市の証として贈られたマイバ
ウムの下、香り豊かで味わい深いドイツ直輸入樽生
ビールをこの機会に是非どうぞ！
さぁ、みんなでプロースト(乾杯)！

ドイツを代表する本場のソーセージや、アイスバインなどの家庭料理が味わえるほか、
ビールにあうバラエティに富んだメニューをお楽しみください。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎080・3236・9781（7/20～8/15）
　12：00～21：00（LO20：45）
おもてなシートなし、席の予約可（4名以上、席数に限りあり）、
立ち飲みスペースあり、屋根付きスペースあり、ドリンク・フード
購入方法：キャッシュオンデリバリー、クレジットカード不可

全席禁煙席・雨天用テントも充実している快適空間！

本場ドイツの樽生ビールを直送！

▶本場ドイツで定番の白ビール。フルー
ティーで小麦の香りが広がる、苦みが
少なく飲みやすいビール。

◀世界で最初にラガービールを発明
した本家本元の元祖ラガービール。
苦味が少なく爽やか。

400ml ¥1,250

250ml ¥900

P2 MAP 6

西 東

南

北

飲
食
席

飲
食
席

▶

12丁目 10丁目▶

地下鉄1番出入口

▼

テ
レ
ビ
塔
方
向

ドリンクブースフードブース

フードブースドリンクブース喫煙所

飲食席 飲食席

飲食席 飲食席

▶ニュンベルグ地方の名物ソー
セージ。ハーブ&スパイスの絶
妙な美味しさが人気の秘密。

◀塩漬けの豚肉を野菜や香辛料と
ともに数時間煮込んだ、ドイツ
伝統の郷土料理。

▶プレッツェルにモッツァレラチーズを贅
沢に流し込みました。トマトの旨味と
オリーブの酸味がチーズと相性抜群。

フランツィスカーナー・ヴァイスビア

シュパーテン・ミュンヘナー・ヘル
アイスバイン

セミドライトマトとオリーブのチーズプレッツェル

¥700

¥1,200

ニュンベルガーソーセージ

¥600

4種類の樽生ビールの
飲み比べができるお得なセット。

飲み比べセット

お盆期間を除く平日の12:00～17:00限定

¥1,900

●平日の12:00 ～17:00はハッピーアワータイ
ム。お得にビールを楽しめます。（お盆期間
8/13～8/15は除く）

●毎日夕方からはドイツ式乾杯タイム。スタッフと
一緒にプロースト（乾杯）しましょう！

●会場の約半分がテント席。雨が降っても
日差しが強くても快適に過ごせます。またパラ
ソル席もあり、ゆったりとしたレイアウトです。

普段なかなか飲むことができない、世界で人気の高い
生ビール「ギネス」「レーベンブロイ」「カールスバー
グ」「ブルームーン」の外国ビール4種とサッポロクラ
シック、ほかにも世界各国の缶・瓶ビール20種類を味
わえます。また、おつまみは札幌グランドホテル自慢の
豊富な和・洋・中のメニューをご用意しています。

ホテルのシェフがつくる、ビールと相性抜群のおつまみが勢ぞろい。
充実した和・洋・中の本格メニューをお楽しみください。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

☎080・1972・6336（7/20～8/15）
　17：00～21：00、㊏㊐㊗16：00～（LO20：45）
おもてなシートあり（30席）、席の予約可（前日17時までに
連絡）、立ち飲みスペースなし、屋根付きスペースあり、ドリ
ンク・フード購入方法：チケットカウンター、クレジットカード
可（VISA/JCB/MASTER）

ビールチケットを販売

世界のビールと料理長おすすめの料理が味わえる P2 MAP 5

▶
テ
レ
ビ
塔
方
向

地下鉄 4番出入口

9丁目▶◀11丁目

喫煙所

喫煙所

西 東

南

北

飲
食
席

飲
食
席

フードブース

ドリンクブース

おもてなシート

飲食席飲食席

飲食席

飲食席

飲食席

▶トマト、チーズ、バジルのシンプルな組合せですが、そ
のコンビネーションが絶妙に美味しいマルゲリータは
ビールに合うオススメの一品です。

海洋深層水に漬けた鶏肉を鉄板でジューシー
に焼き上げた一品です。

ピッツァ・マルゲリータ

¥1,250

¥850

札幌グランドホテルでは、大通会場で利用できるお得
なビールチケット（5,000円税込）をホテルレストラン

（ノーザンテラスダイナー、黄鶴、環樂、オールドサルー
ン1934、ミザール、ザ・ベーカリー&ペイストリー）にて
販売。このチケットは大通会場世界のビール広場でも

札幌グランドホテルのレストランでも利用できます。
（レストランでのご利用は平成30年9月30日㊐まで）

チキンソテー ハニーマスタードソース

◀独特の濃い琥珀色、苦味、強いホップの
香りがするクリーミーな泡立ちのビール。

¥570ギネス（アイルランド）

◀世界140カ国以上で愛飲されている
ヨーロッパの代表的ビール。

¥570カールスバーグ（デンマーク）

◀伝統の醸造法による麦芽100％の
生ビール。

¥570レーベンブロイ（ドイツ）

◀コリアンダーとオレンジの風味豊かな
クラフトビール。

¥570ブルームーン（アメリカ）

¥570サッポロクラシック（日本）

●札幌グランドホテル
　札幌市中央区北1条西4丁目 ☎011・261・3311 検索札幌ドイツ村詳細はWEBで発信中!

おもてなシート対象会場 ▶P4参照

世界のビール広場 札幌ドイツ村
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2丁
目

絢爛豪華。勇壮豪快。そしてビール。
すすきのの夏を彩る「すすきの祭り」。歩行者天国の路上には100軒もの屋台が皆様をお迎えしています。祭り
の初日には、ビルの谷間で大迫力の太鼓セッションを繰り広げる「連合太鼓」や、かつて遊女の最高位とされた
花魁が、豪華に着飾り、従者を従えて客を迎えに行く道行きを再現した「花魁道中」が行われます。
最終日には7基の神輿が一堂に介する「連合神輿渡御」が行われ、そのほかヨサコイソーラン踊りやすすきの
ナイトフィーバーなど魅力的な催しが3日間にわたって繰り広げられ、町中が活気に溢れるイベントです。

【第54回】

全道から太鼓チームが勢ぞろい。ビル
の谷間に響く太鼓は、迫力満点。

祭のメインイベント。公募による花魁は
「夢千代大夫」「佳津乃大夫」と命名。

8/2 ㊍

8/2 ㊍～4 ㊏

8/3 ㊎ 8/4 ㊏

連合太鼓

すすきの屋台

花魁道中

“YOSAKOIソーラン祭り本祭”の優秀
チームが集合。ネオン輝くすすきので乱
舞する。

自薦、他薦の出演者が、楽しいパフォー
マンスで観客をおもてなし。

ＹＯＳＡＫＯＩ

ステージライブ

市内の神輿が集結。宮入する神輿、飛
び散る汗、声援、真夏の祭りにふさわし
い光景が繰り広げられる。

往年のディスコが復活、観客、実行委員が一
体となって踊り、祭りの掉尾（ちょうび）を飾る。

連合神輿宮入

すすきのナイトフィーバー

主なイベント ※イベントの日程は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

P2 MAP 8

P3 MAP 7

会場：札幌市中央区南5西3（駅前通・南5条交差点周辺）☎011・518･2005（すすきの観光協会）        www.susukino-ta.jp/HP

すすきの
南4条～南6条
西3・4丁目

歩行者天国となった会場内に約100軒もの屋台を設置。
地元や観光客をおもてなし。

すすきの屋台は22：30までなので、さっぽろ大通ビアガーデン営業終了後に場所を移して楽しむことも可能

北海道の盆踊りとして広く親しまれているこの「北海盆踊り」は、さっぽろ
夏まつりでは、1954（昭和29）年の第1回から登場しました。今では海外か
らの観光客の方 も々増え、国際色豊かな盆踊りとしてにぎわっています。
17日に開催される「仮装コンクール」も人気のイベント。毎年、個性あふ
れる仮装に身を包んだ参加者たちがまつり最終日を盛り上げます。

アイディアと個性を活かして
ぜひご参加ください。
入賞者には豪華賞品もあります。

[申込方法] さっぽろ夏まつり実行委員会までメールにて
お申込みいただくか、お電話、FAX、直接下
記までお越しください。

[受付期間] 7/1㊐～8/15㊌（㊏㊐㊗は休み）
[受付締切] 8/15㊌17：00必着※当日の受付はしており

ませんので、必ず事前にお申し込みください。
[申 込 先] さっぽろ夏まつり実行委員会事務局

☎011・281･6400（札幌観光協会）
FAX011・231･1970
MAIL event@sta.or.jp
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センター 4階

仮装コンクール
審　査  8/17㊎ 19：00～20：00予定（大通公園3丁目）
表彰式  8/17㊎ 20：30～（大通公園2丁目）
※雨天時は札幌市役所本庁舎1階で開催します。

北海盆踊り
8/11㊏㊗～16㊍ 19：00～21：00
8/17㊎ 19：00～20：20予定
会場：大通公園2丁目

～8/178/11 祝土 金 18：00～21：00 ～8/48/2 木 土

浴衣の共演

HTBの人気キャラクター onちゃんが毎日登場

たくさんの市民でにぎわう会場

子供盆踊り
8/11㊏㊗～17㊎ 18：00～19：00

抽選（当日、会場での申込）で当たった子供は、
やぐら上で和太鼓を打つ体験ができます。
受付時間：毎日17：30～18：00
受付場所：西2丁目東側運営本部

仮装コンクール
参加者募集！
仮仮仮装装装装 ククククク ルルル
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チームが集合。ネオン輝くすすきので乱
舞する。

自薦、他薦の出演者が、楽しいパフォー
マンスで観客をおもてなし。

ＹＯＳＡＫＯＩ

ステージライブ

市内の神輿が集結。宮入する神輿、飛
び散る汗、声援、真夏の祭りにふさわし
い光景が繰り広げられる。

往年のディスコが復活、観客、実行委員が一
体となって踊り、祭りの掉尾（ちょうび）を飾る。

連合神輿宮入

すすきのナイトフィーバー

主なイベント ※イベントの日程は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

P2 MAP 8

P3 MAP 7

会場：札幌市中央区南5西3（駅前通・南5条交差点周辺）☎011・518･2005（すすきの観光協会）        www.susukino-ta.jp/HP

すすきの
南4条～南6条
西3・4丁目

歩行者天国となった会場内に約100軒もの屋台を設置。
地元や観光客をおもてなし。

すすきの屋台は22：30までなので、さっぽろ大通ビアガーデン営業終了後に場所を移して楽しむことも可能

北海道の盆踊りとして広く親しまれているこの「北海盆踊り」は、さっぽろ
夏まつりでは、1954（昭和29）年の第1回から登場しました。今では海外か
らの観光客の方 も々増え、国際色豊かな盆踊りとしてにぎわっています。
17日に開催される「仮装コンクール」も人気のイベント。毎年、個性あふ
れる仮装に身を包んだ参加者たちがまつり最終日を盛り上げます。

アイディアと個性を活かして
ぜひご参加ください。
入賞者には豪華賞品もあります。

[申込方法] さっぽろ夏まつり実行委員会までメールにて
お申込みいただくか、お電話、FAX、直接下
記までお越しください。

[受付期間] 7/1㊐～8/15㊌（㊏㊐㊗は休み）
[受付締切] 8/15㊌17：00必着※当日の受付はしており

ませんので、必ず事前にお申し込みください。
[申 込 先] さっぽろ夏まつり実行委員会事務局

☎011・281･6400（札幌観光協会）
FAX011・231･1970
MAIL event@sta.or.jp
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センター 4階

仮装コンクール
審　査  8/17㊎ 19：00～20：00予定（大通公園3丁目）
表彰式  8/17㊎ 20：30～（大通公園2丁目）
※雨天時は札幌市役所本庁舎1階で開催します。

北海盆踊り
8/11㊏㊗～16㊍ 19：00～21：00
8/17㊎ 19：00～20：20予定
会場：大通公園2丁目

～8/178/11 祝土 金 18：00～21：00 ～8/48/2 木 土

浴衣の共演

HTBの人気キャラクター onちゃんが毎日登場

たくさんの市民でにぎわう会場

子供盆踊り
8/11㊏㊗～17㊎ 18：00～19：00

抽選（当日、会場での申込）で当たった子供は、
やぐら上で和太鼓を打つ体験ができます。
受付時間：毎日17：30～18：00
受付場所：西2丁目東側運営本部

仮装コンクール
参加者募集！
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夏限定の旨辛メニューが登場！麻辣火鍋や帆立貝の
旨辛炒めなど、ビールによく合う多彩な味わいをご用意
しております。生ビールを含むフリードリンク付きのパー
ティープラン（¥3,900～)もおすすめです。

会場：札幌市中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル別館1階
       「北海道ダイニング ビッグジョッキ」

札幌グランドホテル 夏の旨辛フェア

7/2㊊～8/31㊎ 17：00～21：00（LO）
※7/8㊐、7/16㊊は定休日

「元祖ラーメンサラダ」発祥のお店で
す。ぜひ本物の味をご賞味ください。

☎ 011・261・3376（食堂予約係）　　 https://www.grand1934.com/HP

TOPICS

ビアガーデン
市内の

事前予約で約100名様までの団体利用も対応。ホテル
シェフによるビールによく合うお料理の数々をお愉しみ
ください。お得なプレミアムビアガーデンチケット（1冊
3,000円）のご購入で550円の生ビールが500円に！

会場：札幌市中央区南10西3 札幌パークホテル

札幌パークホテル 納涼ビアガーデン 2018

7/1㊐～9/2㊐ 17：00～21：00（㊏㊐㊗16：00～21：00）
※8/2㊍、8/17㊎～19㊐は休業

ホテル内のビアガーデンメニューコン
テストの入賞作品も登場！7/27㊎の

「花火大会ビアガーデン」の予約も受
け付け中！

☎ 011・511・3136（食堂予約係）　　www.park1964.comHP

TOPICS

屋上でハワイ＆メキシカンがテーマのアロハアミーゴビアガーデンを
開催。本場ハワイコナビールからメキシコビール南国トロピカルカクテル
やテキーラなど様 な々ドリンクと本格的なハワイローカル料理やスパイ
シーなメキシカン料理をご用意。札幌のソウルフード“ジンギスカン”も
ご用意しています。ステージでは連日フラダンスやウクレレなどのショー
も開催。全350席の開放的な空間で最高の夏をお過ごしください。

会場：札幌市中央区南３条西５丁目 ノルベサビル７階 南テラス

ノルベサビアガーデン
THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL ALOHA AMIGO

6/15㊎～9/15㊏ ㊊～㊎１６：００～２４：００
㊏㊐㊗１５：００～２４：００

☎ 011・261・5588         https://www.hotpepper.jp/strJ000972613/HP

今年は人気のBBQセット（3,500円）をはじめ、5つのコー
スとバラエティ豊かなアラカルトを用意。プラス2,000円で
100分飲み放題付きに。パーゴラテントを設置しているの
で、雨や日差しを気にせず、ビアガーデンを楽しめる。

会場：札幌市中央区南8西5 札幌エクセルホテル東急1F

札幌エクセルホテル東急ビアガーデン2018

7/1㊐～8/31㊎ 平日㊊～㊎16：00～21：30（LO20：30）
㊏㊐㊗      12：00～21：30（LO20：30）

※6/1㊎～30㊏、9/1㊏～17㊊は10名様からの予約営業（ご予約は3日前まで）

ご予約特典
よなよなエール（クラフトビール樽生）
お一人様1杯サービス

☎ 011・530･3304　 　www.sapporo-e.tokyuhotels.co.jpHP

BEER GARDENS

生ビールとおつまみの食べ飲み放題のお店が期間限定で登場!ビールに合う
特製中華のおつまみやシメパフェなど単品メニューも充実。お得なチケットご
利用で、アサヒスーパードライエクストラコールド含む90分飲み放題付、おつま
み5品食べ放題付が、通常4,000円⇒3,600円に。テラス席もあり(全席禁煙)。

会場：札幌市中央区北５条西５丁目 センチュリーロイヤルホテル２F 

センチュリーロイヤルホテル ビアフェスタ in YUUYOO亭

7/13㊎～8/12㊐

☎ 011・221・3002（宴会営業部直通）　　 http://www.cr-hotel.comHP

ホテル開業45周年を記念したテラスパーティープラ
ン(4,500円)が新登場!焼き餃子や十勝牛のサーロ
インステーキ他全6品と90分飲み放題付※8名様
より。2日前までの要予約。

㊊～㊎17：00～21：30（LO 21：00）、 ㊏㊐㊗16：00～21：30（LO 21：00）

JRA札幌競馬場から、かわいいポニーが遊びに来ます！西4丁目
公園内で馬車にも試乗いただけます。（先着30組限定）

札幌競馬場では、競馬開催期間中
（7/28～9/2）の毎週土曜日と日曜日
に、馬とのふれあいイベントを実施し
ています。詳細は、JRAホームページ

（札幌競馬場）でご覧ください。

・ジンギスカン食べ飲み放題120分4,000円
・ハワイアンBBQコース 料理8品飲み放題
  120分3,500円
・飲み放題コース120分2,000円

ご
予
約
受
付
中
！

※天候や馬の体調によっては、時間の変更やイベントを中止させていただく場合がございます。   ※馬車試乗会については、状況によって整理券を配布する場合がございます。

会場：大通公園西４丁目 
8/10㊎ 雨天中止 12：00～15：00  ※馬車試乗会は、14：00～（先着30組限定）

検索札幌競馬場☎ 011・726・0461（札幌競馬場）        http://jra.jp またはHP

TOPICS

TOPICS

生ビール・ワイン・ウィスキー・焼酎・日本酒・梅酒など
飲み物とシェフおすすめ料理の食べ飲み放題が、90
分2,900円、120分3,300円！仕事帰りの1杯からご
宴会まで様 な々シーンでお楽しみください。

会場：札幌市北2条西1丁目1-1 ニューオータニイン札幌1階

ニューオータニイン札幌 カジュアルナイトフェア

6/1㊎～8/31㊎ ㊊～㊎開催（平日限定）
１7：００～２1：００

「ちょい飲みプラン」60分食べ飲み
放題1,800円（18：30迄）、「女子
会プラン」１２０分食べ飲み放題
2,980円もあり。

☎ 011・222・1522（レストラン予約直通）　　https://newotanisapporo.comHP

TOPICS TOPICS

TOPICS

1514

ユーヨー

夏限定の旨辛メニューが登場！麻辣火鍋や帆立貝の
旨辛炒めなど、ビールによく合う多彩な味わいをご用意
しております。生ビールを含むフリードリンク付きのパー
ティープラン（¥3,900～)もおすすめです。

会場：札幌市中央区北1条西4丁目札幌グランドホテル別館1階
       「北海道ダイニング ビッグジョッキ」

札幌グランドホテル 夏の旨辛フェア

7/2㊊～8/31㊎ 17：00～21：00（LO）
※7/8㊐、7/16㊊は定休日

「元祖ラーメンサラダ」発祥のお店で
す。ぜひ本物の味をご賞味ください。

☎ 011・261・3376（食堂予約係）　　 https://www.grand1934.com/HP

TOPICS

ビアガーデン
市内の

事前予約で約100名様までの団体利用も対応。ホテル
シェフによるビールによく合うお料理の数々をお愉しみ
ください。お得なプレミアムビアガーデンチケット（1冊
3,000円）のご購入で550円の生ビールが500円に！

会場：札幌市中央区南10西3 札幌パークホテル

札幌パークホテル 納涼ビアガーデン 2018

7/1㊐～9/2㊐ 17：00～21：00（㊏㊐㊗16：00～21：00）
※8/2㊍、8/17㊎～19㊐は休業

ホテル内のビアガーデンメニューコン
テストの入賞作品も登場！7/27㊎の

「花火大会ビアガーデン」の予約も受
け付け中！

☎ 011・511・3136（食堂予約係）　　www.park1964.comHP

TOPICS

屋上でハワイ＆メキシカンがテーマのアロハアミーゴビアガーデンを
開催。本場ハワイコナビールからメキシコビール南国トロピカルカクテル
やテキーラなど様 な々ドリンクと本格的なハワイローカル料理やスパイ
シーなメキシカン料理をご用意。札幌のソウルフード“ジンギスカン”も
ご用意しています。ステージでは連日フラダンスやウクレレなどのショー
も開催。全350席の開放的な空間で最高の夏をお過ごしください。

会場：札幌市中央区南３条西５丁目 ノルベサビル７階 南テラス

ノルベサビアガーデン
THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL ALOHA AMIGO

6/15㊎～9/15㊏ ㊊～㊎１６：００～２４：００
㊏㊐㊗１５：００～２４：００

☎ 011・261・5588         https://www.hotpepper.jp/strJ000972613/HP

今年は人気のBBQセット（3,500円）をはじめ、5つのコー
スとバラエティ豊かなアラカルトを用意。プラス2,000円で
100分飲み放題付きに。パーゴラテントを設置しているの
で、雨や日差しを気にせず、ビアガーデンを楽しめる。

会場：札幌市中央区南8西5 札幌エクセルホテル東急1F

札幌エクセルホテル東急ビアガーデン2018

7/1㊐～8/31㊎ 平日㊊～㊎16：00～21：30（LO20：30）
㊏㊐㊗      12：00～21：30（LO20：30）

※6/1㊎～30㊏、9/1㊏～17㊊は10名様からの予約営業（ご予約は3日前まで）

ご予約特典
よなよなエール（クラフトビール樽生）
お一人様1杯サービス

☎ 011・530･3304　 　www.sapporo-e.tokyuhotels.co.jpHP

BEER GARDENS

生ビールとおつまみの食べ飲み放題のお店が期間限定で登場!ビールに合う
特製中華のおつまみやシメパフェなど単品メニューも充実。お得なチケットご
利用で、アサヒスーパードライエクストラコールド含む90分飲み放題付、おつま
み5品食べ放題付が、通常4,000円⇒3,600円に。テラス席もあり(全席禁煙)。

会場：札幌市中央区北５条西５丁目 センチュリーロイヤルホテル２F 

センチュリーロイヤルホテル ビアフェスタ in YUUYOO亭

7/13㊎～8/12㊐

☎ 011・221・3002（宴会営業部直通）　　 http://www.cr-hotel.comHP

ホテル開業45周年を記念したテラスパーティープラ
ン(4,500円)が新登場!焼き餃子や十勝牛のサーロ
インステーキ他全6品と90分飲み放題付※8名様
より。2日前までの要予約。

㊊～㊎17：00～21：30（LO 21：00）、 ㊏㊐㊗16：00～21：30（LO 21：00）

JRA札幌競馬場から、かわいいポニーが遊びに来ます！西4丁目
公園内で馬車にも試乗いただけます。（先着30組限定）

札幌競馬場では、競馬開催期間中
（7/28～9/2）の毎週土曜日と日曜日
に、馬とのふれあいイベントを実施し
ています。詳細は、JRAホームページ

（札幌競馬場）でご覧ください。

・ジンギスカン食べ飲み放題120分4,000円
・ハワイアンBBQコース 料理8品飲み放題
  120分3,500円
・飲み放題コース120分2,000円

ご
予
約
受
付
中
！

※天候や馬の体調によっては、時間の変更やイベントを中止させていただく場合がございます。   ※馬車試乗会については、状況によって整理券を配布する場合がございます。

会場：大通公園西４丁目 
8/10㊎ 雨天中止 12：00～15：00  ※馬車試乗会は、14：00～（先着30組限定）

検索札幌競馬場☎ 011・726・0461（札幌競馬場）        http://jra.jp またはHP

TOPICS

TOPICS

生ビール・ワイン・ウィスキー・焼酎・日本酒・梅酒など
飲み物とシェフおすすめ料理の食べ飲み放題が、90
分2,900円、120分3,300円！仕事帰りの1杯からご
宴会まで様 な々シーンでお楽しみください。

会場：札幌市北2条西1丁目1-1 ニューオータニイン札幌1階

ニューオータニイン札幌 カジュアルナイトフェア

6/1㊎～8/31㊎ ㊊～㊎開催（平日限定）
１7：００～２1：００

「ちょい飲みプラン」60分食べ飲み
放題1,800円（18：30迄）、「女子
会プラン」１２０分食べ飲み放題
2,980円もあり。

☎ 011・222・1522（レストラン予約直通）　　https://newotanisapporo.comHP

TOPICS TOPICS

TOPICS

1514
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北海道限定 サッポロクラシックに合う アラカルトメニューが豊富

枝豆 ¥500

スパイシーポテトフライ ¥620

マスタードポテトサラダ ¥580

味付きうずらの玉子 スモーク風味 ¥680

チョコレートとチーズの盛り合わせ ¥780

塩レモンキャベツ ¥500

ガーリックシュリンプ ¥780

ロールキャベツのトマト煮込み ¥980

ザンギ3兄弟 ¥980
サッポロクラシックのTV-CMで話題の新メニューです。

黒いソース焼きそば ¥680

オードブル盛り合わせ ¥1,980

営業時間：12：00～21：00 ※事前連絡で席の予約が可能
会　　場：札幌市中央区南3条東1丁目・西1丁目　

7/20㊎～8/15㊌

創成川公園に期間限定で登場の小樽ビール狸ニ条ビアガーデ
ン。小樽の醸造所から直送の7種類のビールが用意されており、
会場はドイツの軽快な音楽が流れて雰囲気を盛り上げます。
すべてドイツ人ブラウエンジニアが醸造する本格ビールで、香
り高いホップと麦芽の風味がしっかりと味わえます。自分に合っ
たお気に入りのビールを見つけてこころゆくまで楽しんで。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。 価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

小樽ビール

狸二条 ビアガーデン
小樽ビール

狸二条 ビアガーデン

創成川公園で
7種類のビールが味わえる
ビアガーデン

さっぽろテレビ塔
サッポロクラシックビヤガーデン
さっぽろテレビ塔
サッポロクラシックビヤガーデン

大通公園１丁目会場
「サマースクエア 2018」

サッポロクラシックビヤガーデン　
12：00～22：00（LO21：30）予約可能
（イベント・悪天候等により営業時間を変更する場合があります。電話でご確認お願いします。）

5/24㊍～9/1㊏

北海道を代表するブランド、
サッポロビールが誇る北海
道限定クラシックのビヤガー
デンです。札幌中心地ど真
ん中で、ロングラン営業！『北
海道ＯＮＬＹ時間』をコン
セプトに、サッポロクラシッ
クの世界観を創出します。

大通公園のビヤガーデンで最速スタート！ 
テレビ塔真下の大通ビヤガーデン1丁目会場、開催！

☎011・241・1131（さっぽろテレビ塔）　　 www.tv-tower.co.jp
☎011・252・1800（ビヤガーデン ニュー三幸）　　 www.newsanko.co.jp/HP

HP

北海道の夏限定！
クラシック〔夏の爽快〕の
樽生ビールが飲めるのは、
全国でここだけ！！

ビール7種類楽しめるのは
小樽ビールだけ！

☎090・9519・0106  　　http://otarubeer.com/jp/HP

◀ビールには
  欠かせない。

P3 MAP 9 P3 MAP10

各Sサイズ 300ml ¥500
各Mサイズ 500ml ¥600
飲み放題プラン 最大4時間 ¥2,200
■１2：００～16：００（LO/15：30）先着25名まで
■１7：００～21：００（LO/20：45）先着50名まで
※ともに事前予約・席取り不可

特製味付けラムのジンギスカン
食べ飲み放題 100分

◀提供しているジンギスカンは、プライベート
ブランドで1992年から変わらない製法で、
味を守っています。
1名 ¥4,700

特製味付けラムのジンギスカンと
鶏&豚ジンギスカン食べ飲み放題 100分

▶すっかり定番になった3種ジンギスカン。
別々でも追加注文を承っております。

1名 ¥4,700

山わさびジンギスカン
◀サッポロクラシックのTV-CMで話題の

新メニューです。
¥1,300

◀最高級のホップを
使った芳醇な香り
と爽快な飲み心地。

ピルスナー

◀厳選された4種類
の麦芽のブレンド
によるコクとほの
かな甘味。

ドンケル 

◀バナナのようなフ
ルーティーな香りと
爽やかなのどごし。

ヴァイス

◀魅惑的な色をした
フルーツ発泡酒。甘
酸っぱく、クリーミー
な泡が魅力的。

チェリービール

◀旧東ドイツの伝統的なビ
ール。ローストフレーバー
とダークカラー。

シュヴァルツ

◀ヴァイスビールにシロップ
を加えた、ス～っとした風
味のビール。

ヴァルトマイスター 

◀ビールをレモネードで割った
レモンの香りがするさわやか
な味の低アルコールビール。

ラードラァ

ソーセージ
盛り合わせ（3本） 

¥800

しまほっけ半身焼き
◀ローストチキン、パンほか
  オトクな盛り合わせ。

ローストチキンプレート

¥1,200

◀１時間じっくり蒸し焼きにした
ローストチキンです。かけた
時間が最高のスパイスです。

ローストチキン半身 

¥700

◀北海道産しまほっけ
¥800
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北海道限定 サッポロクラシックに合う アラカルトメニューが豊富

枝豆 ¥500
スパイシーポテトフライ ¥620
塩レモンキャベツ ¥500
香港風焼きそば ¥700
若鶏ザンギ ¥780
珍味盛り合わせ ¥1,000
山わさびクリームチーズ ¥600

営業時間：12：00～21：00 ※事前連絡で席の予約が可能
会　　場：札幌市中央区南3条東1丁目・西1丁目　

7/20㊎～8/15㊌

創成川公園に期間限定で登場の小樽ビール狸ニ条ビアガーデ
ン。小樽の醸造所から直送の7種類のビールが用意されており、
会場はドイツの軽快な音楽が流れて雰囲気を盛り上げます。
すべてドイツ人ブラウエンジニアが醸造する本格ビールで、香
り高いホップと麦芽の風味がしっかりと味わえます。自分に合っ
たお気に入りのビールを見つけてこころゆくまで楽しんで。

価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。 価格は税込です。メニューは一例です。写真はイメージです。その他多彩にご用意しています。

小樽ビール

狸二条 ビアガーデン
小樽ビール

狸二条 ビアガーデン

創成川公園で
7種類のビールが味わえる
ビアガーデン

さっぽろテレビ塔
サッポロクラシックビヤガーデン
さっぽろテレビ塔
サッポロクラシックビヤガーデン

大通公園１丁目会場
「サマースクエア 2018」

サッポロクラシックビヤガーデン　
12：00～22：00（LO21：30）予約可能
（イベント・悪天候等により営業時間を変更する場合があります。電話でご確認お願いします。）

5/24㊍～9/1㊏

北海道を代表するブランド、
サッポロビールが誇る北海
道限定クラシックのビヤガー
デンです。札幌中心地ど真
ん中で、ロングラン営業！『北
海道ＯＮＬＹ時間』をコン
セプトに、サッポロクラシッ
クの世界観を創出します。

大通公園のビヤガーデンで最速スタート！ 
テレビ塔真下の大通ビヤガーデン1丁目会場、開催！

☎011・241・1131（さっぽろテレビ塔）　　 www.tv-tower.co.jp
☎011・252・1800（ビヤガーデン ニュー三幸）　　 www.newsanko.co.jp/HP

HP

北海道の夏限定！
クラシック〔夏の爽快〕の
樽生ビールが飲めるのは、
全国でここだけ！！

ビール7種類楽しめるのは
小樽ビールだけ！

☎090・9519・0106  　　http://otarubeer.com/jp/HP

コンサドーレ勝利の肉盛りイレブン
 ¥9,800
フライド唐辛子と白い恋人の赤黒甘辛盛り
 ¥600
キャロット・ラペのレーズン添え赤黒サラダ
 ¥500

◀ビールには
  欠かせない。

P3 MAP 9 P3 MAP10

各Sサイズ 300ml ¥500
各Mサイズ 500ml ¥600
飲み放題プラン 最大4時間 ¥2,200
■１2：００～16：００（LO/15：30）先着25名まで
■１7：００～21：００（LO/20：45）先着50名まで
※ともに事前予約・席取り不可

特製味付けラムのジンギスカン
食べ飲み放題 100分

お1人様 ¥4,700

特製味付けラムのジンギスカンと
鶏&豚ジンギスカン食べ飲み放題 100分

▶すっかり定番になった3種ジンギスカン。
別々でも追加注文を承っております。

お1人様 ¥4,700

山わさびジンギスカン
◀サッポロクラシックのTV-CMで話題の

メニューです。
¥1,400

◀最高級のホップを
使った芳醇な香り
と爽快な飲み心地。

ピルスナー

◀厳選された4種類
の麦芽のブレンド
によるコクとほの
かな甘味。

ドンケル 

◀バナナのようなフ
ルーティーな香りと
爽やかなのどごし。

ヴァイス

◀魅惑的な色をした
フルーツ発泡酒。甘
酸っぱく、クリーミー
な泡が魅力的。

チェリービール

◀旧東ドイツの伝統的なビ
ール。ローストフレーバー
とダークカラー。

シュヴァルツ

◀ヴァイスビールにシロップ
を加えた、ス～っとした風
味のビール。

ヴァルトマイスター 

◀ビールをレモネードで割った
レモンの香りがするさわやか
な味の低アルコールビール。

ラードラァ

ソーセージ
盛り合わせ（3本） 

¥800

しまほっけ半身焼き
◀ローストチキン、パンほか
  オトクな盛り合わせ。

ローストチキンプレート

¥1,200

◀１時間じっくり蒸し焼きにした
ローストチキンです。かけた
時間が最高のスパイスです。

ローストチキン半身 

¥700

◀北海道産しまほっけ
¥800

北海道コンサドーレ札幌コラボメニュー！北海道コンサドーレ札幌コラボメニュー！
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MENU
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■さっぽろ夏まつり実行委員会　　■発行日／2018年6月30日　※6月16日現在の情報です。　※開催行事、日程・時間等は変更となる場合があります。

その他、夏のイベント

　 札幌駅前通（南6条通～南7条通間）とすすきの花小路
☎011・511･7659（薄野おもてなし縁市実行委員会） ㈱ヤマカ佐藤 内

　札幌市荒井山シャンツェ
☎011・221・1661（（公財）札幌スキー連盟 事務局）

　札幌市宮の森ジャンプ競技場
☎011・221･1661（（公財）札幌スキー連盟 事務局）

小樽ビール 狸二条ビアガーデン

第65回 狸まつり
●7/28㊏ 17：00～22：00ナイトバーゲン
●8/4㊏ 狸八徳例大祭（狸太鼓演奏、子供みこし渡御、狸神輿渡御）

札幌演劇シーズン2018-夏

第9回 薄野おもてなし縁市

第15回 札幌市長杯 荒井山ジュニアサマージャンプ大会

第36回 札幌市長杯 宮の森サマージャンプ大会

7/20㊎～8/15㊌

7/28㊏～8/25㊏

7/19㊍～21㊏

7/31㊋

8/4㊏

大通公園西3丁目　☎011・251･0438（大通公園管理事務所）大通公園カフェテラス5/29㊋～8/16㊍

定山渓二見公園～二見吊橋　☎011・598・2012（（一社） 定山渓観光協会）JOZANKEI NATURE LUMINARIE6/1㊎～10/21㊐

　 市内5劇場　☎011・281・6680（札幌演劇シーズン実行委員会事務局 （株）ノヴェロ内）

T×T GARAGE PRESENTS
第8回 真駒内花火大会7/7㊏

　真駒内セキスイハイムスタジアム
☎011・841･8166（真駒内花火大会実行委員会）
　　www.makomanai-hanabi.com

さっぽろ羊ヶ丘展望台　☎011・851･3080（展望台管理事務所）さっぽろ羊ヶ丘展望台「夏休みイベント」7/27㊎～8/26㊐

JRA札幌競馬場  馬とのふれあい8/10㊎

第54回 すすきの祭り8/2㊍～4㊏

夜の動物園8/10㊎～15㊌ 札幌市円山動物園　☎011・621･1426（札幌市円山動物園）

さっぽろテレビ塔 サッポロクラシックビヤガーデン5/24㊍～9/1㊏ ▶17Ｐへ

ニューオータニイン札幌 カジュアルナイトフェア6/1㊎～8/31㊎ ▶14Ｐへ

札幌パークホテル 納涼ビアガーデン 20187/1㊐～9/2㊐ ▶14Ｐへ

札幌グランドホテル 夏の旨辛フェア7/2㊊～8/31㊎ ▶15Ｐへ

札幌エクセルホテル東急ビアガーデン20187/1㊐～8/31㊎ ▶14Ｐへ

▶16Ｐへ

▶13Ｐへ

▶14Ｐへ

7/20㊎～8/17㊎
　 札幌市中央区（狸小路1～7）
☎011・241･5125（狸小路商店街）
  　 www.tanukikoji.or.jp

2018道新・UHB花火大会7/27㊎
（荒天時は8/10に延期）

　 豊平川（南大橋～幌平橋間）　☎011・210・5733（北海道新聞社 事業センター）
※9：30～17：30㊏㊐㊗を除く
※当日の開催可否の案内はテレドーム ☎0180・99･3776

センチュリーロイヤルホテル ビアフェスタ in YUUYOO亭7/13㊎～8/12㊐ ▶15Ｐへ
ユーヨー

協 賛 各 社 一 覧
私たちは第65回さっぽろ夏まつりを応援しています。

北海道百貨店協会

日本航空㈱

全日本空輸㈱

㈱JTB

㈱日本旅行北海道

㈱近畿日本ツーリスト北海道

北海道中央バス㈱

㈱じょうてつ

札幌ホテル旅館協同組合

㈱グランビスタホテル＆リゾート　
札幌グランドホテル

㈱グランビスタホテル＆リゾート　
札幌パークホテル

札幌プリンスホテル

㈱京王プラザホテル札幌

ニューオータニイン札幌

ホテルサンルートニュー札幌

日本ビューホテル㈱
札幌ビューホテル大通公園

ロイトン札幌

プレミアホテル 中島公園 札幌

ホテルロンシャンサッポロ

札幌エクセルホテル東急

ホテルリソル札幌中島公園

ホテルクラビーサッポロ

ホテルオークラ札幌

メルキュールホテル札幌

ホテル京阪札幌

㈱東横イン

センチュリーロイヤルホテル

ホテル札幌ガーデンパレス

プレミアホテル－CABIN－札幌

札幌第一ホテル

定山渓ホテル

ホテルリソルトリニティ札幌

㈱三八

㈱ナシオ

洋菓子きのとや

㈱ロイズコンフェクト

㈱札幌丸井三越

㈱ラルズ

㈱ニッセンレンエスコート

㈱ほくせん

札幌狸小路商店街振興組合

一番街商店街振興組合

札幌三番街商店街振興組合

㈱北海道観光物産興社
スーベニール・オタルカン

北海道酒類販売㈱

ぎょれん販売㈱

㈱パルコ

北海道ガス㈱

㈱ユニ・フォト

㈱南華園

㈱ヤシマ保全

札幌電設工事㈱

藤夫興産

北海道放送㈱

㈱ジェイコム札幌

㈱プランニング・ホッコー

㈲ステップス

㈱北海道博報堂

㈱北海道銀行

㈱北洋銀行

㈱東洋実業

北海道旅客鉄道㈱

（一社）札幌物産協会

㈱札幌振興公社

北海道酒造組合

伊藤組土建㈱

NPO法人北海道の地域文化を守る会

北海道新聞社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、道新スポーツ、NHK札幌放送局、
北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、UHB北海道文化放送、テレビ北海道、STVラジオ、
AIR-G'エフエム北海道、FMノースウェーブ、ジェイコム札幌

後 援

一般社団法人　札幌ハイヤー協会

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

19
18

ノルベサビアガーデン THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL ALOHA AMIGO6/15㊎～9/15㊏ ▶15Ｐへ

SAPPORO CITY JAZZ 2018夏
●7/22㊐ノースジャムセッション7/14㊏～22㊐

　大通公園西2丁目、札幌駅前通ほか
　札幌芸術の森  野外ステージ

☎011・592･4125
（サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会）

■さっぽろ夏まつり実行委員会　　■発行日／2018年6月30日　※6月16日現在の情報です。　※開催行事、日程・時間等は変更となる場合があります。

その他、夏のイベント

　 札幌駅前通（南6条通～南7条通間）とすすきの花小路
☎011・511･7659（薄野おもてなし縁市実行委員会） ㈱ヤマカ佐藤 内

　札幌市荒井山シャンツェ
☎011・221・1661（（公財）札幌スキー連盟 事務局）

　札幌市宮の森ジャンプ競技場
☎011・221･1661（（公財）札幌スキー連盟 事務局）

小樽ビール 狸二条ビアガーデン

第65回 狸まつり
●7/28㊏ 17：00～22：00ナイトバーゲン
●8/4㊏ 狸八徳例大祭（狸太鼓演奏、子供みこし渡御、狸神輿渡御）

札幌演劇シーズン2018-夏

第9回 薄野おもてなし縁市

第15回 札幌市長杯 荒井山ジュニアサマージャンプ大会

第36回 札幌市長杯 宮の森サマージャンプ大会

7/20㊎～8/15㊌

7/28㊏～8/25㊏

7/19㊍～21㊏

7/31㊋

8/4㊎

大通公園西3丁目　☎011・251･0438（大通公園管理事務所）大通公園カフェテラス5/29㊋～8/16㊍

定山渓二見公園～二見吊橋　☎011・598・2012（（一社） 定山渓観光協会）JOZANKEI NATURE LUMINARIE6/1㊎～10/21㊐

　 市内5劇場　☎011・281・6680（札幌演劇シーズン実行委員会事務局）

T×T GARAGE PRESENTS
第8回 北海道真駒内花火大会2018

7/7㊏
19：50～21：00

　真駒内セキスイハイムスタジアム
☎011・841･8166（真駒内花火大会実行委員会）
　　www.makomanai-hanabi.com

さっぽろ羊ヶ丘展望台　☎011・851･3080（展望台管理事務所）さっぽろ羊ヶ丘展望台「夏休みイベント」7/27㊎～8/26㊐

JRA札幌競馬場  馬とのふれあい8/10㊎

第54回 すすきの祭り8/2㊍～4㊏

夜の動物園8/10㊎～15㊌ 札幌市円山動物園　☎011・621･1426（札幌市円山動物園）

さっぽろテレビ塔 サッポロクラシックビヤガーデン5/24㊍～9/1㊏ ▶17Ｐへ

ニューオータニイン札幌 カジュアルナイトフェア6/1㊎～8/31㊎ ▶14Ｐへ

札幌パークホテル 納涼ビアガーデン 20187/1㊐～9/2㊐ ▶14Ｐへ

札幌グランドホテル 夏の旨辛フェア7/2㊊～8/31㊎ ▶15Ｐへ

札幌エクセルホテル東急ビアガーデン20187/1㊐～8/31㊎ ▶14Ｐへ

▶16Ｐへ

▶13Ｐへ

▶14Ｐへ

7/20㊎～8/17㊎
　 札幌市中央区（狸小路1～7）
☎011・241･5125（狸小路商店街）
  　 www.tanukikoji.or.jp

2018道新・UHB花火大会
7/27㊎
19：40～20：30 （約50分）

（荒天時は8/10に延期）

　 豊平川（南大橋～幌平橋間）　☎011・210・5732（北海道新聞社 事業センター）
※9：30～17：30㊏㊐㊗を除く
※当日の開催可否の案内はテレドーム ☎0180・99･3776

センチュリーロイヤルホテル ビアフェスタ in YUUYOO亭7/13㊎～8/12㊐ ▶15Ｐへ
ユーヨー

協 賛 各 社 一 覧
私たちは第65回さっぽろ夏まつりを応援しています。

北海道百貨店協会

日本航空㈱

全日本空輸㈱

㈱JTB

㈱日本旅行北海道

㈱近畿日本ツーリスト北海道

北海道中央バス㈱

㈱じょうてつ

札幌ホテル旅館協同組合

㈱グランビスタホテル＆リゾート　
札幌グランドホテル

㈱グランビスタホテル＆リゾート　
札幌パークホテル

札幌プリンスホテル

㈱京王プラザホテル札幌

ニューオータニイン札幌

ホテルサンルートニュー札幌

日本ビューホテル㈱
札幌ビューホテル大通公園

ロイトン札幌

プレミアホテル 中島公園 札幌

ホテルロンシャンサッポロ

札幌エクセルホテル東急

ホテルリソル札幌中島公園

ホテルクラビーサッポロ

ホテルオークラ札幌

メルキュールホテル札幌

ホテル京阪札幌

㈱東横イン

センチュリーロイヤルホテル

ホテル札幌ガーデンパレス

プレミアホテル－CABIN－札幌

札幌第一ホテル

定山渓ホテル

ホテルリソルトリニティ札幌

㈱三八

㈱ナシオ

洋菓子きのとや

㈱ロイズコンフェクト

㈱札幌丸井三越

㈱ラルズ

㈱ニッセンレンエスコート

㈱ほくせん

札幌狸小路商店街振興組合

一番街商店街振興組合

札幌三番街商店街振興組合

㈱北海道観光物産興社
スーベニール・オタルカン

北海道酒類販売㈱

ぎょれん販売㈱

㈱パルコ

北海道ガス㈱

㈱ユニ・フォト

㈱南華園

㈱ヤシマ保全

札幌電設工事㈱

藤夫興産

北海道放送㈱

㈱ジェイコム札幌

㈱プランニング・ホッコー

㈲ステップス

㈱北海道博報堂

㈱北海道銀行

㈱北洋銀行

㈱東洋実業

北海道旅客鉄道㈱

（一社）札幌物産協会

㈱札幌振興公社

北海道酒造組合

伊藤組土建㈱

NPO法人北海道の地域文化を守る会

北海道新聞社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、道新スポーツ、NHK札幌放送局、
北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、UHB北海道文化放送、テレビ北海道、STVラジオ、
AIR-G'エフエム北海道、FMノースウェーブ、ジェイコム札幌

後 援

一般社団法人　札幌ハイヤー協会

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

19
18

ノルベサビアガーデン THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL ALOHA AMIGO6/15㊎～9/15㊏ ▶15Ｐへ

SAPPORO CITY JAZZ 2018夏
●7/22㊐ノースジャムセッション7/14㊏～22㊐

　大通公園西2丁目、札幌駅前通ほか
　札幌芸術の森  野外ステージ

☎011・592･4125
（サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会）


