2022.11.22Tue. -12.25Sun.
11: 00〜21: 00 大通西2丁目

さっぽろホワイトイルミネーション／ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo 2022 公式ガイドブック Sapporo White illumination / German Christmas Market in Sapporo 2022 Official Guidebook
お問い合わせ先
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さっぽろホワイトイルミネーション紹介
初冬の札幌を彩る風物詩として定着した

会場案内

「さっぽろホワイトイルミネーション」は、今回で42回目を迎えます。
1981年に大通西2丁目広場で約1千個の電球で始まったイルミネーションは
年々その規模・内容ともに充実し、国内を代表するイベントに成長しています。
大通会場にはシンボルオブジェが設置されるほか、南北には札幌駅前通・
北3条広場（アカプラ）や札幌駅南口を会場に、東西には南一条通を会場に
立木装飾が美しくきらめきます。

■開催時間
■お問い合わせ

16：30〜22：00（会場・時期により変更あり）
TEL.080-5830-6001
https://white-illumination.jp/

ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo

7

ミュンヘン・クリスマス市

屋内イベントスケジュール

11

ミュンヘン・クリスマス市

屋外イベントスケジュール

12

ミュンヘン・クリスマス市

特別企画

13

持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた
取り組み事例

15

協賛企業

17

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
オープニングセレモニー
日時

ドイツ・ミュンヘンとの姉妹都市提携から30周年を迎えた2002年。
ミュンヘンのことを広く知っていただきたいと始まった
「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」。
ドイツでは、
クリスマス前の４週間を
「アドヴェント(待降節)」
と呼び、
全土で2,500以上のクリスマス市が開催され、
まちはイルミネーションの灯りと

11月22日（火）
16：30〜

場所

大通西3丁目会場
「ウインター・ブロッサムズ」前
（噴水東側）

次第

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

グリューワインの甘い香りで、幻想的な雰囲気に包まれます。
札幌での開催も21回を数え、
クリスマス・シーズンには欠かせない風物詩となりました。

■開催時間
■お問い合わせ

ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo 会場内
「全店」
でキャッシュレス決済が使えます！

11：00〜21：00（ラストオーダー20：45）
TEL.011-206-6780
https://white-illumination.jp/munich/

事前にチャージを済ませてから会場にお越しください。
※会場内でのチャージは行っておりません。

クレジット

※記事の内容は発行日現在のものであり、予告なく変更となる場合がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

電子マネー

会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

主 催

Organizers

札幌市、(一社)札幌観光協会、札幌商工会議所

主 管

Administrator

さっぽろホワイトイルミネーション実 行 委員会

後 援

Sponsors

●北海道

●（公社）北海道観光振興機構

●毎日新聞北海道支社

●北海道日刊スポーツ新聞社
●HBC北海道放送

●在日ドイツ商工会議所

協 力

Co-operator

●日本航空㈱

●朝日新聞北海 道 支 社

●日本経済新聞社札幌支社

●スポーツニッポン新聞社北海道支局

●STV札幌テレビ放送

●TVhテレビ北海道
●ドイツ観光局

●北海道新聞社

●読売新聞北海道支社

●HTB北海道テレビ

●AIR-Gʼエフエム北海道
●ミュンヘン市

●ジェイコム札幌

●バイエルン州駐日代表部

●報 知 新 聞 社 北 海 道 支局

●N HK 札 幌 放 送局
●UHB北 海 道 文 化 放 送
●（公財）札 幌 国 際プラザ
●ドイツ連 邦 共 和 国 大 使 館

●札幌姉妹都市協会

●全日本空輸㈱

●札幌駅前通振興会

●北海道旅客鉄道㈱

●南一条地区開発事業推進協議会

●（一社）日本旅行業 協 会

●札 幌四 番 街 商 店 街 振 興 組 合

●札幌駅前通地区 活 性 化 委員会

Official Guidebook
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●点灯時間／16：30〜22：00

大通会場［大通西1〜6丁目］

2022年11月22日
（火）
〜12月25日
（日）

※12月23日
（金）〜25日
（日）は24：00まで

札幌駅南口駅前
広場会場

駅前通会場［北4条〜南4条］

2022年11月22日
（火）
〜2023年2月11日
（土・祝）

※12月23日
（金）〜25日
（日）は24：00まで

北海道大学
植物園

札幌市北3条広場
（アカプラ）会場

・札幌市北3条広場
（アカプラ）
会場
※期間中、
日没時間に合わせて開始時刻を変更

・札幌駅南口駅前広場会場

南一条通会場

札幌市北3条広場（アカプラ）会場

札幌駅南口駅前広場会場

北海道庁
旧本庁舎
（赤レンガ）

大通会場

・南一条通会場［南1条西1〜3丁目］
※12月21日
（水）〜25日
（日）は24：00まで

駅前通会場

駅前通会場

大通公園
市電
狸小路商店街

札幌市時計台
札幌市役所
テレビ塔

三越

丸井今井

バスセンター

パルコ

南一条通会場

（16：30〜24：00）

※期間中、
日没時間に合わせて開始時刻を変更

2022年11月22日
（火）
〜2023年3月14日
（火）

©Doppietta photo
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● 1 、3 ～ 6 丁目会 場のデザイナープロフィール

ベルベッタ・デザイン代表。
「 空気をデザインする」をテーマに、空間に関わる様々なクリエイションを手掛ける。

大通会 場案内図

近 年の国 内での代 表 作は、善 光 寺イルミネーション『 希 望の光 』、丸の内『 M a r u n o u c h i B r i g h t C h r i s t m a s - L OV E & W I S H E S - 』、大 阪『 G r a n d W i s h C h r i s t m a s -W i n t e r
Vo y a g e - 』、新 江ノ島 水 族 館『ヒカリノエノスイ』、札 幌『さっぽろホワイトイルミネーション』など。 日本および 世 界 各 地での空 間デザイン・演 出を幅 広く手 掛け、クリスマス・イルミネー
ション、インスタレーションのほか商業店舗の内装、企業のコミュニケーションスペース、プロダクト、 CI、グラフィックなどの企画・デザインを行いその活躍の場は多岐にわたる。
海外においては、2018年よりベルギーの世界的イルミネーションメーカーGloball concept社とのコラボレーションコレクションを開発、 世界展開を行っている。デザイナーとのコラボ

Odori venue guide map
5 丁目

レーションは同社初で、これまでに2つのコレクション『Shinju -真珠-』、
『 Poinsettia』を発表している。
JACEイベントアワード最優秀賞経済産業大臣賞、フランス国民美術協会主催サロン展 2014年金賞/審査員金賞、DSA優秀賞、ほか多数受賞

3 丁目

会場

1丁目

会場

http://www.velveta.jp

第42回
さっぽろホワイトイルミネーション
コラボレートソング

会場
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至札幌駅
駅前通会場

●アーティスト：Superﬂy
●楽曲：Eyes On Me

運営本部

みどりを、みらいへ。
煌めきの「エメラルド・フォレスト」

かなえる未来へ
星降る「コズミック・スクエア」

フォトサービス（有料）
(Paid photo spot)

願いを結晶に
夢見る「スノー・ファンタジア」

4 丁目

2007年にシングル『ハロー・ハロー』でデビュー。
翼に願いを
羽ばたきの「ウィッシュ・バーズ」

翌年にリリースした「愛をこめて花束を」が大ヒット。
その後も「Alright!!(2009)」
「 タマシイレボリューション(2010)」
数々のドラマや映画主題歌を歌いヒット曲を生み出す。

南一条通会場

デビュー15 周年を迎えた今年は、
「 Voice」
「 ダイナマイト」
「Presence」をデジタルシングルとして立て続けにリリース。

2 丁目

会場

Proﬁle

越智志帆によるソロプロジェクト。

「輝く月のように(2012)」
「 Beautiful(2015)」
「 フレア(2019)」等

至すすきの駅

会場

第21回
ミュンヘン・クリスマス市
in Sapporo

花咲く願いを
彩りの「ウィンター・ブロッサムズ」

駅前通会場

6 丁目

使用済み食用油回収（エコブース内）
11/22〜12/25

クリスマス
ピラミッド
をイメージ
「Gift of Sn
した
ow」

会場

オリジナリティ溢れる音楽性、圧倒的なボーカルとライブパフォー
マンスには定評があり、今なお表現の幅を拡げ続けているアーティ
ストである。

第42回
さっぽろホワイトイルミネーション
コラボレートミュージック
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●アーティスト：Socca
●楽曲：little star 2022（Sapporo White Illumination version）
光のトンネル
チーフにした
雪の結晶をモ
。
体験できます
による、没入感を
モーク」演出で、
「雪と光」＋「ス
さらに、
ョンへ。
ーシ
ミネ
「体感」型のイル
「体験」

ドイツ・ミュ
ンヘンで開
催されてい
クリスマス
る
マーケット
を再現。
メインオブ
ジェのクリ
スマスピラ
札幌の聖な
ミ
ッドが
る夜を美し
く、華やかに
盛り上げ

●アーティスト：大平まゆみ
●アーティスト：深川忠義

●楽曲：From MY Heart〜心から
●楽曲：煌（きらめき）

ます。

Official Guidebook
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7

大通西2丁目

会場
案内

Goods Booths

ハンド トゥ ハート クリスマス ボックス
hand to heart

Christmas Box

クリスマスに彩りを添えるステンドグラスオーナ
メントやぬいぐるみ等のハンドメイド雑貨を販売。

グッズブース

German Christmas Market in Sapporo Area Guide: Odori 2-chome

かおるいえ石の教会（札幌軟石使用）
Fragrant Stone Church

￥2,090

■定休日：12月12日
（月）

北
オリジナルグッズ
ショップ

1

インフォ
メーション

2

3

4

1F

6

ミュンヘン・クリスマス市ではリ
ターナブル食器を導入し環境保
全に取り組んでいます。
エコブー
スでは会場内で使用した食器の
洗浄活動をしています。使用した
食 器はここ
へ返却して
ください。

休憩用テント

西

G
A

休憩用
テント

C

ステージ

D
E

14

H

B

地下街出入口
（地下鉄大通駅直結）
13

F

15

7

9

J

11

ヴァイナハツパビリオン

2

ドイツ文化が体験できる屋内イベ
ントを開催する他、休憩所としても
利用できます。
また、通訳スタッフが
常駐しています。

ドールハウス缶

■定休日：11月28日
（月）

■定休日：12月13日
（火）

￥950〜

L

M

南大通

The smoking area & restrooms are located at Odori 3-chome.

さっぽろテレビ塔

シンボルオブジェ
「Gift of Snow」

4

10

レイラ & ぽるく
Layla & Poluku

キャンドルホルダー

スパイスクリスマスリース・切株キャンドル
Spice Christmas Wreath, Stump Candle

￥2,000

アウミュラー・スペチアリテーテン

■定休日：11月29日
（火）

11

Aumüller Spezialitäten

￥1,100〜

ファンキーサンタの家
Funky santa house

ミュンヘンで大人気のクリスト・シュトーレンが日
本初上陸！本場ミュンヘンから届いた本格的な
シュトーレンを是非お試しください！

ファンキーなヘアーでキメたサンタが大集合！
楽しみながら手がけたオリジナル作品やドイツ製
の素敵な工芸品等をお届けいたします。

会場の中心でクリスマスを彩る
「Gift of Snow」
が、参加

クリスト・シュトーレン

ファンキーサンタ

型オブジェとしてブラッシュアップ。会場内で販売している

■定休日：12月5日
（月）

Christstollen

ウィッシュカードに願いを書いて、
もみの木をイメージし
たパネルへ飾り付け。世界に１つだけのシンボルオブジェ
作りにご参加いただけます。

5

こまめに
消毒

6

￥2,200〜

クリスマスカードコレクション2022
Christmas Card Collection 2022

ヨーロッパのクリスマス市をイメージ出来る様な
店舗で手作りのマトリョシカを中心に販売いたし
ます。
お土産にどうぞ。

北海道在住クリエイターから公募したオリジナル
デザインのクリスマスカードを販売しております。
オリジナル雑貨も多数取り扱い中。

マトリョシカ

オリジナルクリスマスカード

■定休日：12月6日
（火）

■定休日：12月5日
（月）

Original Christmas Cards

￥1,200〜

スイーツ&コーヒー

13

Sweets & Coffee

￥180

グラスギャラリー
GLASS GALLERY

札幌市内の洋菓子店と珈琲店、約30店舗のクリ
スマス菓子・珈琲を販売。クリスマスクッキーや
シュトーレンなど会場限定商品も多数販売いた
します。

グラスギャラリーは小樽を始めとする手作り硝子
専門店です。
アクセサリーは小樽の工房で手作り
しています。
ぜひご覧ください！

Sweets, Stollen, Coffee

■定休日：12月6日
（火）

お菓子・シュトーレン・コーヒー

札幌市・さ っ ぽ ろ ホ ワ イ ト イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 実 行 委 員 会

■定休日：11月30日
（水）

12

Romanov

Matryoshka Dolls

さっぽろホワイトイルミネーション／ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo を安全に楽しむために

Funky Santa

￥2,500〜

ロマノフ

※ウィッシュカードには限りがあります。

Official Guidebook

￥2,200

本場ザルツブルグのスパイスオーナメントの販売
と、天然素材を基本にしたSDGsな手作りクリス
マスグッズ販売の二店合同で出店いたします。

■定休日：11月30日
（水）

●ヴァイナハツパビリオン、休憩用テントでは、混雑時は入場制限を設けることがあります。

Snoopy EVA light

40年以上の歴史を持つドイツのキャンドルホル
ダー。色を付けたクレイ（粘土）を重ね合わせ、
様々な工程を経て焼き上げます。

Candle Holder

南

7

スヌーピーEVAライト
■定休日：11月28日
（月）

Worlds journey

To Sapporo TV Tower

今はまだ
距離を
とって

クリスマスならではの心おどる楽しい雰囲気を
お届けいたします。
ご来場お待ちいたしております。

￥4,300

世界を旅して出会った雑貨屋さん

地下街出入口
（地下鉄大通駅直結）
トイレ・喫 煙 所は大 通 西 3 丁目

HAKODATE CHRISTMAS FACTORY CO.,LTD

アロマキャンドルハウス
Aroma Candle House

￥1,350

函館クリスマスファクトリー

リトアニア製の1 8・1 9 世 紀スタイルの手 作り
キャンドルハウスを取り扱っています。店内には
たくさんのキャンドルハウスが並んでいます。
その他、豊富な種類のアロマオイルも販売します。

3

会話は
マスクを
つけてから

9

■定休日：11月30日
（水）
12

Doll House Tin

Keramik,Handarbeit

東

In addition to holding indoor events
to experience German culture,
it can also be used as a rest area.
Also, interpreters are stationed there.

ようこそ、デンメアティーハウスへ！クリスマス
ならではのお茶やお菓子で、本場ウィーンのクリ
スマスの雰囲気をお楽しみください。

ケラミック・ハンドアルバイト

K

8

10

I

DEEMERS TEEHAUS

クリスマス雑貨

Dish Drop-off Window

エコブース

デンメアティーハウス

海外直輸入で素敵なインテリア雑貨やオーナメ
ント・カワイイぬいぐるみなどたくさんご用意して
おります。店内に入れますのでぜひお待ちしてお
ります♪
Christmas Goods

5

8

Tesoro Interior & Ornament

北大通

1

食器返却口

テソロ インテリア&オーナメント

■定休日：12月7日
（水）

￥150〜

冬のおくりものチョーカー
Winter Gift Choker

※価格は全て税込みです。 ※掲載している内容は変更になる場合があります。

￥1,980
Official Guidebook
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14

てしごと市

15

Teshigoto ichi

ワインハウス ゲアハルト

J

Weinhaus Gerhardt

クリスマス雑貨をはじめ北海道在住の作家達の
手作り作品を週替わりで販売します。出店者スケ
ジュールはHP「てしごと市」
で検索。

ここでしか手に入らない上質なドイツワインをす
べて試飲してお選び頂けます。
クリスマスの限定
ボトルもご用意しております。

クリスマス雑貨

ディーンハイマー・ファルケンベルク/クリスマスボトル

■定休日：11月28日
（月）

■定休日：12月13日
（火）

Christmas Goods

Dienheimer Falknberg/Christmas Bottle

￥500〜

L

Hansen Hot Drinks

￥7,000

ホットココア

ターキーレッグ

￥400

ハンセンのアーモンド工房

〜ドイツ since 1930

ドイツグリル

ロースト・アーモンド

スープパエリア
（カルドソ）

￥800

本場ドイツを彷彿させる、
ウインナーやレッグな
どの温かいメニューを取り揃え、皆様のクリスマ
スを華やかに彩ります！

B

￥1,200

ネザーランド

C

北海道産豚肉を使用した
「白いフランク」

ソーセージ 9本盛とポメス
Assorted 9 Sausages with Pommes

￥600

サン・セバスティアン スイーツ・カフェ
San Sebastián Sweets Café

■定休日：12月6日
（火）

G

Berlin Specialty HAREICO Currywurst

￥900

■定休日：12月7日
（水）

H

ドイツの郷土料理とドイツビール・グリューワイン
のお店です。
お楽しみください。

カリーブルスト

（グリューヴァインオリジナルシナモン味）

E

ポスターのグラフィックの世 界 観を
クリアファイルに反映しました！

マスキングテープ

クリアファイル

過去のクリスマス市で人気だった
ピンバッチが復活！

持ち運びカンタ
ンで何度でも使
えるおしゃれで
エコなマイカッ
プをクリスマス
市のオリジナル
デザインで！

ピンバッチ

Stojo

￥600

￥1,900

ステンレスボトル

￥350

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年
を記念したオリジナルラベルのワイン

￥1,500

オリジナルワインセット

￥2,800

￥1,000

ジャーマンクリスマスカフェ

ミュンヘン･クリスマス市
in Sapporo記念スタンプ

初日来場者限定
オリジナルステッカープレゼント

オリジナルエコバッグの
販売

会場内にあるクリスマス市オリジナルスタンプ

ちばしげさんデザインのクリスマス市オリジ

ミュンヘン・クリスマス市オリ

です。訪れた記念に是非！

ナルステッカーを初日に来場した方全員に

ジナルデザインのエコバッグ

プレゼント！あちこちに貼って！持ち帰って！

German Christmas Café

クリスマス気分を高め

ドイツ人シェフマーカスが監修する本場の味が
勢揃い！フランクフルトより直輸入したホットアッ
プルワインは当店だけの美味しさ。

ましょう！

ドイツの家庭料理 アイスバイン

フランクフルター アップルグリューワイン

11月22日
（火）

￥1,000

￥600

保温・保冷に優れ
たエコで 便 利 な
ステンレスボトル

ドイツの家庭料理「アイスバイン」や自慢のソー
セージをご用意しております。
生ビールSORACHI1984もおすすめです！

German Home Cooking Eisbein

Official Guidebook

■定休日：12月12日
（月）

I

SAPPORO BIER GARTEN

■定休日：12月5日
（月）

9

Currywurst

￥450

サッポロビール園

オリジナルデザインマグカップ
（持ち手ハート）
￥950

ミュンヘン・クリスマス市の人気グッズ！
２タイプをセットで！

WARSTEINER

ホットワイン
（赤）

■定休日：11月30日
（水）

￥800

ヴァルシュタイナー

ミュンヘン名物ヴァイスヴルスト
（白ソーセージ）
やシュニッツェル、充実した品揃えのホットワイン
と特製スイーツでお待ちしています。

Mulled Wine (Red)
Original Cinnamon Flavor

品のため、一日の販売個数には限りがございます。）

MAISEL&FRIENDS

ベルリン名物 HAREICO カリーブルスト

Weißes Straßen café

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年を記念
した特別仕様のマグカップが登場！（※限定商

マイゼル＆フレンズ

骨付きフランク 1本

ヴァイセス・シュトラーセン・カフェ

￥750

￥1,000

老舗ソーセージメーカー独ハライコ社商品やバ
イエルン州で作られたジャーマンクラフトビール、
手作りグリューワインが楽しめます。

■定休日：11月29日
（火）

ミュンヘン・クリスマス市オリジナル
グッズの中でも不動の人気No.1!

オリジナルデザインマグカップ

骨 付きフランク、ベーコンサンドやハニーマス
タードチーズバーガーなどの季節のぬくもりがこ
もった料理を提供。
スイーツ沢山、
グリューワイン、
ココアも大人気です。

Bone-in Frankfurter

D

Himmel der Bayern

ミュンヘン６大醸造所のパウラーナー社のビール
やグリューワインと共にドイツ郷土料理やクリス
マスらしいメニューが自慢です！

"White Frankfurter" made from Hokkaido Pork

German Christmas Market
in Sapporo Original Goods

ヒンメル・デア・バイエルン

メリークリスマス！今回で4回目の出店です。
３年
ぶりに会場での開催となる今回は、
より一層、北
海道とミュンヘンを感じていただける一品をお届
けいたしますので是非お立ち寄りください。

■定休日：11月28日
（月）

￥900

（火）〜12月25日
（日）
■11月22日

F

Nether Land

Soup Paella (Arroz Caldoso)

■定休日：11月30日
（水）

オリジナルグッズ

Germany Grill

Assorted Sausages

EL ASADOR CHRISTMAS KITCHEN

当店では、ソーセージはもちろん、
ドイツでも大人気
の素材を使った冬にぴったりのクリスマスメニューを
紹介します。スープパエリア、ボルシチやシナモンや
クローブなどを使ったホットドリンクも提供します。

■定休日：12月14日
（水）

各店1日20食限定

■定休日：12月14日
（水）

エル アサドール クリスマスキッチン

毎日手作りのロースト・アーモンド
（シナモン、
コ
コア、
バニラ、
チェリー味）
があります。

Candied Roasted Almonds

ソーセージ盛合せ

M

Hansen's Almond Factory Germany Since 1930

お楽しみください！

￥900

Turkey Leg

■定休日：11月29日
（火）

ここでしか味わえない特 別なクリスマスメニューを

フードブース

A

Hull Kitchen

ガブッとかじると肉肉しくて、旨味がぎゅっと詰
まったターキーレッグ！
ドイツビールと一緒にいかがですか！？

■定休日：12月14日
（水）

クリスマス市ならでは各店舗のオリジナルメニューを展開。

ハルキッチン

寒い季節にぴったり、
ヨーロッパの冬の定番カク
テル、甘くて飲みやすいホットワイン。
お子様には温かいホットココアもおすすめです。

Hot Chocolate

K

クリスマス市名物メニュー

Food Booths

ハンセンのホットドリンク

Frankfurter, Apple Mulled Wine

■定休日：12月13日
（火）

￥550

※価格はすべて税込です。 ※掲載している内容は変更になる場合があります。

プレゼント日

※来場者アンケートにご協力いただけた方、謎解きゲームにご参加の
大人の方にもプレゼントいたします。

を販売いたします！
（製作：社会福祉事業所

さくらトータルサービス）

■販売個数：300個（予定）
無くなり次第終了
■販売価格：600円
■サイズ：約20cm 約横40cm 約マチ15cm
Official Guidebook

10

イベントス ケジュール

屋内
15：00〜/17：00〜

16：30〜

ドイツの絵本の読み聞かせ
11/

23
㊗

Story Time With German Picture Books

18：30〜

木の雪だるまをつくろう！

10

廃油キャンドル

Mulled Wine Making Workshop

17：00〜

15：00〜/17：00〜

エコバッグ作り

Coloring Reusable Shopping Bag

15：00〜

ドイツの絵本の読み聞かせ

11

「森のサンタさん」
をつくろう！

26

木に刺繍するオーナメント作り
Ornament Making with Embroidery on Wood

18：00〜

グリューワイン作り

Mulled Wine Making Workshop

12
15

18：30〜

Santa Making of Plastic Bottle

28
12/

1

17

廃油キャンドル

“Santa in a Forest” Making

18：00〜

グリューワイン作り

Mulled Wine Making Workshop

18

19
22

Coloring Reusable Shopping Bag

5
8
10

24

15：00〜

木に刺繍するオーナメント作り
Ornament Making with Embroidery on Wood

18：30〜

エコバッグ作り
自分 だけのオ
リジ ナル エコ
バッグ を 作ろ
う！

25

廃油キャンドル

Candle Making from Waste Oil

17：00〜

エコバッグ作り

Coloring Reusable Shopping Bag

Snow Globe Making of Plastic Bottle

廃油キャンドル

25

ドイツの絵本の読み聞かせ

Story Time With German Picture Books

17：00〜/18：00〜/19：00〜

4

▶爽/花果/爽

German Quiz Stage

6

7

9

16：00〜

英語対応インフォメーション

■実施期間：11月22日
（火）〜12月25日
（日）
■実施場所：ヴァイナハツパビリオン内

ドイツ文化体験ワークショップ
ドイツ出身 札幌在住 環境カウンセラー（札幌
市保全環境アドバイザー）
のビアンカ・フュルス
ト氏を講師にSDGsをテーマにドイツ文化を体
験できるワークショップを開催。本場ドイツの
クリスマスについて楽しく学びましょう！

12/

2

小さなお子様に大人気の絵本読み聞かせイベントが今年も開催されます。
ヴァ
イナハツパビリオン内では絵本の無料展示も。

【絵本読み聞かせイベント】
■実 施 日：毎週日曜・祝日 1日2回
■実施場所：ヴァイナハツパビリオン内
【クリスマス図書館】
■実 施 日：11月22日(火)〜12月25日(日)
■実施場所：ヴァイナハツパビリオン内
■実施内容：絵本の無料展示

❶12：30〜

11

16

German Quiz Stage

17：50〜/18：50〜/19：50〜

イルミネーション点灯式

World Musicステージ

14：00〜

World Music Stage

▶KAWAI James Trad Jazz Group

ドイチェランド クイズステージ
German Quiz Stage

17：00〜/18：00〜/19：00〜

4

ドイチェランド クイズステージ

クリスマス市プレゼントデー
Christmas Rafﬂe Day

17

15：00〜

ドイチェランド ムズィークステージ
German Music Stage

▶フリーデリケ・キーンレ（チェロ演奏）

16：00〜

World Musicステージ
World Music Stage

ドイチェランド クイズステージ

❶12：30〜

ドイツやミュンヘン
にちなんだ問題を出
題！大人から子ども
まで気軽に参加くだ
さい！

❷14：00〜

クリスマス市プレゼントデー

パフォーマンスステージ

Christmas Rafﬂe Day

16：00〜/17：00〜/18：00〜/19：00〜

17：50〜/18：50〜/19：50〜

Illumination Lighting Ceremony

❷14：00〜

Performance Stage

16：00〜/17：00〜/18：00〜/19：00〜

16：30〜

16：00〜

❶12：30〜

パフォーマンスステージ

▶北海道のテルミンユニットバブーシュカ/
シンガーソングライター「MINA」/MoB stud!o

Performance Stage

▶Regenbogen（レーゲンボーゲン）

▶有坂さりあ(エムポケット)/シンガーソングラ
イター「MINA」/小樽Ses of Grace & Friends

17：00〜/18：00〜/19：00〜

Christmas Rafﬂe Day

Illumination Lighting Ceremony

■出演：・チェロ奏者 フリーデリケ･キーンレ氏
・Regenbogen（ドイツ民謡） 他

World Music Stage

❷14：00〜

イルミネーション点灯式

ドイツ民謡やドイツ人アー
ティストによる、
ドイツ音楽
ステージを開催。音楽を通
じドイツと触れ合い、
ドイツ
との距離を縮め、
より一層、
ドイツを身近に感じていた
だけると嬉しいです。

16：00〜

▶Voice Stack

▶なりまつえり/前田かのん/齊藤いゆ/
北星学園大学アカペラサークル ぽらりす.

14

▶Regenbogen（レーゲンボーゲン）

ドイチェランド ムズィークステージ

World Musicステージ

パフォーマンスステージ

German Quiz Stage

Performance Stage

24

クリスマス市プレゼントデー

17：50〜/18：50〜/19：50〜

パフォーマンスステージ

German Music Stage

▶La-Peace/Ezo Acappella Relationship

ドイチェランド クイズステージ

3

15：00〜

ドイチェランド ムズィークステージ

Performance Stage

イルミネーション点灯式

German Music Stage

German Quiz Stage

パフォーマンスステージ

German Quiz Stage

ドイチェランド ムズィークステージ

ドイチェランド クイズステージ

16：00〜

17：00〜/18：00〜/19：00〜

Illumination Lighting Ceremony

15：00〜

Illumination Lighting Ceremony

▶Regenbogen（レーゲンボーゲン）

World Music Stage

イルミネーション点灯式

14：00〜

17：50〜/18：50〜/19：50〜

14：00〜

▶Namara Brasil

17：50〜/18：50〜/19：50〜

Illumination Lighting Ceremony

German Quiz Stage

イルミネーション点灯式

World Musicステージ

▶Mix札幌トワラーズ/久保田れな/
アビガシ/wacca.

■実施場所：ヴァイナハツパビリオン内

クリスマス図書館＆絵本読み聞かせ

10

Performance Stage

ドイチェランド クイズステージ

23

German Music Stage

16：00〜/17：00〜/18：00〜/19：00〜

16：30〜

ドイチェランド クイズステージ

ドイチェランド ムズィークステージ

Christmas Rafﬂe Day

■17:50〜/18:50〜/19:50〜

★通訳スタッフが駐在します。海外の来場者もお待ちしております！

15：00〜

パフォーマンスステージ

30

Illumination Lighting Ceremony

German Quiz Stage

▶Blue Smooth/みゆう/
シンガーソングライター「MINA」

ヴァイナハツパビリオンでの対応の他、定期的に
スタッフが会場内を巡回し、
お困りの海外観光
客の問い合わせ対応を行います。

17：50〜/18：50〜/19：50〜

17：50〜/18：50〜/19：50〜

イルミネーション点灯式

シンボルオブジェと2丁目会
場全体のイルミネーションを
点灯させます！3年振りに開
催するクリスマス市のスター
トを一緒に盛り上げましょう！

16：30〜

German Quiz Stage

14：00〜

17：30〜/18：30〜/19：30〜

27

Performance Stage

ドイチェランド クイズステージ

イルミネーション点灯式

▶アスリートがスポーツの魅力を発信します。
詳細はHPへ

▶かとう なほ/高井麻奈由

21

■11月22日
（火）17:30〜
■2丁目会場 特設ステージ

Olympic・Paralympics PR

18：00〜/19：00〜

ドイチェランド クイズステージ

パフォーマンスステージ

クリスマス市プレゼントデー

Illumination Lighting Ceremony

ミュンヘンと会場をつなぎ、両
国の子どもたちによる合唱を
行います。
奇跡の歌声をお楽し
みください。

オリンピック・パラリンピックPR

パフォーマンスステージ

イルミネーション点灯式

Illumination Lighting Ceremony

Olympic・Paralympics PR

❷14：00〜

18

17：50〜/18：50〜/19：50〜

イルミネーション点灯式

オリンピック・パラリンピックPR

❶12：30〜

❷14：00〜

16：00〜

17：30〜

16：30〜

▶アスリートがスポーツの魅力を発信します。
詳細はHPへ

■所要時間：30分
■料金：500円 ※各回20名まで

German Quiz Stage

St.Nicholas Day

Performance Stage

■所要時間：30分
■料金：500円 ※各回20名まで

ドイチェランド クイズステージ

ニコラウスデー

15：00〜

▶Regenbogen（レーゲンボーゲン）

▶楽夢チアダンス楽美エンターテインメント/
札幌第一高等学校合唱部/
ブライトサッポロゴスペルクワイア

Christmas Rafﬂe Day

17：50〜/18：50〜/19：50〜

German Music Stage

Performance Stage

クリスマス市プレゼントデー

16：30〜

オープニングステージ

17：00〜/18：00〜/19：00〜

パフォーマンスステージ

❶12：30〜

Performance Stage

Performance Stage

ドイチェランド クイズステージ

17

17：00〜/18：00〜/19：00〜

▶YDC/沙つき/工藤由佳

ドイチェランド ムズィークステージ

26

▶Nana-pi

パフォーマンスステージ

German Quiz Stage

木の雪だるまをつくろう！

World Music Stage

パフォーマンスステージ

ドイチェランド クイズステージ

Candle Making from Waste Oil

12：00〜/14：00〜

▶札幌三育小学校

Illumination Lighting Ceremony

16：00〜

ペットボトルスノードーム

Opening Stage

イルミネーション点灯式

■所要時間：30分
■料金：500円 ※各回20名まで

自然素材の木を使った優しい雰囲気
のオーナメントです。オリジナルの雪
だるまを書 い
てツリー やお
部 屋に飾って
お 楽しみくだ
さい。

16：00〜

World Musicステージ

16：30〜

17：00〜

18：00〜

Santa Making of Plastic Bottle

Snow Globe Making of Plastic Bottle

Story Time With German Picture Books

Santa Making of Plastic Bottle

ペットボトルサンタ

ペットボトルスノードーム

㊗

Ornament Making with Embroidery on Wood

14：00〜

17：00〜

17：00〜

■所要時間：30分
■料金：500円 ※各回20名まで

16：30〜

ペットボトルサンタ

Story Time With German Picture Books

エコバッグ作り

23

17：30〜

オープニングステージ

14：00〜

木に刺繍するオーナメント作り

Snow Globe Making of Plastic Bottle

15：00〜/17：00〜

18：30〜

Santa Making of Plastic Bottle

ペットボトルスノードーム

ドイツの絵本の読み聞かせ

4

ペットボトルサンタ

ドイツの絵本の読み聞かせ

Wooden Snowman Making

「森のサンタさん」
をつくろう！

17：00〜

15：00〜/17：00〜

木の雪だるまをつくろう！

3

木やマツボックリなど自然素材を使
用したクリスマスオーナメントを製作。
オリジナルの
サンタさんを
描いて自分だ
けのオーナメ
ントを作ろう。

22

Mulled Wine Making Workshop

17：00〜

16：30〜

Coloring Reusable Shopping Bag

グリューワイン作り

Snow Globe Making of Plastic Bottle

15：00〜

エコバッグ作り

18：00〜

ペットボトルスノードーム

「森のサンタさん」をつくろう！

11/

17：00〜

“Santa in a Forest” Making

17：00〜

Candle Making from Waste Oil

料理に使った食用油が可愛いキャン
ドルに生まれ変わります！

18：30〜

「森のサンタさん」
をつくろう！

Story Time With German Picture Books

ペットボトルサンタ

廃油キャンドル

Story Time With German Picture Books

15：00〜

ドイツの絵本の読み聞かせ

※写真はすべてイメージです。

■実施期間：11月23日
（水・祝）〜12月24日
（土）
■実施場所：ヴァイナハツパビリオン内

Candle Making from Waste Oil

15：00〜/17：00〜

27

クリスマスワークショップ

廃油キャンドル

“Santa in a Forest” Making

16：30〜

18：00〜

グリューワイン作り

Candle Making from Waste Oil

24

Wooden Snowman Making

屋外

German Christmas Market in Sapporo Events Schedule
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パフォーマンスステージ
Performance Stage

▶Takumadrops/The Cynical Store/
Takumadrops/爽

20：30〜

クロージングステージ

ご応募頂いた参加者
による合 唱やゴスペ
ル、楽器演奏やダンス
などを披露！みんなで
一緒に創るステージ
を開催します。

Closing Stage

▶Regenbogen（レーゲンボーゲン）

World Musicステージ
世界各国のクリスマスの音楽をご紹介。様々な色
を持った音楽を一度に堪能できます。贅沢なひと
ときをお過ごしください。

■出演：・KAWAI James Trad Jazz
・Nana-pi
・Namara Brasil
・ベンビーバンビー
・Voice Stack

▶ベンビーバンビー

11

Official Guidebook

※価格は全て税込みです。 ※掲載している内容は変更になる場合があります。

※イベント内容、
スケジュールは変更になる場合があります。詳細はHPをご覧ください。
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特 別 企 画
German Christmas Market in Sapporo Special Events

札幌・ミュンヘン姉妹都市提携50周年記念
姉妹都市提携50周年
記念パネルの設置

クリスマス市やドイツ・ミュンヘンの歴史をご紹介。
これまでの歩みを辿り
ましょう。
■設置期間：

謎解きイベント
「ミュンヘン╳札幌
歴史を紐解く！ナゾトキゲーム」

ミュンヘンと札幌の姉妹都市提携50周年の歴史を学びながら楽しめる謎
解きゲーム開催！
全ての謎が解けた頃にはクリスマス市博士になれちゃうかも！？
■実施期間：

11/22 〜12/25

11/22 〜12/25

■参加受付時間：11:00〜21:00
■実施場所：大通公園2丁目
（クリスマス市会場）

お子様限定の
プレゼント企画

参加していただいたお子様には素敵
なプレゼントをご用意してます。

サンタクロース
グリーティング

ミュンヘン・クリスマス市のスペシャルイベントをご紹介!
Special Even t

Special Even t

クリスマス市 プレゼントデー

毎週日曜日に会場内の店舗、1店舗あたり1,000円以上お買物や飲食を
した方限定！プレゼントが当たる抽選券をお配りします！
クリスマス市だけの特別な贈り物をGETするチャンス！

期間中毎日会場内に本場フィンランドか
ら来たサンタクロースが登場！一緒に記
念撮影を撮ってクリスマス気分を盛り上
げよう！

■実施日：

12/6

■実施日：

11/22 〜12/25

■実施時間：17:30〜18:00に来場した
お子様にサンタからお菓子をプレゼント。

■実施場所：2丁目会場内各所

※実施時間外に来場したお子様にはオリジナルグッズ
等を配布します。

期間中の毎週日曜日

①12:30〜 ②14:00〜
■実施場所：2丁目会場 特設ステージ
※プレゼント内容は開催日によって変更があります。
※景品によって必要な抽選券の枚数が異なります。

Special Even t

平日限定・ワンコイン
（500円）
プレート
平日ランチ限定！ワンコイン
（500円）
プレートが登場！
贅沢で美味しいお得な平日ランチをお楽しみください！

地下鉄
東豊線

大通駅

12分

地下鉄
東豊線

福住駅

中央
バス

10分

平日の昼間限定3個の福袋販売！
3,000円相当の商品が入った、クリスマス雑貨や
オーナメント、ガラス細工などをなんと1,000円で
販売します！お得過ぎるチャンス！

11/22 〜12/25 の期間中の平日

San Sebastian
Christmas Café
クリスマスホットケーキ

ヴァイセス・
シュトラーセン・カフェ
ホットドッグランチ

■実施期間：

ヒンメル・デア・
バイエルン
グリルソーセージと
ポメスのプレート

平日昼間

各店1日
3個限定

ヴァルシュタイナー
3種のチーズロール

11/22 〜12/25 の期間中の平日

■販売時間：11:00〜13:00
■販売価格：500円

各店20食限定

各店
20食限定

協賛行事

ミュンヘン・クリスマス市
with Kitara
The German Christmas Market with Music from Kitara

12/17（土）
は美しいパイプオルガンの響きと澄んだ歌声による心温まるひとと
きを！12/24（土）は様々な愛の形を表現したオペラや映画音楽等をお届けし
ます。音楽に包まれたクリスマスを過ごしませんか？

クリスマス
オルガンコンサート
Christmas Organ Concert

12/17

OPEN／14:15

START／15:00

【オルガン】
ヤニス・デュボワ

羊ヶ丘

12月15日夜、
ミュンヘン・クリスマス市の会場近くのhitaruで札幌交響楽団と
輝かしい新世代アーティストたちが共演。指揮は、札響正指揮者の川瀬 賢太郎
です。
OPEN／18:20 START／19:00
【指揮】川瀬 賢太郎 【管弦楽】札幌交響楽団
【サクソフォン】上野 耕平 【ピアノ】
山中 惇史 【パーカッション】石若 駿

曲目

ニールセン：
「フェロー諸島への幻想の旅」
吉松 隆：サイバーバード協奏曲
メンデルスゾーン：交響曲第3番「スコットランド」

詳しくは札幌交響楽団公式ホームページhttps://www.sso.or.jpまで
Official Guidebook

クリスマス市福袋の販売

■販売期間：各店1日３個限定（無くなり次第終了）

12/15
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Special Even t

■実施期間：

大人 530円／小中学生 300円
9：00〜17：00 T E L 011‐851‐3080
地下鉄
東豊線

1日
1回限り

■日時：

Sapporo Symphony Orchestra Subscription hitaru Concert Series No.11

営業時間

お一人様

11/22 〜12/25

ミュンヘン・クリスマス市╳札幌交響楽団
At hitaru

入場料金

ジャンボアドベントカレンダーが会場内に登場！
毎日一枚ずつカレンダーをめくって、
クリスマス
までカウントダウン！来場日の日付に書かれた
キーワードをオフィシャルグッズショップで伝え
てくれたお子様にお菓子をプレゼント！
■実施期間：

ニコラウスデー
ドイツではサンタと並びクリスマスの主
役ととらえられている｢聖ニコラウス｣。
ドイツのクリスマス文化を紹介する意味
で本場ドイツに倣い、12月6日を｢ニコラ
ウス」に会う日として来場した子どもたち
にサンタがプレゼントを配ります。

アドベントカレンダー

（第23代札幌コンサートホール専属オルガニスト）

【指揮】大木 秀一 【合唱】市立札幌旭丘高等学校合唱部、札幌山の手高等学校合唱部

Kitaraの
クリスマス

Kitara Christmas Concert

12/24

OPEN／14:15

START／15:00

Ⓒ Earl Ross

Ⓒ Katsuhiko Kimura

【指揮】三ツ橋 敬子 【ソプラノ】伊藤 晴 【テノール】城 宏憲 【管弦楽】札幌交響楽団

＜問い合わせ＞ Kitaraチケットセンター 011-520-1234（10:00〜18:00、休館日を除く）
Official Guidebook
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持続可能な開発目標（SDGs）
達成に向けた取り組み
Good practices to achieve SDGs

ペレットストーブ

LEDの使用

ク

会場内のヴァイナハツパビリオンにペ

さっぽろホワイトイルミネーション会

レットストーブを設置。木質ペレット

場では、白熱電球に比べて消費電力

は主に木材加工の廃材を加工して作

が少ないLEDを使用しています。
また、

られる再生可能エネルギーであるう

ミュンヘン・クリスマス市でもウェルカ

減に影響を与えないという特徴があ

CO₂の削減をはかっています。

え、燃えても空気中の二酸化炭素増

2015年9月、国連持続可能な開発サミットで、2030年を目標とする、人間、地球および繁栄のための行動計画として、17の目標と169

イ ク

ムアーチをはじめ、L E Dを使用して

り、環境に優しい燃料として注目を集
めています。

（協力：エコイルミ推進協議会）

のターゲットからなる
「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられました。SDGsでは全世界的な行動が要請されており、企業も主体的
に取り組むべきとされています。
さっぽろホワイトイルミネーション、
ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporoは、環境保全を心掛け、環境に優しいイベントでありたいとい
う考えのもと、SDGs達成につながる活動を知ってもらい、行動に移して頂けたらと、環境保全への様々な取り組みを行っています。

バイオディーゼル燃料発電／使用済み食用油の回収

イ ク

カーボンオフセットの実施
地球全体のCO₂削減を
イ ク
支える取り組みに参画！

さっぽろホワイトイルミネーションでは、節電
効果に加え、地球参加型のエコ・イルミネー

ションを実現させるため、廃食油をリサイクル

会場で使用される電気やポスター・ガイドブック印

したバイオディーゼル燃料（BDF）
によって会場内の

刷にかかるCO₂排出量に相当するクレジットを購

電力を一部賄っています。
こうした取り組みへの協力

入し、環境に配慮した取り組みを行う他の事業を

事業として、
ミュンヘン・クリスマス市では、
ご家庭や

支援することで、排出量の埋め合わせを行う
「カー

会場内から出る使用済み食用油を回収しています。

ボンオフセット」。
さっぽろホワイトイルミネーショ

ご家庭から出た油につきましては、大通西2丁目会場

ン、
ミュンヘン・クリスマス市では、
この仕組みを導

ていますので、皆様のご協力をぜひお願いいたします。（協力：エコイルミ推進協議会）

援を行います。

ヴァイナハツパビリオン内の専用ボックスにて回収し

ボタニカルライトクリスマスツリー

入し、札幌市内（定山渓温泉等）のCO₂削減の支
（協力：エコイルミ推進協議会）

植物の力で発電する
「ボタニカルライト」
とは？

ク

Botanical Light（ ボタニ

カルライト）は、植物と共存

する微 生 物が生 命 活 動を

1

する際に、土や水の中で放

イ

さっぽろホワイトイルミネーションの取り組み

ク

ミュンヘン・クリスマス市の取り組み

出される電子を利用して発

電します。ミュンヘン・クリ

スマス市 in Sapporoでは

リターナブル食器／ライスレジン食器

北海道では初めてとなるボ

ク

2

タニカルライトを使用した

3

クリスマスツリーをパビリ

ミュンヘン・クリスマス市では洗って再利用できる
「リターナブル食器」を使用しています。会場内エコブースに食器返却

オン内に設置し、実証実験

のボランティアの方々により洗浄活動を行っています。
また、今年度よりお米由来の国産バイオマスプラスチックを使用し

術の発展に貢献します。

口を設置し皆様に使用食器の返却を呼び掛けています。回収された食器はホシザキ北海道株式会社の協力のもと、多く

微生物

段 階にある新しい発 電 技

（協力：エコイルミ推進協議会）

たライスレジン製のリターナブル食器を一部導入いたします。

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに、
捨てられる食べ物をいいます。
日本では年間522万トン ※ の食品ロスが発
生しており、これを一人当たりに換算する
と毎日お茶碗約1杯分のご飯（約113g）を
捨てていることになります。
※農林水産省及び環境省
「令和2年度推計」

全２６拠点

http://www.city.sapporo.jp/
seiso/foodloss/foodloss.html
ショリクマくん
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協 賛 企 業
Supporting Companies

㈱池下電設

札幌ホテル旅館協同組合

伊藤組土建㈱

山藤三陽印刷㈱

㈱伊藤組

岩倉建設㈱

岩田地崎建設㈱

㈱札幌丸井三越

JRA札幌競馬場
JR北海道

ANAクラウンプラザホテル札幌

ジェイ･アール北海道バス㈱

協和印刷㈱

㈱じょうてつ

㈱きのとや

日本データーサービス㈱
㈱日本旅行北海道
㈱藤井ビル

プレミアホテル 中島公園 札幌
北都交通㈱

北菱産業埠頭㈱

JR北海道ホテルズ㈱

ホシザキ北海道㈱

昭和レーベル印刷工業㈱

ホテルクラビーサッポロ

㈱グランビスタホテル＆リゾート 札幌パークホテル

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

㈱札幌花き地方卸売市場

大和リゾート㈱ ロイトン札幌

近畿日本ツーリスト㈱

㈱グランビスタホテル＆リゾート 札幌グランドホテル
京王プラザホテル札幌
札幌中央アーバン㈱

（一社）札幌ハイヤー協会
（一社）札幌物産協会

㈱須田製版

大丸藤井セントラル
㈱東洋実業
㈱東横イン

中道リース㈱

㈱北海道造園コンサルタント

ホテル京阪札幌

ホテルモントレ エーデルホフ札幌
ホテルロンシャンサッポロ
丸水札幌中央水産㈱

㈱ヤマチコーポレーション
㈱ユニ・フォト

※五十音順
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