
 

 

【別 紙】 

 

第42回さっぽろホワイトイルミネーション・第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo 

事業内容 

 

※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては内容が変更となる可能性があります。 

 

１ 名 称 

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念  

「第42回さっぽろホワイトイルミネーション」・「第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」 

 

２ 目 的 

「さっぽろホワイトイルミネーション」を札幌の冬を彩る風物詩として札幌市民や観光客に楽し

んでもらえる行事に発展させるとともに、札幌の姉妹都市ミュンヘンを擁するドイツの伝統的な

年中行事の一つであるクリスマス市をイルミネーションと一体的に実施し、賑わいと魅力あふれ

る冬の都市空間を創出する。 

 

３ 会 期 

（１）大通会場  ：2022年11月22日（火）～2022年12月25日（日）     34日間 

（２）第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo 

：2022年11月22日（火）～2022年12月25日（日）     34日間 

（３）駅前通会場 ：2022年11月22日（火）～2023年2月11日（土・祝）    82日間 

（４）南一条通会場：2022年11月22日（火）～2023年3月14日（火）     113日間 

（５）札幌市北３条広場（アカプラ）会場 

：2022年11月22日（火）～2023年3月14日（火）     113日間 

（６）札幌駅南口駅前広場会場 

：2022年11月22日（火）～2023年3月14日（火）     113日間 

 

４ 会 場 

（１）大通会場                 ：大通西1丁目～大通西6丁目 

（２）第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo：大通西2丁目 

（３）駅前通会場                ：北4条～南4条、札幌駅前通中央分離帯 

（４）南一条通会場               ：南1条通（西1丁目～3丁目） 

（５）札幌市北３条広場（アカプラ）会場     ：北2条西4丁目及び北3条西4丁目 

（６）札幌駅南口駅前広場会場          ：北5条西3丁目 

  



 

 

５ 点灯時間・使用電球数 

（１）点灯時間 

①大通会場  ：16時30分～22時00分 ※12月23日（金）～25日（日）は24時00分まで 

②駅前通会場 ：16時30分～22時00分 ※12月23日（金）～25日（日）は24時00分まで 

③南一条通会場：16時30分～22時00分 ※12月21日（水）～25日（日）は24時00分まで 

④札幌市北３条広場（アカプラ）会場 

：16時30分～22時00分 ※期間中、日没時間に合わせて開始時刻を変更 

⑤札幌駅南口駅前広場会場 

：16時30分～24時00分 ※期間中、日没時間に合わせて開始時刻を変更 

（２）使用電球数 

約74万個 

 

６ 主 催 

札幌市、（一社）札幌観光協会、札幌商工会議所 

 

７ 主 管 

さっぽろホワイトイルミネーション実行委員会 

 

８ 後 援 

北海道、（公社）北海道観光振興機構、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、日本経済新聞社札幌支社、報知新聞社北海道支局、 

北海道日刊スポーツ新聞社、スポーツニッポン新聞社北海道支局、NHK札幌放送局、 

HBC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、 

TVhテレビ北海道、AIR-G’エフエム北海道、ジェイコム札幌、在日ドイツ商工会議所、 

ミュンヘン市、バイエルン州駐日代表部、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ観光局、 

札幌姉妹都市協会、（公財）札幌国際プラザ 

 

９ 協 力 

日本航空、全日本空輸、北海道旅客鉄道、日本旅行業協会、札幌四番街商店街振興組合、 

札幌駅前通振興会、南一条地区開発事業推進協議会、札幌駅前通地区活性化委員会 

  



 

 

10 実施概要 

（１）大通会場 

① 1丁目会場「羽ばたきの『ウィッシュ・バーズ』」 

翼を象徴的にあしらったシンボルオブジェを新

規で展開する。ゴールドを基調としたオブジェがテ

レビ塔とのコントラストにより、リニューアルした

1 丁目を強く印象付ける。札幌市の鳥である「カッ

コウ」のモチーフを取り入れることで、より札幌ら

しさを意識した会場構成とする。 

 

 

② 2丁目会場（「第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」） 

「第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」を開催する。詳細は後記（２）のとおり。 

 

③ 3丁目会場「彩りの『ウィンター・ブロッサムズ』」 

人気のライラックシンボルオブジェを、札幌の

花スズランや北海道の花ハマナスとコラボレーシ

ョンさせ、新しい姿へバージョンアップした。イル

ミネーションはパープルシーンだけでなく、ブル

ーシーンやレッドシーンなど５色の展開や動きと

変化による様々な表情を見せる新しいシンボルオ

ブジェとする。 

 

④ 4丁目会場「夢見る『スノー・ファンタジア』」 

これまでのオブジェを一新し、雪の結晶をモチ

ーフにした光のトンネルを設置する。スモークを

活用した演出を取り入れることで、より「体験」

「体感」型のイルミネーションへ進化させ、幻想

的な雪の回廊を表現する。光のトンネルに入り込

むことによる「没入感」の演出を行う。 

 

 

⑤ 5丁目会場「星降る『コズミック・スクエア』」 

星や宇宙をモチーフに、インタラクティブな仕

掛けを核とした体験・体感型の広場として全く新

しい形にリニューアルする。透明なドームには光

る球体が散りばめられ、人の動きに反応して光の

演出がはじまり、会場内に散りばめられたフレー

ムドームとシャイニングボールが一斉にブルー

に輝き、一体感のある会場を演出する。 



 

 

⑥ 6丁目会場「煌めきの『エメラルド・フォレスト』」 

緑豊かな会場の特徴を冬の季節に再現した光

の森をイメージした会場とする。 

グリーンを基調にゴールドのイルミネーショ

ンを織り交ぜることでより華やかな会場とする

ほか、人気の「光の迷路」はそのままに、樹木へ

のライトアップも交え、会場全体をグリーンで演

出する。 

 

（２）第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo（大通西2丁目内） 

① 開催趣旨 

ドイツ・ミュンヘンを姉妹都市に持つ札幌にお

いて、ドイツの伝統的な年中行事の一つである「ク

リスマス市」を実施し、さっぽろホワイトイルミネ

ーション及び周辺地域との連携により札幌中心部

に賑わいと魅力を創出する。 

 

② 開催時間 

11：00～21：00（飲食ラストオーダー20：45） 

 

③ 開催内容 

・出店店舗数：物販１６店舗、飲食１２店舗（うち、海外出店者４店舗） 

・シンボルオブジェ 

2018年度から設置している「Gift of Snow」

の装飾をブラッシュアップし設置する。また会

場内限定でウィッシュカードを販売し、来場者

がメインオブジェに設置することで、世界に一

つだけのシンボルオブジェとして会場内を彩

る。 

 

・各種イベント 

屋外ステージや、屋内パビリオンにおいて、ドイツ文化発信や国際交流、クリスマスの雰

囲気を醸成するイベントやワークショップを多数実施するほか、毎週日曜日には店舗利用者

に抽選でサンタクロースからプレゼントを行う「プレゼントデー」も実施する。 

・オリジナルグッズ販売 

定番のオリジナルマグカップやマスキングテープ、ピンバッジな

どのオリジナルグッズを制作し、会場内で販売する。 

  



 

 

④ 札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念特別企画 

・謎解きイベント 

クリスマス市会場を含む、イルミネーション大通会場内を周遊し、ミュンヘンと札幌の姉

妹都市友好50年の歴史を学びながら楽しめる、体験型の謎解きゲームを実施する。 

・姉妹都市提携50周年記念パネルの設置 

ヴァイナハツパビリオン内に札幌・ミュンヘン両都市の姉妹都市提携 50年の歴史年表や

ドイツ・ミュンヘンの紹介パネルを設置し、これまでの歴史や交流を来場者に広める企画を

行う。 

・50周年オリジナルラベルワインセット 

札幌のクリスマスにふさわしいワイン 3種セットにオリジナルラベルをつけて販売する。 

・50周年オリジナルマグカップ 

通常のマグカップに加え、50 周年記念限定フォルムとデザインで製作した２種類のマグ

カップを販売する。 

  



 

 

（３）駅前通会場 

JR 札幌駅前からすすきのまでの、中央分離帯の

立木に LED 装飾し、札幌の冬のメインストリート

とする。 

 

 

 

 

 

（４）南一条通会場 

南1条西1丁目～3丁目間の、南北歩道両脇の街

路樹（イチョウ）に、南一条地区開発事業推進協議

会と協力して、LEDを装飾する。 

 

 

 

 

 

（５）札幌市北３条広場（アカプラ）会場「アカプライルミネーション」 

「古道におりなす光のハーモニー ～Fantasy 

World～」をテーマに、道庁赤れんが庁舎を背景に

聳え立つ古木の銀杏並木への装飾のほか、広場内

もライトで照らし、アカプラがライティングされ

た景観を演出する。 

 

 

 

（６）札幌駅南口駅前広場会場「エキヒロイルミネーション」 

JRタワー外壁に面したプラットフォームや、メイ

ンとなる高さ10mのデザインツリーの光の装飾によ

り、札幌の玄関口を華やかに演出する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⒸDoppietta photo 



 

 

（７）SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けた取り組み 

① LEDの使用 

会場内で使用するすべての電球について、白熱電球に比べて消費電力が少ないLEDを使用

する。 

 

② バイオディーゼル燃料発電／使用済み食用油の回収（協力：エコイルミ協議会） 

大通公園に発電機を設置し、大通会場1丁目で使用する電力を自家発電で賄うほか、燃料

には軽油に代わって、家庭や企業から回収した食用油から作られる「バイオディーゼル燃料」

を使用する。また、会期中は大通西2丁目「第21回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」

において会場内店舗や市民から使用済み食用油を回収しリサイクルすることで、環境に優し

い地域参加型のエコ・イルミの実現を目指す。 

 

③ リターナブル食器／ライスレジン食器の使用 

ゴミの削減を図るため、ミュンヘン・クリスマス市の飲食物提供には、洗浄し再利用でき

るリターナブル食器を使用する。また、今回からお米由来の国産バイオマスプラスチックを

使用したライスレジン製のリターナブル食器を一部導入する。 

（食器洗浄機提供：ホシザキ北海道） 

 

④ ペレットストーブの設置（協力：北海道木質ペレット推進協議会） 

ミュンヘン・クリスマス市会場内パビリオンの暖房には、間伐材を活用した木質ペレット

を燃料として使用し、環境負荷が少ない木質ペレットストーブを設置する。 

 

⑤ カーボンオフセットの実施（協力：エコイルミ協議会） 

会場で使用される電気やポスター・ガイドブック印刷にかかるCO2排出量に相当するクレ

ジットを購入し、札幌市内（定山渓温泉等）のCO2削減活動の支援を行う。 

 

⑥ ボタニカルライトクリスマスツリーの展示（協力：エコイルミ協議会） 

ミュンヘン・クリスマス市会場パビリオン内に、植物と共存する微生物が生命活動をする

際に、土や水の中で放出される電子を利用して発電するボタニカルライトを装飾したクリス

マスツリーを展示し、エコ・イルミネーションの活動として、CO2 の排出削減とともに、ボ

タニカルライトの今後の更なる実用化に向けて貢献する。 

 

11 イベント 

（１）オープニングセレモニー 

日 時 11月22日（火）16：30～ 

場 所 大通会場3丁目「ウィンター・ブロッサムズ」前 

内 容 主催者代表挨拶、開祭宣言、点灯カウントダウン、コラボレートソング紹介など 

 

  (２) 試験点灯 

    日 時 11 月 21日（月）16：30～（予定） 

    場 所 大通会場 1 丁目～6 丁目（1 丁目から順に点灯） 

※全丁目のオブジェを一斉に点灯することは行いません。 

     



 

 

12 広報宣伝 

（１）ポスター 

制作数：B1サイズ120枚、B2サイズ2,000枚、B3サイズ1,900枚 

さっぽろホワイトイルミネーションとミュンヘン・クリスマス

市 in Sapporoのポスターを異なる2種類のデザインで制作し、

それぞれのイベントのPRを行う。市内ホテル、札幌市関係公共施

設や、JR北海道各駅・電車内など、広く掲示する。 

 

（２）ガイドブック 

制作部数：A4判20ページ 35,000部 

全体会場図、ミュンヘン・クリスマス市の出店情報、イベントス

ケジュール等を掲載したガイドブックを制作し、市内ホテル、北

海道さっぽろ観光案内所や札幌市関係施設、大通会場など市内各

所にて広く配布する。 

 

（３）公式ウェブサイト 

各会場の概要やイベント情報について掲載し広くPRする。 

 

（４）公認アプリ 

札幌観光協会公式スマートフォンアプリ「さっぽろグルメクー

ポン」内で、さっぽろホワイトイルミネーションに関するページ

を制作し、スマートフォンユーザーに積極的な情報提供を行う。 

 

（５）公式Facebookページ 

さっぽろホワイトイルミネーションとミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo の公式

Facebookページを更新し、各種イベントの情報や出店者情報などをタイムリーに発信する。 

 

13 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策（大通会場、ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo会場） 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、以下を始めとした密な環境の防止及び衛生管理

の徹底を行う。 

・販売窓口やテント等の会場内における密回避を徹底する。 

・喫煙は不可とする。 

・飲食時も会話の際のマスク着用を呼びかける。 

・スタッフはマスク着用、こまめな手洗い・手指消毒を徹底するほか、体調確認を毎日行い、体調 

不良者の従事を禁止する。 

・来場者に対し、感染症対策を周知する看板を設置するとともに、会場内での放送や公式ウェブサ 

イト等で周知する。 

・会場スタッフによる飲食席を含む会場内の定期的な清掃・消毒を行う。 

・飲食席は全て立食とし、十分な距離を確保したうえで、対面席にはアクリル板を設置する。 

・キャッシュレス決済を導入する。 

※新型コロナウイルスの感染状況によって変更になる場合がある。 

 


