※写真は昨年の様子です

巻 頭 特 集
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ネーション﹂
に選ばれました︒

さっぽろホワイトイルミネー

ションは︑環境に配慮していると

ころも特徴です︒
大通会場の1丁

目から4丁目は発電機が設置さ

れ︑燃料には家庭や企業から回収

された廃食油から作られるバイ

オディーゼルを使用しています︒

大通会場の会期中は2丁目会場

に廃食油の回収ボックスを設置

第 回さっぽろ
ホワイトイルミネーション

日本三大
イルミネーションに

さっぽろホワイトイルミネー

ションの魅力は︑雪と光︑そして

札幌という街の景観が織り成す

幻想的な風景︒
そして︑毎年趣向

を凝らした演出やイベントが︑道

外からの多くのリピーターを生

み出しています︒

大きく関係しています。冬は空

しています︒
エコに協力して︑一

ションの美しい眺めは、気候が

緒に札幌市の冬観光を盛り上げ

てみませんか︒

さっぽ ろホ ワ イト イル ミネ ー

29

こうした取り組みが認められ︑

夏のビアガーデンや各種催し物で一年
を通じ賑わう南口がイルミネーション
会場に。JRタワーの外壁や高さ10mの
ツリーに美しい電飾が施されます

ン ベ ン シ ョ ン・ビ ュ ー ロ ー に よ

17：00〜深夜0：00（2月中旬以降は日没後点灯）

2017
︵平成 ︶
年︑夜景観光コ

11/22（木）〜2019 3/14（木）

る全国5212人の夜景鑑賞士

エキヒロイルミネーション

の 投 票 を 経 て﹁ 日 本 三 大 イ ル ミ

札幌駅南口
駅前広場会場

札幌の冬を彩るイベントが今年
もやってきます。
「第38回さっぽ
ろホワイトイルミネーション 」
は、11月22日（木）から開催。光
の芸術を楽しみに、今年も市街
地に出かけてみましょう。

大通会場
11/22（木）〜12/25（火）

16：30〜22：00
（12/22〜25は深夜0：00まで）

1丁目から6丁目までそれぞれテーマを設
け、光の芸術を展開。各所に設けられたフォ
トスポットでの撮影や、2丁目ではミュンヘ
ン・クリスマス市が楽しめます

気中の水分が減って水蒸気が少
なくなるため、
より視界がクリア
になり、美しい光が楽しめるの

南一条通会場

です。日本新三大夜景都市に選
ばれた札幌市が誇る、冬のイベ

11/22（木）〜2019 3/14（木）

ントのひとつですね。

16：30〜22：00
（12/22〜25は深夜0：00まで）

札幌夜景ナビゲーター

阿部孝典さん

札幌三越や丸井今井札幌本店が並ぶ南1条
西1丁目から3丁目の歩道街路樹をLEDで装
飾。
この灯りがともると、
年末の買い物を思い出
す人も多いのでは

駅前通会場

11/22（木）〜2019 2/11（月・祝）

16：30〜22：00
（12/22〜25は深夜0：00まで）

札幌駅南口の駅前からすすきのまで、
いわ
ゆる駅前通にある中央分離帯の木が電飾
で彩られます。札幌のメインストリートに
ふさわしい光の道を歩いてみましょう
さっぽろテレビ塔の9 0ｍ展望台
からは大通会場1〜6丁目までの
イルミネーションを全て一望でき

さっぽろテレビ塔
インフォメーション
スタッフ

ます！さっぽろイルミネーション

日︒札 幌 市 が︑

12

1048個の
電球からスタート

月

12

さっぽろホワイトイルミネー

年

56

シ ョ ン の は じ ま り は︑1 9 8 1

︵昭 和

雪まつりが開幕する前の秋から

初冬にかけての新しい観光イベ

ントを創り上げようと開催され

ました︒
当初は︑今のイベントか

らは想像がつかないほど小規模

なもので︑大通公園の2丁目にわ

ずか1048個の電球を点灯し

開幕しました︒

今では全国各地でさまざまなイ

ルミネーションが楽しめますが︑

さっぽろホワイトイルミネーショ

ンはこの先駆け的な存在です︒
当

60

時の試みが評価され︑1985
︵昭

和 ︶
年には自治省
︵当時︶
の
﹁都市

景観賞﹂
を受賞しています︒

年々規模が拡大し︑大通会場を

万個の電球が使用

81

はじめ5会場で開催され︑各会場

合わせて約

1981年開幕当初は、わずか1本のイ
ルミネーションから始まりました

されるまでになりました︒
札幌駅

16:30~22:00
（2/1〜12は20：00〜深夜0：00、
2/13〜3/14は17：00〜22：00）

からすすきのまで︑初冬の札幌を

11/22（木）〜2019 3/14（木）

彩る風物詩となり︑多くの観光客

アカプライルミネーション

宮本歩美さん

500円。
ぜひ、
お立寄りください。

や市民を惹きつけています︒

札幌市北３条広場
[アカプラ]会場

期 間 中 は市 民・道 民 割 引で 大 人

北海道庁前のアカプラのイチョウ並
木を、自在に色が変化するLEDで飾
ります。札幌を象徴する赤れんが庁
舎と光に彩られた並木の景観が楽し
めます

5丁目会場 飲食ブース

イルミネーション

ホットドリンクやフードが楽しめる休憩スペースでほっと一息。
レストハウスでは光る綿あめや光キャンディなども販売。カップ
ルや家族で撮影が楽しめるフォトスポットも設置されています

冬の野外

ホットな
スイーツ＆カクテルは
ここで！

期間中開催！

木
11/22●

を楽しむ

火
12/25●

期間中は大通
各種イベント
フード
楽しみが

さっぽろテレビ塔

第17回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo

ドイツ・ミュンヘンとの姉妹都市提携30周年を記念し2002
（平成14）
年から開催されているクリスマスマー
ケットです。
ドイツの伝統料理やクリスマス雑貨などの店舗がずらりと並ぶ、
異国情緒あふれる空間です

色鮮やかで
かわいい雑貨

＆

５丁目会場では、７つのブースでホットドリンクや
さまざまなフードを提供。イルミネーション鑑賞の
合間にぜひお試しを

大通2丁目
会場

札幌の
しまし

公園を中心に
や、暖かい

はるばるドイツからやってきたク
リスマスグッズのお店をはじめ、ロ
シアやインドからの出店もあり、カラ
フルでかわいい雑貨が並びます。
毎年デ
ザインが違うオリジナルマグカップも人気

など
いっぱい。
冬を満喫
ょう！

ホワイト
イルミネーション
レーザーNIGHT

まちの発展とともに、これから
もどんどん魅力が増していくと

高さ90ｍ展望台の天井に飛び交う色鮮やかな
レーザー光線。ガラスに反射した「光線」がテレビ
塔から見えるホワイトイルミネーションをさらに美し
く彩ります

思います。通りすがりに見るだ
けの方も多いかも知れません
が、ちょっと立ち止まって、ひと
つひとつの景色やイベントを楽

■11月22日（木）〜12月25日（火）17：00〜22：00
①00分 ②20分 ③40分（各回4分程度）※最終公演21：20
■北海道応援!!市民・道民限定展望入場料特別価格
大人720円→500円 高校生600円→400円 中学生400円→200円
小学生300円→100円 幼児対象外100円

しんでみて は い か が でしょう
か。きっと新しい 札 幌
の魅力に気づくと思
います。

札幌夜景ナビゲーター

柴田和永さん

香ばしい匂いが
食欲をそそります

ホットワインで
体の芯から温まる
ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo
と言えば、ドイツの「グリューワイン」と
いうホットワインが名物。冬の澄んだ空
気の中で味わうとおいしさは格別です。
寒さが苦手な方はストーブがある休憩
テントが利用できます

本場のソーセージはとってもジューシー！
他にもドイツ風カツレツなど、おいしそ
うな屋台料理がたくさん！

点灯式ではコラボソングを紹介！
毎年初日に行われる点灯式では主催者挨拶、開催宣言、点灯カウン
トダウンの他、
コラボレートソングの紹介も行われます。
今回は、
ス
トレイテナー×秦基博の「灯り」に決定！大通会場で曲を流し会
場を盛り上げます。
日時／11月22日
（木）
16：30〜
会場／大通会場3丁目
「ブルーミング・ファウンテン」
前

フィンランド・ロヴァ
ニエミ市のサンタク
ロース村から、サン
タクロースがやって
きます。

札幌市長の挨拶やカウントダウンなども
行われ、
毎年盛り上がる点灯式

スマートフォンアプリ

さっぽろグルメクーポンを使って

大通会場を一斉点灯！
さっぽろグルメクーポンとは？

「観る」
「食べる」
「遊ぶ」
札幌の観光情報を凝縮した
札幌観光協会の公式
スマートフォンアプリです

11月23日（金・祝）から12月24日（月・休）までの間の
土・日・祝日の16：3 0に4丁目会場にあるイルミネー
ションのスイッチを押してくれるカップルやグループを
募集。詳しくはさっぽろホワイトイルミネーション公認
アプリ「さっぽろグルメクーポン」をダウンロード！

第38回さっぽろホワイトイルミネーション

主

毎週日曜日は
サンタの
プレゼントデー

さっぽろグルメクーポンの
ダウンロードはこちらから！

http://www.sta.or.jp/app
札幌クーポン

催／札幌市、
（一社）
札幌観光協会、
札幌商工会議所

検索 で検索！

【対応機種】
iOS 8.0以上、Android OS 4.4以降の端末
（※一部非対応機種あり）

問合せ／札幌市コールセンター

☎011-222-4894

期間中の日曜12：30と
14：00の2回、会場内で
1,000円以上買い物をす
ると、
サンタクロースから
直接プレゼントがもらえ
る抽選会に参加できます

クリスマス気分を
盛り上げる
メモリアル
フォトスポット
メモリアルフォトスポッ
トが今年も登場。ツリー
はクリスマスまでの日数
を数えるために使用する
アドベントカレンダーに
なっています

