translation 2

北 海 道 のシン ボ ル「 赤 れ んが 」
札 幌 駅 周 辺 は、ぶらり散 歩 に最 適

札幌駅エリアは、街の玄関口である札幌駅を中心に大
丸デパートや札幌ステラプレイス・ＰＡＳＥＯなどの大型施
設に囲まれた情報発信の中心地。徒歩圏内には、「赤
れんが」の愛称で知られる北海道庁旧本庁舎があり、
札幌の「現在」と「過去」を知ることができる。

歴史的建造物

北 海 道の歴 史とともに歩んだ

現在の札幌駅は、２００３年に開業。札幌駅周辺には、
徒歩圏内に観光名所の時計台もある

博多 ぶあいそ別邸

translation 3

日常の喧騒を忘れ、ゆったりと食事を楽しむ
北大の教授が100余年前に建てた邸宅を改装したお店。
四季を感じられる中庭を眺めながら、もつ鍋や水炊きなど博
多のうまかもんを堪能できる。
札幌市北区北8条西5丁目 電話：011・738・5686
営業時間：月〜日曜・祝日・祝前日11:30〜15:00、
17:00〜23:00
定休日：無休

translation 1

札幌の観光名所、
赤れんが庁舎は、
明治21年に建てられたア
メリカ風ネオ・バロック様式の建物。明治時代の優れた洋風建
築物で国の重要文化財にも指定されているが、庁舎正門から
延びる道路にも歴史がある。札幌初の近代街路で、現存する
最古の木塊舗装だ。
また、庁舎北門から札幌駅方面へ向かう
と、徒歩10分ほどで築100年以上の大正モダンな屋敷に到
着。北海道大学の教授の別邸だった歴史ある建物。
札幌市中央区北3条西6丁目 電話：011・204・5019
開館時間：8:45〜18:00 入館料：無料 定休日：年末年始
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赤いじゅうたんが敷かれた三連アーチの階 段
も撮影のベストスポット︒ 階段の美しい装飾
は︑洋風建築の特徴

北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）

translation

1

Akarenga was built in 1888, with its American neobaroque style making it a popular tourist destination. The path that leads from the gates is the oldest
tree-lined path in Sapporo, and if you follow the road
towards Sapporo Station, you’ll find a 100 year old
private residence still standing.
Sapporo-shi, Chuo-ku, kita 3 jyo, nishi 6 chome
Open: 8:45am-6:00pm
Entry free Closed: New Year period

2
The Sapporo Station area is the
gateway to the city, with Daimaru
department store, Stellar Place,
Paseo and plenty of other major
shopping areas. The former Hokkaido Prefectural Building “Akarenga” is just a short walk away,
oﬀering a look at Sapporo’s past
and present.

3 A pitstop in the center of the city

A beautiful store in the renovated home of a
former Hokkaido University professor from
over 100 years ago. Take in the four seasons
of the central garden over a tasty chicken or
oﬀal hotpot.
Sapporo-shi, Kita-ku, kita 8 jyo, nishi 5 chome
Open: 11:30am-3:00pm, 5:00pm-11:00pm
Closed: Open throughout the year
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都市と自然がバランス良く溶け込む大通公園
さまざまなイベントが行われる中心地

札 幌 市 民 憩いの場

ショッピング・イベントも 楽しめる

左／昭和46年に撮影された建設中の
地下街の様子。この約半年後にさっ
ぽろ地下街がオープンする
右／現在は、約80軒の店舗が連なり
多くの人で賑わっている

オーロラタウンには本物の小鳥が観察できる
「小鳥のひろば」があり、待ち合わせに便利

translation 1

大通公園は、 札幌市民にとっ
てお馴染みの場所。雪まつりを
はじめ春夏秋冬いつもイベント
が行われている。また、オーロラ
タウン・ポールタウンで知られる
地下街は、悪天候でも気にする
ことなく移動が可能。 上手く活
用すれば今まで以上に札幌を楽
しむことができる。

さっぽろ地下街

translation 2

さっぽろ地下街の誕生は、
1972年に開催された札幌オ
リンピックに併せて建設された地下鉄と並行して行わ
れ、
オリンピックが行われた軌跡の一つとして、道民に広
く知られている。現在では、毎日多くの人が通勤や買い
物・観光で利用し、
札幌市民にはなくてはならない存在と
なっている。
さっぽろ地下街（オーロラタウン・ポールタウン）や札幌駅前通地下歩行空間に
は天気・季節を問わず毎日多くの人が行き交っている

translation 3

銀座ライオン 大通地下街店

11月下旬から大通公園では、「さ
っぽろホワイトイルミネーション」
が例年開催されている

translation 4

可否茶館 ポールタウン店

昼飲みにも最適な
ビヤホールレストラン！

ハンドドリップした
新鮮なコーヒーをどうぞ

大通公園の真下を通るオーロラタウンにあ
るビヤホール。 昼から旨いビールと本格的
なビヤホール料理が味わえる人気店。

札幌では、老舗の一店に数えられる同店。
小樽の工場で毎日焙煎した新鮮で香りの
良いコーヒーで休憩しよう。

札幌市中央区大通西2丁目
さっぽろ地下街オーロラタウン内
電話：011・231・2771
営業時間：月〜金曜日11:00〜22:00、
土・日曜・祝日11:00〜21:00
定休日：地下街に準じる

札幌市中央区南2条西3丁目
さっぽろ地下街ポールタウン内
電話：０１１・２６１・００８８
営業時間：8:00〜20:00
定休日：地下街に準じる

translation

1
Odori Park is a special place for the people of
Sapporo and home to a variety of events throughout
the year, starting with the snow festival in February.
Nearby Aurora Town and Pole Town in the Chikagai
underground shopping mall are a great way to escape the weather as you get about town. Together
they can help you make the most of your stay.
大通公園と駅前通りが交差する
大通エリアは、札幌の商業の中
心地。 大通公園はもちろん、４
丁目エリアや狸小路エリア、市
電など見どころが満載
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2
The Chikagai underground shopping center was
constructed together with the subway system, as
part of preparations for the 1972 Sapporo winter
olympics. It’s a key part of life in Sapporo, with
many people using it every day for commuting,
shopping and tourism.

3 A pitstop in the center of the city

4 A pitstop in the center of the city

Visit this beer hall in Aurora Town, directly under Odori Park. It’s a popular
place for a midday beer and some
traditional beer hall food.

Take a break at one of the longest running stores in Sapporo, with delicious,
fragrant coffee roasted freshly each
day in Otaru.

Sapporo-shi, Chuo-ku, Odori nishi 2
chome
Sapporo Chikagai Aurora Town
Mon-Fri 11:00am-10:00pm, Sat/Sun/
Hol 11:00am-9:00pm Closed: based
on Chikagai schedule

Sapporo-shi, Chuo-ku, minami 2 jyo,
nishi 3 chome Chikagai Pole Town
Open: 8:00am-8:00pm
Closed: based on Chikagai schedule
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北 海 道 随 一 の 歓 楽 街 す すきの
北 の「 旨 い 」
「 楽しい 」を満 喫

夜の南５条通り交差点の様子。
ここは平日でも多くの人が行き交
う。「すすきの」は、エリアが広
いのであらかじめ地図を確認して
目的地に向かおう

translation 1

日本三大歓楽街で知られる「すすきの」は、鮮やかな
ネオンとともに賑わう夜の街。ラーメン横丁などの観光
スポットもあるため、出張・観光客のほか、仕事帰りの
サラリーマンなど多くの人が集まることで知られている。

一人でも

夜のすすきのを 満 喫

translation 2

おでんとおばんざい ももん

お酒と中華 おいる

translation 3

おでんの優しい味わいをどうぞ

いきつけにしたい中華料理店

２０１９年にオープンしたばかりの店。 優しい笑顔
のママが心温まるおでんを楽しませてくれる。価格
もリーズナブルでつい長居してしまう。

他ではお目にかかれない一風変わった中華料理が
人気の店。趣向を凝らし洗練された料理を楽しま
せてくれる店だ。

札幌市中央区南４条西３丁目
Ｎｏ．
３グリーンビル地下１階
電話：０１１・２１５・０８３３
営業時間：１７:00〜２３:00
定休日：日曜・祝日

札幌市中央区南5条西3丁目2
北専プラザ佐野ビル 地下1階
電話：011・213・0099
営業時間：17:00〜24:00、金・土曜〜翌3:00
定休日：日曜（ほか月1回不定休あり）

translation

1

2
A pitstop in the center of the city

Known as one of the top
three nightspots in Japan, Susukino is bathed
in soft neon lights. With
famous tourist spots like
Ramen Alley, you’ll find
a mix of business travellers, tourists and locals
out to enjoy the night.
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A new shop, opened in 2019. The
owner has a kind smile that will
warm your heart. Reasonable prices
will have you staying for more.
Sapporo-shi, Chuo-ku, minami 4
jyo, nishi 3 chome No.3 Green Bld.
B1
Open: 5:00pm-11:00pm
Closed: Sun/Hol

3
A pitstop in the center of the city

A popular Chinese restaurant
with a unique atmosphere and
delicious food to enjoy.
Sapporo-shi, Chuo-ku, minami 5
jyo, nishi 3 chome 2
Hokusen Plaza Sano Bld. B1
Open: 5:00pm-0:00, Fri/Sat until
3:00am
Closed: Sun (plus 1 day per
month)
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すすきの

１次会から締めまで創作料理で北海道を堪能

すすきの

クセになるなる肉汁溢れるザンギと大粒餃子

さっぽ ろ ま ち な か グ ルメ
人 気の日 本 酒︑ 焼 酎 も 北 海 道 産のみ
を取り扱う︒ ここにも店 主の強いこだ
わりと北海道愛を感じる

これは珍しい！しかも旨い！ほうじ茶を使用した「ほうじ茶活タ
コフォンデュ」１２８０円。増毛産の肉厚でぷりっぷりの水ダ
コを、香ばしいほうじ茶と昆布の出汁にさっとくぐらせ、半生
で。さくらポン酢と醤油麹で作った自家製ダレで召し上がれ

北海道のソウルフード、ザンギ（鶏の唐揚げ）は、市内の
いたるところで食べられるが、ススキノ駅から歩いてすぐの
この店のジューシーなザンギが特にお薦めだ。スパイシー
なモモ肉のタレザンギと、ムネ肉のあっさり塩ザンギは、や
わらかい肉をザクっとした皮が旨味を閉じ込め、くせになる
おいしさ。そして店名にもなっている特大サイズの札幌餃
子も外せない。どちらも１個220円から注文できるので、
シ
ョーケースの惣菜と合わせてゼロ次会的に楽しめるのもい
い。一番人気は、肉汁あふれる大粒餃子とスパイシーな
たれザンギの両方が一度に味わえる「製造所定食」。ヤ
ミツキ必至の旨さ、体験すべし。

和をテイストにした店内。
個室には畳の座敷もあ
り、
とても落ち着ける空間
となっている

〔 北海茶漬け ぽっぽ ぷらす〕
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塩ザンギもファンが多い逸品︒ 鶏ムネ肉
のサクっと軽い食感と︑染み出るコクの
ある塩味が美味

「道民も知らない北海道を知ってほしい」。そんな店長の
熱い思いで日々、独自のメニューを創作し続けるお茶漬
け屋。と言ってもお茶漬けはあくまでも締め。1番食べて
欲しいメインは道内各地を店主自ら巡り、厳選した食材を
使った逸品料理の数々。 生いくらの明太漬けやお茶漬
け出汁の出汁巻き卵、特にミネラル豊富なむかわ海塩で
食べる季節のなめろうは言葉にならないおいしさだ。店主
の北海道愛がハンパなく、日本酒、焼酎も道産だけを取
り扱う。そのため飲み放題コースの「北海飲み放題」で
は各地道産日本酒や小樽ビールが飲める豪華な内容とな
っている。もちろん最後は絶品のお茶漬けで。

タレザンギ（３個520円）
と大粒餃子（４個730円）。軟らかな
肉質とカラっとした衣のタレザンギは、サンショウを振りかけるの
もオツ。 大粒餃子は酢とコショーでさっぱりと。 閉じ込められ
た肉汁でやけどしないよう気を付けて。でも、そのアツアツがた
まらなく旨い

寒い季節にはぐつぐつ熱々の石焼スタイルのお茶漬けを。
写真は牛クリーミー茶漬け820円。川瀬チーズ工房のク
リームチーズに香り高い出汁をかけてチーズリゾットのよう
な味わい。＋300円で全てのお茶漬けが石焼にできる

札幌市中央区南5条西5丁目9 ジャパンランドビル7階 電話：011・213・0343
営業時間：月〜土曜18:00〜翌4:00（L.O.翌3:00）、日曜18:00〜翌1:00（L.O.24:00） 定休日：無休

昭和の大衆酒場をイメ
ージした店内は、一見
も常連も居心地が良
い雰囲気

〔SAPPORO餃子製造所〕
すすきの店

名物にして看板メニューの「製造所定食890円」は、
大粒餃子とタレザンギがセットに。タレザンギのスパイシー
でちょっと甘めな衣と白米が無限のループ

札幌市中央区南5条西4丁目 南興ビル1階 電話：011・596・0955
営業時間：月〜木曜16:00〜翌2:00、金曜〜翌4:30、土曜11:30〜翌4:30、
日曜・祝日11:30〜翌1:00（L.O.各30分前） 定休日：年末年始
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アクセス便利！
札幌駅

Convenient access!

厚岸漁協から毎日直送！ LLサイズのカキが自慢

さっぽ ろ ま ち な か グ ルメ

左／「この大きさにびっ
くり！」カキ殻 焼き3個
1200円。カキ酒蒸し
2個980円など

狸小路至近
地下鉄すすきの駅直結
市電・バス停すぐそば

右／清潔感のある店内

祐一郎商店といえば、カキ料理が有名。厚岸の
ブランドカキ「マルえもん」の最高サイズLLの中で
もより大きいサイズを仕入れ、生・焼き・蒸し・天ぷ
ら・カキ汁など旨いカキ料理が存分に味わえる。昼
飲みができるランチも大人気で、地元っ子にも愛さ
れている海鮮居酒屋の実力をぜひ味わって。
魚バカ 浜料理 厚岸漁業部

札幌市中央区北2条西3丁目１-7 札幌フコク生命越山ビル（シタッテ サッポロ）2階 電話：011・596・9666
定休日：年末年始

〔祐一郎商店 札幌駅前通店〕 営業時間：11:00〜15:00（L.O.14:30）、17:00〜23:30（L.O.23:00）

大通・
狸小路

北海道に来たら食べたい「ラーメン」
「海鮮丼」が同時に味わえる
一度で二度おいしい店が登場！

店主が道内の人気ラーメン店で修業を
重ねてたどり着いた味は、スッキリとした
味わいながらも深いコクが特徴。スープ
まで飲み干せるうまさだ。醤油・味噌とも
に880円。 ミニ 海 鮮 丼との セットは
1380円だが、buraraクーポンを利用する
となんと１０００円に！

S U S U K I N O

L A F I L E R

夜9時までの買物天国！
化粧品・雑貨・ファッションから食品・グルメまでなんでも揃う！
A shopping paradise open until 9pm!
Everything from cosmetics, fashion and home accessories to gourmet foods!
8・7

F

Floor Guide
グルメコート 11:00〜23:00
飲食店16店舗 （L.O.21:30）

6 F リラックス＆ビューティ・生活雑貨
5 F メンズファッション／書籍・楽器
店舗は、地下鉄大通駅から徒歩
5分。 狸小路４丁目の北側に位
置する。アクセスも良い
海鮮丼８８０円︒ ボリューム満点で新鮮な旬のネ
タが豪華に散りばめられてこの値段は驚きの一言︒
ネタは︑マグロ︑サーモン︑白身︑イクラ︑トビッコ︑
たまご︑その日に入った豪 華ネタが入ることも︒
セットも有り︒ 海鮮丼＋ミニラーメンも注文可

〔らーめん てしお川〕
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Bag

Ladies wear

LAPAX ［1F］

4F

ファッション

レディースファッション

3F
北海道に来る観光客や出張ビジネスマンが食べた
いと思うランキングでいつも上位に入る、「ラーメン」
と「海鮮丼」が、一つの場所で楽しめる新スタイル
「らーめん てしお川」が12月にオープン。ラーメン
は、某有名店で修行を重ねた実直な店主が丹精
込めて作り、ここでしか味わえない「旨い」醤油・
味噌を楽しませてくれる。海の幸満載の海鮮丼は、
中央卸売市場から仕入れた道内の新鮮な旬のネタ
を贅沢に使用、ススキノの人気寿司店直伝の技を
かけた逸品に仕上がっている。

2 F カジュアル＆バラエティ雑貨
1 F コスメ＆ドラッグ・服飾雑貨
B1 イトーヨーカドー食品売場
B2 ラフィラマルシェコート
All 22 stores
duty free.

Cosmetics & drugstore

ainz & tulpe ［1F］

Grocery store

Ito Yokado［B1］

Foreign language
ﬂoor guide available..

FREE
Wi-Fi

札幌市中央区南4条西4丁目1
札幌市中央区南2条西4丁目10-4 電話：011・206・6281
営業時間：11:30〜14:30（Ｌ.Ｏ.14:00）17:30〜20:30（Ｌ.Ｏ.20:00） 定休日：不定休

TEL: 
営業
時間

B2〜6F 10:00〜21:00
7・8F 11:00〜23:00

etc...
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