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Our experience

Information

U
nique venues

Used for parties of medical conferences

The ropeway, the Mourisucar (cable car) and associated 

facilities were renovated or introduced in December 2011 for 

environmentally friendly universal design. The introduction 

of the new ropeway and the small cable car, Mourisucar, with 

universal design has made the entire facility attractive and easy 

for all to visit. The 360-degree view from the observation plat-

form at the peak is splendid in the daytime and in the evening, 

when the view glimmers like a thousand gems. A planetarium 

and a casual French restaurant are at the mountaintop station. 

Fee: 6,000 yen/person or more for a party. (Inquire with the 

venue.)

 Ropeway & Mourisucar

 Group fee: 1,360 yen/person

Capacity: 80 seated; 120 standing

Requirements: Inquire about available days.

Party with a night view of Sapporo

Sapporo Mt. Moiwa Ropeway
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料　　金：6,000円より
	 （パーティー1人あたり、要相談）
	 ロープウェイ・もーりすカー
	 団体料金：1,360円
収容人数：着席約80名、立食約120名
条　件　等：日程要相談

2011 年 12月に「環境保全」「バリアフリー」を
メインテーマにリニューアル。新型ロープウェイ
の導入、「もーりすカー（ミニケーブルカー）」の
新設など、誰もが利用しやすく魅力的な施設へと
生まれ変わった。360°見渡すことができる山頂展
望台からの眺めは、昼は絶景、夜は宝石を散り
ばめたような夜景とまさに圧巻。山頂駅にはプラ
ネタリウムやおしゃれなカジュアルフレンチレスト
ランがある。

札幌もいわ山ロープウェイ http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/

医学会のパーティー等で利用

札幌の夜景を一望しながらパーティーを
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U
nique venues

The museum has a collection of domestic and international 

modern art, and it hosts various special exhibitions. Seven-

ty-four sculptures dot its hilly Sculpture Garden.  Discover 

the fun of crafts-making in the art studios.  Halls are rented 

out for recitals, for performing arts practice and for training 

sessions.  The buffet restaurant features dishes showcasing 

Hokkaido ingredients. The park is a comprehensive cultural 

facility that represents Sapporo where you can see, produce, 

use and eat local products.

This is a venue of the Pacific Music Festival (PMF), an edu-

cational festival established by the world-famous conductor 

Leonard Bernstein, and of the Sapporo City Jazz event. Every 

summer musicians get together for these music events.  In 

honor of Hokkaido sake, you can paint a ceramic sake server 

or a cup or you can take a lesson on how to warm and serve 

sake. Special tastings of local food and sake are also held. 

Relaxing in an artistic space in the woods

Make your own ice candle in 

winter.

Making bread in the shape of 

a sculpture

Sapporo Art Park
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世界的に有名なレナード・バーンスタイン氏が創設
した国際教育音楽祭「パシフィック・ミュージック・フェ
スティバル」や、“サッポロシティジャズ”の会場とし
て、毎夏、世界中から大勢のアーティストが集う音楽
イベントを開催。北海道産の日本酒を普及するため
に、クラフト工房で“徳利 ”と“ぐいのみ ”の絵付け
体験や、酒蔵の熱燗講座、豊富な道産食材と地酒を
味わうイベントも実施。

国内外の近代美術などを収集し、多彩な特別展
を開催する美術館や起伏に富んだ広大な敷地で
74 点の彫刻を展示する野外美術館。ものづくり
の楽しさを発見できる工芸体験施設。発表会や練
習、研修などで利用できる貸ホール。そして、北
海道産食材をふんだんに使用したビュッフェレス
トランなど、「みる」「つくる」「つかう」「たべる」
を一度に体験できる自然豊かな札幌を代表する
複合文化施設。

森の中にたたずむ芸術空間で憩う

札幌芸術の森 http://www.artpark.or.jp

冬はオリジナルの
アイスキャンドル

彫刻と同じデザインで
パン作り体験
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★★Team Building
Attraction

★★

U
nique venues

"Treasure hunting" in the Sculpture Garden
The Sculpture Garden has 74 outdoor sculptures on 7.5 

hectares of hills. The activity is a timed team race. Partici-

pants find commands hidden in the sculptures, and these 

lead them to the treasures.  To be the first team to solve 

all the puzzles, the team needs intelligence, physicality, 

luck and teamwork. Japanese snowshoes help your team 

to travel in deep snow. Don't spend too much time putting 

them on! Hurry up!

Use as a party venue
Please contact the park regarding the availability of the Art 

Hall.

Sapporo Art Park's activity groups welcome your guests by 

performing music (Japanese drumming, jazz and more).

Season: Year-round; Fee: Inquire with the venue.

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity

Group size: 4 people x 5 teams = 20 people (min.); 

 4 people x 10 teams = 40 people (max.)

Time required: 60 min.

Season: Year-round

Fees: In addition to the group entrance fee for the sculpture Garden, fees 

for activity equipment and the coordinator are required.
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パーティー会場としての利用
アートホールを使用する場合は要相談。

野外美術館「トレジャーハンティング」
7.5ヘクタールの起伏に富んだ広大な野外美術館
で、国内外の彫刻作品74点に隠された指令を次々
とクリアし、宝を探すチーム対抗タイムレース。数々
の謎を解明し、いち早くゴールするには、チーム
の運、知力、体力、そして団結力が試される。雪
深い冬は、日本伝統の “かんじき”がチームの歩
みを速めるが…かんじきの装着にモタモタしては
いられない。急げ！

Information

札幌芸術の森の活動団体（和太鼓などの邦楽、ジャ
ズなど洋楽）の協力のもと、パーティー会場で演奏し、
お客様を出迎える。
実施可能時期（通年）　料金（要相談）

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル

人　　数：	最少	4 名× 5チーム＝ 20名
	 最大	4 名× 10チーム＝ 40名
所要時間：60	分
実施可能時期：通年
条　件　等：	野外美術館団体料金・ゲーム用ツール料・コー

ディネーター料がかかります。
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Standouts

Our experience

U
nique venues

Hosting a party in a historical Hokkaido building

- Japanese tea ceremony

- Domestic incentive tour

(Bingo rally, etc.)

- Welcome ceremony with appearances by street performers

This open-air museum has historical buildings that were built 

from the mid 19th to the early 20th century in Hokkaido. They 

were relocated from their original sites and restored at this 

outdoor museum. Feel bygone lifestyles by using your five 

senses to appreciate buildings and exhibited artifacts, tools 

and documents. A full-scale horse carriage railway, the only 

one in Japan, operates in summer, and a horse-drawn sleigh 

runs in winter. Watch the scenery from the window.

Nankintamasudare, a traditional street performance: A bam-

boo screen is transformed into various shapes while a song is 

chanted. (30,000 yen or more) 

Tea ceremony (50,000 yen or more)

Historical Village of Hokkaido
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北海道の歴史的建造物の中でパーティー

・	ティーセレモニー
・	国内インセンティブツアー
（ビンゴラリーなど）
・	大道芸人の実演による歓迎セレモニー

明治から昭和初期にかけて道内各地に建築された
歴史的に貴重な建造物を移築復元、再現した野
外博物館。建物やその中にある展示資料、その
風情から当時の人々のくらしや文化を五感で体験
できる。開拓の村では国内唯一の本格的な馬車
鉄道を夏期間運行 ( 冬期間は馬そり)しており、
車窓から村内の景色を眺めるのもまたオススメ。

南京玉すだれ（30,000円より）
野点（50,000円より）

北海道開拓の村 http://www.kaitaku.or.jp/
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★★Team Building ★★

U
nique venues

Rules

For a “bingo”, you have to complete a row of activities 

written in each grid of the bingo card. After a strategic 

meeting of each team, the village chief orders all the teams 

to start. The winner could be the first team to achieve a 

bingo.  In addition, you may award a winner for each activ-

ity, i.e., the fastest team in the relay race on bamboo stilts, 

the team to cooperate best in using a hand pump and the 

like. 

Fee: 100,000 yen or more (incl. tax)

Learn about the lifestyles of Hokkaido pioneers!
For a “bingo”, you have to complete activities at 9 to 16 locations around 

the village. The activities include answering problems on Japanese 

culture, relay racing on bamboo stilts, sawing a log and using a hand 

pump. You need good teamwork to complete these. Each team needs 

good communication to make a strategic plan that considers all the 

elements, such as which activity to do first, how much time to spend on 

each activity and what order to do them in.  The activity also gives an 

opportunity for members to think about what each can do for the team.

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity

Within the village, rooms of various sizes with capacities 
of 50 to 100 people are rented out for parties, awards 
ceremonies and the like.  Performances for introducing 
guests to traditional Japanese culture are available, 
including a welcome ceremony with a nankintamasudare 
street performance, and a tea ceremony in a garden or in 
a historical building.

Capacity:  50-100 people. The auditorium seats 210 
people. Please consult the venue if your 
group is over 100 people.

Fee: Inquire with the venue.
Conditions:  The use of fire, and eating, drinking and 

making noise are allowed only in limited 
areas of the facility.

Other:  Separate fees required for activities. Group 
entrance fee: 680 yen in summer and 550 yen in 
winter.
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ルール

ビンゴカードの各マスに書かれたアクティビ
ティやクイズをクリアしながらビンゴを目指す。
作戦会議後、村長の号令で全チーム一斉にス
タート。一番先にビンゴを達成し、ゴールした
チームの勝利。この他、竹馬リレーが一番速
かったチーム、手押しポンプでチームワークが
良かったチームのように各アクティビティごとに
勝敗をつけるなど、様々なアレンジが可能。

料金：100,000円（税込）より

5

村内には、50～100名までが収容できる会場を
完備しており、パーティー、表彰式も行える。日本
の伝統文化によるおもてなしをテーマに、大道芸
人（南京玉すだれ）による歓迎セレモニー、歴史
的建造物内または庭先での野点（呈茶）など、日
本文化を満喫する演出が可能。

収容人数：50～100名　100名以上は要相談
	 講堂210席
料　　金：要相談
条　件　等：	施設内の限られた場所以外での火

気・飲食・音響等は不可
そ　の　他：	アクティビティ別途料金
	 入場料別途
	 団体680円（夏期）、550円（冬期）

北海道の先人たちの暮らしを解明！
村内の９から16か所に用意されたアクティビティに挑戦しな
がら進む村内ビンゴラリー。日本の文化に関する問題、竹馬リ
レー、大きなノコギリでの丸太切り、手押しポンプなど、チー
ム一丸となってクリアしていく。どのアクティビティから挑戦す
るか、どのルートを通るか、時間配分、すべての要素をふまえ
て作戦を立て、チーム内でコミュニケーションを取りながらビ
ンゴを狙う。各自がどのようにチームに貢献できるかを考える
機会にもなる。

Information

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル
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Information

U
nique venues

Mt. Okura commands views of downtown Sapporo and the 

horizon. It’s well known as a ski jumping venue of the 1972 

Sapporo Winter Olympic Games. Nowadays, ski jumping 

events are held even in summer and in the evenings. Many 

world-class competitions are held there both in summer and 

in winter.

Use as a party venue　
Fee: Inquire with the venue.

Capacity: 150 people (buffet style) 

Conditions: The multi-purpose room is available.

Other: Dishes made with local ingredients can be catered 

from hotels in the city. Lamb Dinning Okurayama, a 

restaurant that commands a bird's eye view of the city, 

seats 120.

Japanese drumming: Introduce guests to a Japanese drum 

performance, and make a "surprise" display of the name of a 

company or conference. 

Attractions unique to the Nordic jumping hill 

Okurayama Jump Stadium
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札幌の街なみと遥か彼方の地平線までをも望む大倉
山は、1972年に開催された冬季オリンピック札幌大
会でジャンプ競技場となったことで有名。現在はサ
マージャンプやナイタージャンプも可能となり、冬だ
けでなく夏にも国際的な大会が数多く開催されてい
る。

大倉山ジャンプ競技場 http://okura.sapporo-dc.co.jp/jump/
パーティー会場としての利用　
料　　金：要相談
収容人数：150名収容可能（ビュッフェスタイル）
条　件　等：多目的ホールを使用
そ　の　他：ケータリングで市内ホテルからの道産食

材を使った料理を提供可能。施設内には、
市内を一望できるレストラン“ラムダイニ
ング大倉山”もあり、120名収容可能

和太鼓　和太鼓等の演奏でゲストを歓迎し、電光掲
示板に会議・企業名を流してサプライズ。

ジャンプ競技場ならではのアトラクションとセットで
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Team Building

Attraction

Our experience

★★

U
nique venues

Summer jumping attractions
Hold a party whose attraction is a summer jumping event 

exclusively for your party. A sports commentator will deliver 

an on-the-spot broadcast.  A company logo can be projected 

on the hill.

Fee: 450,000 yen

 (For about 10 jumpers and other associated costs)

Season: Summer

Other conditions: Inquire about the available days.

Group lift fee: 450 yen/person

- Farewell party of the 2007 United Nations Conference on 

Disarmament Issues

- Reception of the iCommon Summit '08

- OECC Excursion in 2010

The Nordic ski jumping simulator and other hands-on 
simulators at the Winter Sports Museum may be used 
for team-building activities. Have competitions of ski 
jumping distance and cross-country skiing, and give 
medals at an awards ceremony on the winner’s podium.

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity 7
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サマージャンプアトラクション
実況アナによるアナウンス中継で、オリジナルサマー
ジャンプアトラクションを観戦しながらのパーティが
可能。山あいにピンスポで企業ロゴを映し出す事も
可能。

料金：450,000円
　　　（ジャンパー約10名の場合の費用一式）
実施可能時期 :夏期
その他の条件：実施日要相談、
　　　　　　　リフト団体料金１人450円

・2007年国連軍縮会議フェアウェルパーティ会場
・2008年アイコモンズサミットレセプション会場
・2010年OECC	エクスカーション会場

シミュレーターによる体験型施設、ウィンタース
ポーツミュージアムはチームビルディングにも活
用可能！スキージャンプで飛距離を競った後は、
クロスカントリーで競争し、最後には表彰台でメ
ダル授与式。

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル
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U
nique venues

A gathering at a space designed by Isamu Noguchi, the world-famous artist

Isamu Noguchi, a world-famous artist, developed the conceptual 

design of the park.  There are 15 buildings on the premises. 

These include the 32m-high Glass Pyramid, the symbol of the 

park. The beauty of the pyramid changes with time: It’s full of 

sunlight in daytime, and it’s illuminated in the evening.  Meeting 

rooms equipped with audiovisual devices, and exhibition and 

workshop spaces are available. 

(Photo courtesy of Moerenuma Park)

Moerenuma Park
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世界的彫刻家イサム・ノグチデザインの空間に集う

モエレ沼公園は世界的な彫刻家イサム・ノグチが
グランドデザインしたアートパーク。園内には 15 の
施設があり、公園のシンボルであるガラスのピラミッ
ドは、高さ32mの変形ピラミッド型のガラス張り
の屋内施設である。昼は日の光に溢れ、夜はライト
アップされ、時間毎にその美しさを変化させていく。
映像設備が完備された会議室や、展示会やワーク
ショップに最適なスペースもある。

モエレ沼公園 http://www.sapporo-park.or.jp/moere/index.php

（写真提供：モエレ沼公園）
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Information

Our experience

Catering

U
nique venues

In the Glass Pyramid in the park, you’ll 

find L'Enfant Qui Reve, a restaurant lead by   

Hiroshi Nakamichi, the Michelin-starred 

chef who represents French cuisine in 

Hokkaido. The dishes at this French 

restaurant showcase Hokkaido ingredients.

Fee: 27,300 yen (room rental fee)

Food and decorations: Inquire about details.

Capacity: 150 standing; 80 seated

Hours: Available 6:00 p.m. - 9:00 p.m. 

 In the evening, the space can be reserved for parties 

only by booking the entire space. 

Other: L'Enfant Qui Reve seats 40. 

The vast lawn of the park, Moereyama Hill 

and the meeting facilities in the Glass Pyr-

amid can be used for various team-build-

ing activities.

 

Used for
- Children's World Summit for the Environment in Sapporo

- Dinner for a Meeting of the APEC Ministers Responsible for 

Trade
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ガラスのピラミッドには北海道のフ
レンチを代表するミシュランシェフ
中道博が率いる“ランファン・キ・
レーヴ ”があり、パーティーでは北
海道の食材を存分に活かした本格
的なフランス料理を提供している。

料　　金：27,300円　（会場費）
食事・装飾等：要相談
収容人数：立食150名　着席80名
条　件　等：夜間18時～21時
	 夜間全館貸し切りでのみ貸出可能
そ　の　他：ランファン・キ・レーヴ　着席40名

園内の広い芝生やモエレ山、ガラス
のピラミッドの中の会議施設等は、
様々なチームビルディングアクティビ
ティにも利用されている。 過去の実績

・こども環境サミット札幌
・APEC貿易担当大臣会合晩餐会

Team Building
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Attraction

Information

U
nique venues

Bankei is an urban ski area just 20 min. by car from the center 

of Sapporo. It will be a venue of the 2017 Sapporo Asian 

Winter Games. Bankei isn’t just for the winter activities of 

skiing and tubing. It’s a year-round venue for summer activi-

ties amidst great verdure.  The summit commands a splendid 

bird’s-eye view of downtown Sapporo.  Hold a party at Berg 

Hütte while viewing the ski slopes.  It offers completely differ-

ent experiences in summer and winter.

Use as a party venue　
Fee: Inquire with the venue.

Capacity: 50 people (Berg Hütte)

A healing time in an urban oasis: Bankei forest

Cuisine
Participants can watch the chef cut and 

serve the specialty: roast chicken. They’re 

treated to exciting dishes that epitomize 

Hokkaido cuisine.  Vacuum-brewed coffee, 

loved by coffee aficionados, is served. 

The full array of audio facilities and equipment enable music 

events. Performances of jazz and other types of music enliven 

your party. 

Sapporo Bankei Ski Area
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ばんけい BanK 

札幌市内中心部から20分に位置し、2017年冬季
アジア札幌大会の会場にもなる都市密着型のスキー
場。スキーやスノーチューブなどの冬のアクティビティ
だけでなく、豊かな自然を楽しむ夏のプログラムも
豊富な通年型の施設。山頂には、札幌の街を一望で
きるビュースポットがある。ゲレンデを見渡せるロッ
ヂ「ベルクヒュッテ」では、パーティーも開催可能。
夏と冬、まったく違った雰囲気を楽しむことができる。

パーティー会場としての利用　
料　　金：要相談
収容人数：ベルクヒュッテ50名収容可能

食
参加者の目の前でシェフが取り分け
る名物鶏肉の回転焼きをはじめ、
北海道らしい豪快な料理でおもてな
し。コーヒー好きにはたまらないこだ
わりのサイフォンコーヒーも楽しめる。

音楽イベントも実施可能な音響機材を完備。本格的
なジャズ演奏、生の音楽がパーティーを盛り上げる。

都会のオアシス、ばんけいの森で癒しの時間を
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 A summer party in refreshing, verdant woods
Natural splendor, clean air, birdsongs: A party in a 

warm wooden lodge. Set up parasols at the terrace 

and breathe deeply while watching the green grass 

and woods extending in front you. This will restore 

you in mind and body.

A warm winter party in front of the fireplace 
In a wintry silver world, have a romantic party at 

which snow candles welcome the guests.  The warmth 

and light of the fireplace relax the guests.★

Skiing in which flaming torches illuminate the 
clean white ski field can be arranged (Consult 
with the venue).

A tubing race on the snow
This is a team downhill race on a zigzagging course.  

What’s the key to winning: selecting the racer, or distrib-

uting ones weight? Decide the team strategy for the race.

Nordic walking
Using two poles, walk on gentle slopes. Take a therapeu-

tic walk in the verdant Bankei forest towards the goal.  

Pass by viewpoints that overlook downtown Sapporo 

while enjoying conversations and supporting each other.

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity

A fireworks display in the evening sky
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スノーチューブレース
左右ジグザグに造られたコースをスノーチューブ
で滑走するチーム対抗タイムレース。代表者選
定、体重移動など勝利のカギを握るのはいった
い何か。チームで戦略を練りながらレースに臨む。

ノルディックウォーキング
２本のポールを持って無理のない傾斜を歩くノ
ルディックウォーキング。ばんけいの緑の山で森
林浴を楽しみながら、チームでゴールを目指す。
会話を楽しみ、時折励まし合いながら、札幌市
内を一望するビューポイントを通過していく。

緑の森でさわやかなサマーパーティー　　
豊かな自然、澄んだ空気と小鳥のさえず
りの中、木のぬくもりあふれるロッジでの
パーティー。テラスにパラソルを設置し、
目の前に広がる草木の緑を愛でながら深
呼吸すれば、心も体も癒される。

夜空を彩る華やかな花火の演出
暖炉のぬくもり冬のあったかパーティー　　
外は一面の銀世界、スノーキャンドルの灯り
が出迎えるロマンチックな冬のパーティー。
暖炉の火と暖かさが参加者の心を和ませる。　

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル

真っ白なゲレンデに広がる光の演出、たいまつ
滑走（要相談）
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Built in 1890, the redbrick museum is a witness to the history 

of Hokkaido. At the museum, the history of Sapporo Breweries 

Ltd. is shown in exhibits and in promotional posters from old-

en days. Visitors can try the activity "canned beer triple pour-

ing."  The hall on the ground floor seats 170 and is available 

for parties. Fresh beer tapped directly from the brewery and 

Hokkaido cuisine are served. Live accordion performances can 

be heard. Video images of Hokkaido scenery are projected on 

the screen. A unique atmosphere can be enjoyed.  

Make a toast amidst the ambiance of Hokkaido’s development history.

Beer served from a “beer shoulder” backpack is sure to thrill 

your guests.

One “beer shoulder” unit (by reservation) 
with 10 ℓ of beer: 5,000 yen

Use as a party venue　
Capacity: 100 people

Conditions: Food is catered from outside.

Drinks: These must be ordered from Sapporo Breweries Ltd. 

Hours: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.

 (The lead time for booking is 2 months.)

Fee: 200,000 yen (plus tax) for the site use. Separate fees are 

required for anything other than the site fee. 

Other: Consult for details.

Sapporo Beer Museum
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北海道開拓の歴史を感じながら乾杯

ビアショルダー（ランドセル型ビアサーバー）を背
負い、ゲストにビールを振る舞うと、会場は盛り上
がる事間違いなし。

ビアショルダー：１台貸出可能（予約制）
	 樽10ℓ 5,000円 /回

1890 年に建造された北海道開拓の歴史を感じ
る煉瓦づくりの博物館。館内では、サッポロビー
ルの歴史や、歴代のポスター、“ 缶ビール３度注
ぎ ”体験を楽しめる。１Fホール（約170席）は、パー
ティー会場として利用可能で、工場直送ビールや、
北海道らしい食事のほか、生のアコーディオン演奏
や、スクリーンに広大な北海道の映像を流すなど、様々
な雰囲気が創り出せる。　

サッポロビール博物館 http://www.sapporobeer.jp/brewery/s_museum/index.html

パーティー会場としての利用　
収容人数：100名以内
条　件　等：ケータリングのみ
	 ドリンク類は札幌ビール（株）手配
利用時間：19:00－ 22:00内
	 （2ヶ月前までの申し込み）　　
料　　金：200,000円 /回　税別（実費は別途精算）
そ　の　他：詳細要相談



Sapporo…Convention…Bureau

Information

Our experience

U
nique venues

A party for viewing a 3,300-m2 Japanese garden 

Attractions for your party
Take group photos in the Japanese garden and view perfor-
mances of traditional Japanese dancing or erhu fiddle.
Season: Year-round

Fee: 9,900 yen/person (incl. tax)
Other requirements: Contact the venue for details. The max-

imum lead time for reservations is two 
months. 

Elm Garden is the former Elmsanso, an upscale Japanese 

restaurant that operated from 1946 to 2003. Elmsanso was 

an authentic, traditional restaurant loved by celebrities. Elm 

Garden succeeds to this history and culture. It has a 3,300-m2 

Japanese garden. The novel Japanese cuisine makes the most 

of seasonal ingredients, and special "omotenashi" hospitality 

can be enjoyed.   

Use as a party venue
Capacity: 110 people
Requirements: Groups of 30 or more people
Fee: 9,900 yen or more

Used for
A dinner meeting for an incentive group from Hong Kong with 
a staff in ninjya costume welcoming the guests
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会席に演出を添えて
日本庭園での集合写真や会場内で日本舞踊「野舞」
または二胡演奏など可能
実施可能時期：通年

料　　金：9,900円（1人税込）
その他の条件：要相談（2か月前より予約可能）

エルムガーデンの前身は1946年に開業し、2003
年春まで57年続いた高級料亭エルム山荘。各界の
著名人たちに長く愛されてきた由緒正しき場所でそ
の数々の歴史を受け継いだ和空間がエルムガーデ
ン。北海道ならではの四季を楽しめる一千坪の日本
庭園、こだわりの旬の食材を活かした新日本料理と、
心のこもったおもてなしのサービス楽しめる。

一千坪の日本庭園を眺めながらのパーティー

エルムガーデン www.elm.cc

Elm Garden

パーティー会場としての利用　
収容人数：最多110名
条　件　等：30名様以上にてご利用可能
料　　金：9,900円より

過去の実績
香港のインセンティブグループ夕食会。スタッフが、
忍者に扮しておもてなし
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Gateaux Kingdom Sapporo, on a lake at the outskirts of    

Sapporo, is a well-known European-style city resort hotel. 

Open-air hot spring baths, swimming pools and waterslides 

are among the facilities. Owned by a confectionery company, 

the hotel features parties that highlight desserts.

Colorful parties with fireworks and confections

Fireworks
60 fireworks for 150,000 yen or more

Ground fireworks (25,000 yen/letter or 

more) 

Dessert buffet
2,000 yen/person or more

Use as a party venue
Fee: Inquire with the venue.

Capacity: Seating 850 people 

Confections
Welcome your guests with original confections prepared by 

the pastry chef.
Confections shaped like, or decorated with, the company logo are available.

Cake decorating demonstration

4,500 yen/person or more

Courtyard/atrium
A welcome party in the courtyard (drinks and appetizers)★

4,500 yen/person or more★

An atrium party (drinks and stand-up buffet dinner) 

8,000 yen/person or more; Capacity: 200 people

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo Hotel & Spa Resort
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花火やスイーツの演出がパーティーを彩る

花火演出
打上花火60発150,000円より
仕掛け花火（1文字25,000円より）	

スイーツブッフェ
1人2,000円より

パーティー会場としての利用
料　　金：要相談
収容人数：最大850名着席可能

スイーツ演出
パティシエによるオリジナルスイーツでの出迎え
※企業ロゴなどのアレンジも可能

デコレーションケーキデモンストレーションと体験
1人4,500円より

中庭・アトリウム演出
中庭でのウェルカムパーティー（ドリンク+オードブル）　
1人4,500円より　
アトリウムでのパーティー（ドリンク+立食スタイル）　
1人8,000円より　200名まで

札幌郊外の水辺に位置するガトーキングダムサッ
ポロは、北海道を代表するヨーロッパスタイルの
シティリゾートホテル。屋内外には各種の天然温
泉とプール、ウォータースライダーなどの施設が
揃う。菓子メーカーならではのスイーツを取り入
れたパーティーを得意とする。

シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ ホテル＆スパリゾート http://www.gateauxkingdom.com/
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This 7-hectare orchard is a 40-min. 

drive from downtown Sapporo at the 

foot of Mount Hakken.  In the wonderful, 

open, vast setting, visitors can enjoy 

mountains, a river, a pond, agricultural 

fields and animals. You’d never have 

believed such a large city could have 

scenery and openness like this. 

A barbecue in a vast natural area

Wood figurine making 
In a team, make figurines or other 

objects using natural materials.  

Each team will discuss the theme 

of their craft and will make a pre-

sentation about it.

A farm party
A Mongolian barbecue, Korean barbecue or other barbecue 

party with generous servings of local organic vegetables (Ca-

pacity: 100 people). The stage on the lake can be used for live 

music performances or shows.

Activities:
Log sawing, fishing, vegetable harvesting, crafts-making and 

more.  Campfires, horseback riding and rafting are also pos-

sible.

Use as a party venue
Fee: 1,500 yen/person or more. Various activity packages are 

available.

Capacity: 100 people

Requirements: May - Oct. only. (Please consult the venue for 

winter visits.)

★

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity 15
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広大な自然の中で BBQ パーティー

木材マスコットづくり
グループに分かれ、自然素材
を使ったオブジェやマスコッ
トを作る。グループごとにテー
マを話し合い、出来上がった
物をプレゼンする。

農園のパーティー
地元の無農薬野菜をたっぷり使ったジンギスカン、
BBQ、焼肉パーティー（100名まで）。池の上のス
テージは、ライブやショーに使用できる。

体験プログラム　
丸太切り大会、釣り大会、収穫体験、クラフト体験
など。キャンプファイアー、乗馬、ラフティングなど
のプランも可能。

パーティー会場としての利用
料　金：1,500円より（1人あたり、色々なプランあり）
収容人数：100名まで
条件等：5月～10月の季節限定（冬営業要相談）

札幌中心部から車で 40 分、八
剣山の麓にある7ヘクタールの
果樹園。広大で素晴らしいロケー
ションは、山、川、畑や池、動
物などとも触れ合うことができ、
大都市とは思えない景色や空間
を味わうことができる。

体験型ファーム　八剣山果樹園 www.hakkenzan.jp

Adventure Farm Hakkenzan

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル
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Parties in a dynamic art space

Decorating a Sapporo landmark with LEDs

Ishiyama Green Space “Summer Live” Concert
In August, amateur bands are available to perform. 

Built on the grounds of a Sapporo softstone quarry, it was designed and construct-

ed by Cinq, a group of sculptors.  The southern block features artistic scenery. The 

sculpture square has various objets d’art and a water park in summer.

You can have the Sapporo TV Tower lit up with your own 

LED illumination design. Lighting hours: Sunset to the end of 

business hours. Single-color lighting.

Season: Year-round

Fee: 20,000 yen/60 min. plus tax

Sapporo TV Tower is in Odori Park, the heart of Sapporo. On the second floor, the 

multi-purpose hall is available for parties that feature Hokkaido cuisine.

Fee: Inquire with the venue.★

Requirements: The lead time for booking is one month. 

Sapporo TV Tower

Ishiyama Green Space

Notes:  Only the Odori Park side of the tower is lit. Inquire about the possibility of 
multicolored or blinking lights. 
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ダイナミックなアート空間でパーティー演出

札幌のランドマークを LED で演出

石山緑地 SUMMER LIVE
北海道内のアマチュアバンドグループライブステージ
を８月に開催。

札幌軟石採掘跡地を利用し、彫刻家集団「サンク」が設計・施工
した芸術性の高い施設。南ブロックは芸術を取り入れた景観が特
徴。彫刻広場には、様々なアートオブジェがあり、夏には「遊水路」
が開設される。

さっぽろテレビ塔 http://www.tv-tower.co.jp

石山緑地 http://www.mit-ueki.com/ishiyama_shisetu.html

オリジナルさっぽろテレビ塔LEDイルミネーションを
点灯することが可能。点灯時間は日没から営業終了
時間まで単色イメージカラーの表示のみ。

実施可能時期：通年　
料　　金：20,000円（税別/60分）
※大通公園西側面のみの点灯。※複数色や点滅での演出は、別途。

札幌中心部の大通公園に位置する「さっぽろテレビ塔」。２階には、
多目的に活用できるホールがあり、北海道の食材を活用した、パー
ティープランも用意している。

料　金：要相談
条件等：1ヶ月前までに申し込み
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Welcoming guests in a splendid, traditional Japanese building 
with elegant attractions.

The Old Aoyama Villa was built by the      

Aoyamas, a millionaire family that made 

money from herring fishery. It was completed 

in 1923, after 6 and half years of construc-

tion. The restaurant seats 500 and faces the 

garden. Visitors can enjoy meals in a relaxing 

atmosphere. Japanese-style restaurants are 

rich in the historic ambiance of olden-day 

prosperity.

Fee: Inquire with the venue.★

Capacity: 100 people

 Capacity of the entire facility: 500 people

Takashima Echigo Bon-dancing
This combines singing, drumming and elegant dancing. It’s 

an original Japanese folk dance. Designated as an “intangible 

folklore cultural asset” by the city of Otaru, it has been handed 

down for several generations. 

The Old Aoyama Villa
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栄華を尽くした和風建築で優雅な趣向のおもてなし

旧青山別邸は、鰊漁で巨万の富を得
た青山家が大正時代に６年半もの歳
月をかけて建てた別荘である。併設
のレストランは最大 500 名利用可能
で全て庭園に面しており、ゆったりと
した雰囲気の中で食事を楽しめる。
小樽繁栄の歴史を感じ、和食を堪能
出来る施設。

料　　金：要相談　
収容人数：約100名
　　　　　全館約500名収容可能。

高島越後盆踊り
高島越後盆踊りは、歌と笛と太鼓の囃子と、優雅な
踊りが一体化し、民謡の舞の原点とも言え、時代を
重ね現代に継承されており、小樽市無形民俗文化財
に指定されている。

にしん御殿　小樽貴賓館（旧青山別邸） http://www.otaru-kihinkan.jp
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Opened in 1896, Kaiyotei is a historical restaurant that epito-

mizes Japan. It was the venue of the large party after the Kara-

futo border demarcation conference in 1906, and it has been 

visited by many celebrities. It was the second building to be 

designated as a historical building by the City of Otaru. While 

tasting the special menus of the restaurant, see precious ex-

hibits that attest to the prosperous history of Otaru.

Tasting authentic, traditional Japanese prix fixe meals in a pure Japanese room 

Geisha attractions
In a large room of 160 tatami mats or another room of 70 

tatami mats with a gaslight chandelier made in the Taisho Era, 

geisha dance, sing and play music. They add interest to the 

traditional prix fixe meals.

Use as a party venue
10,000 yen/person or more plus a tax and service fees

Capacity: 120 people

Season: Closed in winter (Dec. - early Apr.)

Otaru Kaiyotei Restaurant
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純和風の座敷で本格的料亭料理を楽しむ

芸者のアトラクション
160 畳の広さを誇る座敷、大正時代につくられた
ガス灯のシャンデリアが特徴的な 70 畳の座敷で、
本格料亭の料理を味わいながら芸者による舞踊や
音曲・鳴物が宴席に興を添えることができる。

パーティー会場としての利用
料　　金：1 人 10,000 円より（税サ別）
収容人数 ：120 名まで　
条　件　等：冬期間（12 月～ 4 月上旬）は休業

1896 年に開業した海陽亭は、1906 年の樺太国
境画定会議後の大宴席に使われたことで知られ
るほか、多くの著名人が訪れるなど、小樽のみ
ならず日本を代表する料亭の一つとしてその名
を刻んだ。建物は小樽市指定歴史的建造物第
２号にも指定された。小樽繁栄の歴史を物語る
数々の貴重な展示品の見学もでき、本格料亭の
特別メニューも堪能できる。

海陽亭　小樽本店 http://www.kaiyoutei.jp/otaru/
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A renovated stone warehouse

After you ride in the air, the summit offers splendid barbecues.

The Old Shibusawa Warehouse, built of stone in 1895 along the north 

canal, was renovated as Otaru Gold Stone in 2011. Integrating cuisine 

and entertainment, it offers an artistic, nostalgic atmosphere.
Use as a party venue
Fee: 5,000 yen or more
Capacity: 450 standing; 100 seated at tables

Mount Usu erupted four times in the 20th century. A 6-min. gondo-

la ride brings you near the summit, where you can enjoy splendid 

panoramas of Mt. Showashinzan, Mt. Yotei and Lake Toya, and the 

summit barbecue.

Use as a party venue
Fee: 5,000 yen or more
Capacity: 50 people 
 Dinning at the summit restaurant (weather permitting)

The large stage and full-scale audiovisual and lighting equip-
ment allow various types of parties and concerts to be held here. 
Season: Year-round
Requirements: The operator fee is 240,000 yen or more.

- Information-gathering for a Thai TV program  
- Summit Summer Festival

Mount Usu Gondola

Otaru Gold Stone
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石造り倉庫をリノベーション

空中散歩の後に山頂 BBQ に舌鼓

1895 年建造の歴史ある北運河石造倉庫 “ 旧澁澤倉庫 ”
が、2011 年小樽	GOLDSTONEとして新たにデビュー。
食とエンターテイメントを組み合わせ、創造的で、ノス
タルジーな空間を演出できる。 パーティー会場としての利用

料　　金：5,000円より　
収容人数：立食450名、着席100名

20 世紀に４度の火山噴火をしている有珠山。山頂へ
向かうロープウェイで６分間の空中散歩を楽しんだ後
には、昭和新山・羊蹄山・洞爺湖等の絶景大パノラマ
をバックに山頂 BBQを堪能。

・タイTV番組の取材　・山頂夏まつり

有珠山ロープウェイ

小樽 GOLDSTONE http://www.goldstone.co.jp/

パーティー会場としての利用
料　　金：5,000円より
収容人数：50名
　　　　　天候により、山頂レストランでの食事。

広いステージとプロ仕様の音響、照明、映像設備を完
備。コンサートからパーティーまで、多様な演出が可能。
実施可能時期：通年　
その他の条件：オペレーター料金240,000円より
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A 15-min. ride from New Chitose Airport. In the 470,000-

m2 park, there are 80 horses of 12 breeds. Enjoy draft horse 

rides, horse carriage rides, pony shows and pony feeding. For 

parties, a banquet hall (capacity: 100 people); Western-style 

restaurant (capacity: 200 people) and barbecue restaurant 

(capacity: 500 people). Seasonal team-building programs are 

possible. 

Activities and parties amidst nature

This venue is surrounded by deep green woods. You may 

arrange for horses to welcome guests at the entrance in the 

fresh air. Set up a festival scaffold in the stone garden to 

experience a Japanese summer festival.  You’ll be satisfied 

with the generous amounts of grilled fresh local ingredients. 

Winter parties are set amidst the silver snow-covered ground.  

This is the ideal venue for a company meeting, a dinner occa-

sion, a party, a lecture meeting or a concert.

It’s equipped with microphones, a podium, temporary stages, 

projectors, screens and karaoke.

Fee: Inquire with the venue.

Season: Year-round

Northern Horse Park
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自然の中でのアクティビティー＆パーティー

さわやかな風の中、木々の深い緑に包まれた会場、
入り口では、馬の出迎えも可能。石のガーデン内に
櫓を設けた ‘夏まつり’の演出実績あり。新鮮な食
材をたっぷりと使用した豪快なグリル料理を堪能でき
る。一面、銀世界が広がる冬期間のパーティーもお
すすめ。企業等の会議・懇親会・食事会・パーティー・
講演会・演奏会としての利用に最適。
マイク・演台・簡易ステージ・プロジェクター・スクリー
ン・カラオケ設備完備。

料　　金：要相談
実施可能時期：通年

新千歳空港から車で15分。約47万m2 の敷地内
には、12 種類 80 頭の馬がおり観光引き馬や観
光馬車などの他、ポニーショーや餌やりなど馬と
のふれあいを楽しめる。バンケットホール（100
名収容）や洋食レストラン（200 名収容）、焼肉
レストラン（500 名収容）がありパーティー会場
としても利用できるほか、季節に応じて様々なチー
ムビルディングプログラムも実施可能。

ノーザンホースパーク www.northern-horsepark.co.jp
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Information

Team Building ★

U
nique venues

Balloon archery and “park golf”
Try these two sports as team competitions. Balloon archery: 

Score by hitting the balloon.  “Park golf”: Each team uses 

only one club for the entire course. The team with the fewest 

strokes gains the highest score, and other teams are scored 

accordingly. The winner is the team that has the highest 

combined score for the two sports.  You can also enjoy “snow 

rafting” and cross-country skiing.Use as a party venue
Fee: Please consult the venue.

Capacity: 100 - 500 people

Conditions: Food and drink is served only inside the buildings

An incentive tour for a finance 

company: 450 people

A farewell party for an interna-

tional conference: 200 people

An…activity…to…achieve…a…shared…purpose…A…fun…bonding…activity 21
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バルーンアーチェリー＆パークゴルフ
チーム対抗で2つのゲームに挑戦。風船を的にした
バルーンアーチェリーは、風船に矢を当てられたら
加点。各チーム１本のクラブでコースをまわるパー
クゴルフは、総打数の最も少ないチームから加点。
両ゲームの総合点で勝敗を決める。その他、スノー
ラフティング、歩くスキーなども楽しめる。

金融企業のインセンティブ
ツアー　450名
国際会議のフェアウェル
パーティー200名

パーティー会場としての利用
料　　金：要相談
収容人数	：100～500名　
条　件　等：	飲食物の提供は、屋内のみ

★…親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★…しっかり目標達成するレベル
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U
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A trip in time to the Edo era

This culture park recreates the townscape of Edo (the 

feudal-era name for Tokyo). Every day, the theaters 

hold performances of dynamic ninja action shows, 

the absolutely gorgeous dancing of oiran courtesans 

and other shows that can be enjoyed by overseas 

visitors.  Don’t miss the "mysterious ninja labyrinth" 

trick house; the amusement house of throwing knives, 

blowing darts and other ninja tools; the costume 

house that rents out traditional costumes; and eating 

skewered rice dumplings on the street. You’ll feel like 

you’ve been taken back in time. 

Fee: Inquire with the venue.

Capacity: 600 people (300 people x 2 rooms)

Other: Meals are served only at lunch time. One hour use/

group only.

Noboribetsu Date Jidaimura
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江戸時代にタイムスリップ

江戸時代の街並みをまるごと再現したカ
ルチャーパーク。大迫力の忍者アクショ
ンや絢爛豪華な花魁の舞など、どの国の
人にも楽しめるショーを毎日開催。他に
もからくり屋敷「忍者怪々迷路」や、手
裏剣投げ・吹き矢などが体験できる遊戯
場、時代衣装のレンタル、風情たっぷり
の商家街で串団子の食べ歩きなど、気軽
にタイムスリップ気分が味わえる。

登別伊達時代村 http://www.edo-trip.jp/

料　　金：要相談
収容人数	：300名×2部屋　
そ　の　他：	食事はランチのみ対応、1団体1時間まで
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Attraction

Hokkaido boasts four distinct seasons, four 

regions and four gourmet delicacies.

Such attractions of “4 by 4 by 4” will fully 

satisfy you at a theme party.

Spring: Prologue
A cherry blossom welcome cocktail is served 

in the hall under the cherry blossom arch.

Autumn: Harvests
Wood elves appear and deliver 

an autumn vegetable lantern to 

each table. Four gourmet spe-

cialty foods for your satisfaction 

(crab, beef, ramen noodles, 

sweets).

Winter: Finale
All the guests join in the finale of snow 

dancing. All the guests throw spider-silk 

balls high to the ceiling, closing the party by 

changing the room into a snow field.

Experiencing the fun of Hokkaido’s four seasons 
to the fullest

Use the flower wagons.

Summer: Refreshing winds
With colorful scenery as the background, you 

can hear music inspired by the scenery of 

Hokkaido. 

Flower arrangements with tulips, sunflowers, 

azaleas and moss pink, which represent the 

four regions, are displayed at the corners. 

Sapporo smiles

Pumpkin lanterns

To'ne: A musical trio from Hokkaido. Their tender music 
combines the traditional Japanese instruments of shakuha-
chi (five-holed vertical bamboo flute) and koto (13-stringed 
Japanese zither) with guitar. The music played by To'ne recalls 

the vast scenery of Hokkaido.
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北海道には四つの季節、４つのエリア・
４大美食の楽しみがある。
その４×４×４倍の魅力を一気に満喫
できるテーマパーティーはいかが。

~ 春 ~ プロローグ
サクラのアーチに囲まれたロビー空間
でサクラカクテルのウェルカム。

~ 夏 ~ 爽風
色鮮やかな風景をバックに、
北海道の原風景をテーマに作曲した
音楽が流れる。
他に４つのエリアを象徴する花（チュー
リップ・ひまわり・つつじ・芝さくら）
をコーナーに配置する。

~ 秋 ~ ハーベスト
木の妖精が登場し、テーブ
ルごとに秋野菜のランタン
をサーブ。４大美食をダイ
ナミックに堪能。（カニ・牛
肉・ラーメン・スイーツ）

北海道の四季の魅力をまるごと満喫

~ 冬 ~ フィナーレ
エンディングを飾るのはゲスト全員で
創り上げる雪の舞。
蜘蛛の糸ボールを全員で天高く投げる
と、会場一面雪景色に早変わりし、
フィナーレになる。

お花のワゴンも使用。

サッポロスマイル
かぼちゃランタン。

遠 tone 音　故郷 “ 北海道 ”をテーマに日本古来
の楽器、尺八と箏にギターを組み合わせ、優しい音
楽を奏でる３人グループ。「遠 tone 音」の音色が、
北海道の広大な景色を思い描かせる。
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With the theme of “a Sapporo winter 

story,” a space rich in ice and 

illumination is set up in a party room 

inside a building.

A white carpet makes you feel like you’re 

walking a snowy path. It leads you to the 

light far ahead. Enjoy the cocktail on the 

snowy path.

The party venue is beyond woods of 

white birch, a tree that characterizes 

Hokkaido.

Sapporo winter stories: The warmth of the woods
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札幌の冬物語をテーマに
氷やイルミネーションを
ふんだんに配した空間を
屋内会場内に創り上げる。
冬を見て・聴いて・触れて・
感じる。

白いカーペットで作る雪の小道を
歩くと遠くに灯りが見えてくる。
冬の雪道を感じながら、カクテル
を楽しむ。

北海道を代表する
白樺の森向こうは
パーティー会場が待っている。

さっぽろ冬物語 ～森のぬくもり～
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You’ll be delighted by a greeting from 

a huge bear from the woods.

The chocolate fountain at the 

log fireplace warms the hearts 

of guests.

Appreciate the ice sculptures. 

Savor the welcome drink at the ice 

bar.

Balloon art along the wall 

reproduces snowy mountains 

and white fields.

Striking lighting and 

gourmet foods of Hokkaido, 

and the music of piano, 

cello and violin paint the scene 

for an unforgettable winter story 

in Sapporo.
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巨大な森のクマがうれしい
サプライズのお出迎え。

会場内では薪暖炉での
チョコレートファウンテンで
ゲストの心を暖める。

氷のオリジナルオブジェや
アイスバーカウンターで
ウェルカムドリンク。

壁沿いの風船アートが
雪の山々や白い雪原の
イメージを演出。

効果的な光の演出と
北海道の美食、
ピアノ・チェロ・バイオリン
が流れる空間で演出し、
忘れられない札幌の
冬の物語となる。



Sapporo Convention Bureau

塩

醤
油

味
噌

Attraction

塩 醤
油味

噌

Th
em

e Party

- Festivals - Hot, dynamic Sapporo festivals

Events that characterize Sapporo, “the city of 
beer,” are held as part of your party. 

This theme party features the beer garden of the Sapporo 

Summer Festival and the Autumn Fest harvest festival.

The party room is decorated with huge lan-

terns made from red balloons and festival 

fans. Rows of stalls serve ramen of various 

kinds from all around Hokkaido. Taste noo-

dles with soups of miso (fermented soybean 

paste), shio (salt) or shoyu (soy sauce), 

prepared by chefs. The energetic procession 

of portable shrines brings a festive air to the 

room and heats up the festival atmosphere.

Toast with beer from the tower on the 

stage.

Hokusaikai is a group that carries a portable 
shrine. The group has been preserving tradi-
tional Japanese culture for more than three 
decades.  At the Susukino Festival every sum-
mer, a vigorous procession of portable shrines 
creates festival thrills, together with the sound 
of drumming. 
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‐ 祭り‐ 熱く・心躍るさっぽろの祭り

“ ビールの街さっぽろ ” がまるごと
会場に出現！
札幌を代表する夏祭り・ビアガーデン、
オータムフェスト（収穫祭）を
ダイナミックに味わえるテーマパーティー。

会場内は赤い風船で作った巨大なちょ
うちんや、祭りうちわなどで装飾。ずらっ
と並んだ屋台には全道の代表的なラー
メンの味が集合。シェフの味噌・塩・醤
油の味の競演を楽しめる。威勢の良い
御神輿が登場すると会場は祭り気分で
大いに盛り上がる。

ステージのビアタワーで乾杯！

北祭會　北祭會は、日本の伝統文化
「御神輿」を30 年にわたり守り続け
て活動する。毎夏、すすきの祭りでは、
勇壮でダイナミックな御神輿がお囃子
とともに祭りを盛り上げる。
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Attractions

The Yosakoi Soran Festival is an early 

summer tradition in Sapporo. Energetic 

dancing is performed by dancers in col-

orful costumes. Strong performances by 

teams that have repeatedly won the compe-

tition and energetic, vibrant performances 

by young student teams make for a distinc-

tive party. 

Yosakoi Soran dancing
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札幌初夏の風物詩ともなっている
「YOSAKOIソーラン祭り」。色鮮や
かな衣装に身を包んだ踊り子たちの
勇壮でエネルギッシュな群舞。数々
の入賞経験を持つ実力派チームに
よるパワフルな演舞や学生チームの
元気と若さあふれるパフォーマンス
が、パーティーに華を添える。

YOSAKOI ソーラン踊り
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Attractions

A performance of traditional Ainu dancing, 

which has been designated as a national 

folklore asset, gives you a glimpse of 

Ainu culture and history.  Traditional Ainu 

musical instruments, such as the mukkuri 

mouth harp and the tonkori five-string 

harp, are also played. 

Ainu folk dancing

This creative Ainu cultural group was 

founded in Sapporo in 2000. The group 

has been using contemporary methods, in 

addition to traditional music, dancing and 

crafts, to express the Ainu world.  Accom-

panied by ordinary guitars, bass guitars 

and the traditional musical instruments of 

the mukkuri and tonkori, they sing in Ainu 

and Japanese on the theme of living in 

harmony with nature.

Ainu Art Projects
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北海道の先住民族アイヌの歴史・文
化を、国の重要無形民俗文化財に
指定されているアイヌ古式舞踊を通
じて知る。ムックリ（口琴）やトンコ
リ（五弦琴）などの伝統楽器演奏も
行われる。

アイヌ民族伝統舞踊

2000 年に札幌で結成されたアイヌ
の創作集団。音楽・踊り・手仕事
などの伝統的文化の継承にとどまら
ず、現代的な手法を取り入れなが
ら「アイヌの世界」を広く表現して
いる。アイヌの伝統的な楽器、トン
コリやムックリにギターやベース等
を加え、自然との共生などテーマ
を持った曲をアイヌ語と日本語で歌
い、演奏している。

アイヌアートプロジェクト
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AttractionsThey’ve combined the Tsugaru shamisen, 

Japanese drums and piano with dances 

and Japanese folksong arrangements to 

create powerful, fast-paced, original per-

formances.

The unit seeks a new horizon for the 

Tsugaru shamisen and the Japanese drum. 

The group has been successful in collab-

oration with overseas artists and artists 

from different fields, such as calligraphy, 

dancing and flower arrangement.

WAcocoro (Nika Dance)The Wacocoro Brothers (shamisen and Japanese drum)
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津軽三味線、和太鼓、ピアノとい
う異ジャンルにダンスパフォーマン
スを取り入れ、民謡をアレンジした
楽曲で勢いと迫力のある新しいパ
フォーマンス。

和心（NIKA DANCE）

津軽三味線と和太鼓の新たなる可能
性を探求するユニット。書、舞踊、
華道などの異なったジャンルや海外
アーティストとのコラボレーションを
最も得意とする。

和心ブラザーズ（三味線＆和太鼓）
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Attractions

Accordion Japanese drumming (Shimafukuro)

The nostalgic melody of the accordion.  

Live music with jaunty rhythms fills the 

room with a cheerful, lively atmosphere. 

The accordionists play music of Sapporo 

and Hokkaido with an instrument that can 

express various emotions: gentleness, 

warmth, enigma…

Shimafukuro was established in 1993. The 

group is named after Blakiston's fish owl, 

a guardian god of the Ainu people. Their 

dynamic drumming recalls the vastness 

of Hokkaido. They go all out in pounding 

the drums. Shimafukuro was awarded the 

“Fighting Spirit” Award at the Tokyo Inter-

national Japanese Drum Contest. They’ve 

performed at various shows, including 

Kansai Super Show - Sun Ship, produced 

by Kansai Yamamoto.
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異国情緒あふれるアコーディオンの
音色。観客の目の前で奏でられる
軽快な音楽が、会場全体を陽気で
賑やかな雰囲気に包みこむ。優しさ、
温かさ、情熱、様々な情景を表現す
るアコーディオンで北海道・札幌に
ちなんだ曲を演奏する。

アコーディオン

アイヌ民族の守り神である「しまふ
くろう」は、1993 年に結成。太鼓
の一打に心を込め、ダイナミックな
演奏で北海道の大地の素晴らしさを
表現。東京国際和太鼓コンテストに
おいて敢闘賞を受賞。山本寛斎プ
ロデュースの「太陽の船」など多数
のショーにも出演。

和太鼓（しまふくろう）
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Attractions

From olden times in Japan, rice cake has 

been pounded on the occasion of a cele-

bration. Fast-paced rice-cake-pounding 

musical accompaniment and okame and 

hyottoko comical dance. Wear a happi 

festival coat, and say "Yoisho! Dokkoi!" 

Enjoy rice cake pounding with everyone. 

The completed rice cake is served to all the 

participants.

Sapporo is a notable city for jazz in Japan.  

Top-flight musicians from Japan and over-

seas gather in Sapporo to perform day and 

night at Sapporo City Jazz. Sapporo City 

Jazz has fostered many musicians who’ve 

gained great attention, such as Shohei 

Yamashita, a guitarist active in Japan and 

elsewhere in the world. Musicians who 

perform at the jazz festival are available.

Rice-cake-pounding musical accompanimentJazz
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日本では、古来から祝い事のたび
に餅つきが行われている。軽快な
餅つき囃子とおかめひょっとこの踊
り。祭りのはっぴを着て「よいしょ～！
どっこ～い！」の掛け声とともにみん
なで餅つきを体験。出来上がった
お餅は参加者にふるまわれる。

餅つき囃子

国内有数のジャズの街、札幌。国
内外のトップレベルミュージシャン
が札幌に集い、昼夜を問わず、市
内各所でライブを行う「SAPPORO	
CITY	JAZZ」。国内外で広く活躍す
るギタープレイヤー・山木翔平氏な
ど、注目のアーティストを数多く輩
出するジャズの祭典、「SAPPORO	
CITY	JAZZ」で活躍するアーティス
トなどによる演奏。

ジャズ
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An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Test the unity of the team in snow games that 

can be enjoyed by those who are experienc-

ing snow for the first time and in snowmobil-

ing. With all the members of your team, break 

through various hard parts of the course, 

where your strength is tested. In a fantastic 

world of ice and snow, teams compete over 

which takes the best photo on the course. 

Rules

After being briefed on snowmobiling technique, each 

team leaves to explore the snowy hills by snowmo-

bile. Each team takes a team photo at the designated 

photo sites on the course. After snowmobiling, the 

best photo is selected from those taken by the teams.  

Many other rules can be set.

Capacity: Inquire with the venue.

Time required: 60 - 120 min.

Season: Winter

Fee: 10,000 yen or more

 (incl. rental clothing)

Bracing!  Snowmobiling across snowy hills 
at full speed!

In a silver world, walk step by step on fresh, 

soft snow. The team members encourage 

each other and head for the goal over snowy, 

undulating hills. Your team comes together 

by having thrilling adventures on snowy hills, 

following animal tracks and sliding down 

snow slopes. 

Rules

Put snowshoes on and walk up and down the snowy 

hills as a team. How many kinds of animal footprints 

are there? Can all the team members make it down 

all the slopes? The objective is for the whole team to 

reach the goal.  At one of the checkpoints, the teams 

compete to be the first to make ice cream that looks 

and tastes the best. 

Capacity: Inquire with the venue.

Time required: 90 - 120 min.

Season: Winter

Fee: 6,000 yen or more

 (incl. rental clothing)

The adventure of jogging the snowy hills 
on snowshoes 
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★ 親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★ しっかり目標達成するレベル

初めて雪に触れる方でも気軽に楽し
める雪遊び、スノーモビルでチーム
の結束力を試す。度胸が試される数々
の難所をチーム全員で突破。コース
の途中では、氷雪が造り出す幻想的
な世界をバックに各チームのベスト
ショットを競う。

白銀の世界、ふかふかの新雪を踏み
しめながら、一歩ずつ前へ。雪の坂
を登ったり下ったり、チームで励まし
あいながら、ゴールを目指す。足跡を
追いかけて動物を探し、雪の谷を滑り
降りたり、スリルも味わえる雪山での
冒険は、仲間との一体感を生む。

ルール

スノーモビルの操作方法の説明の後、チー
ムごとにスノーモビルに乗って雪山探索へ
出発。途中にある撮影スポットで、各チー
ム記念撮影を行い、どのチームの写真が
ベストショットかを選ぶ。このほか、様々
なルール作りが可能。

人　　数：要相談
所要時間：60分～ 120 分
実施可能時期：冬期間
料　　金：10,000円より
　　　　　（レンタルウェア含む）

ルール

スノーシューを装着し、山あり谷ありの雪
山をチームごとに歩く。何種類の動物の足
跡を探せるか、数々の谷を滑り降りられる
か、へこたれそうになるいくつもの場面を
乗り越え、ひとりの落伍者もなく全員でゴー
ルにたどり着くことが目標。途中のチェック
ポイントでは、味、出来栄え、スピードを
競うアイスクリーム作りもある。

人　　数：要相談
所要時間：90分～ 120 分
実施可能時期：冬期間
料　　金：6,000円より
　　　　　（レンタルウェア含む）

爽快！スノーモビルで雪山疾走！

雪山を駆け巡る、スノーシューアドベンチャー

★

★
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An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

It’s a thrilling “pitched battle” that can be en-

joyed by young and old, men and women.  To 

capture the flag of your opponent in a limited 

time, you need to develop a strategy, assign 

roles and make judgments that meet the chang-

ing situation.  The experience of achieving goals 

while feeling a thrill will enhance teamwork.

You can drive a four-wheel off-road buggy 
without a driver’s license. (However, you can’t 
drive it on the road.) Drive with your teammates 
on a woodland course that crosses rivers and 
passes through dense woods. Following the 
advice of the teammate ahead of you, take care 
in driving on the uneven course. On the large 
field, you can drive at top speed. Your team 
will come together from sharing refreshing, 
thrilling feelings while driving through nature. 

Rules

After a training run through the multi-purpose 
ground and past a few trees, head towards the 
woods in teams. The leading member advises the 
teammates about obstacles and conditions of the 
path, and the team heads for the goal together.

Capacity: 2 - 12 people
Time required: 30 min. (A long course is available. 
 Please inquire with the venue for details.)
Season: Summer
Fee: 5,500 yen (incl. rental clothing)

Rules

Form teams each consisting of a few members. 

Assign a position to each member, such as offense, 

defense, sniper or other. Hold a meeting to discuss 

strategy. The team that grabs the flag of the opposing 

team wins. Many other rules can be set.

Capacity: 4 - 20 people

Time required: 90 - 120 min.

Season: Summer

Fee: 2,000 yen/person for the use of the field

Separate fees are required for rental equipment (guns, 

masks, gloves, clothing and boots): 2,000 yen; BB 

bullets: 1,000 yen/3,000 bullets (plus tax.) 

Wonderland Sapporo is an outdoor recreation resort that offers vari-

ous activities. It has a vast field in a natural setting. The multi-purpose 

grounds can be used for baseball or softball games. There’s a tent for 

300 people. Outdoor barbecues are possible.

The strongest is the winner! 
It's a game of survival!

Pass through great natural 
splendor!

Wonder Land Sapporo
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ワンダーランドサッポロ

老若男女誰でも楽しめるスリリングな
陣地取り合戦。限られた時間内に確実
に敵のフラッグを奪うには、的確な役
割分担と作戦立て、状況に応じた臨機
応変な各自の判断力が重要。スリル
を体感しながら、協力してターゲットに
向かう体験は、チームワークを高める。

運転免許なしで体験できるスリル満点
の４輪バギー。川を越え、密林を行く
樹海コースを仲間とともに走破。前を
行くチームメンバーのアドバイスを聞
きながら、でこぼこ道を慎重に進み、
広大なフィールドではトップスピードを
体感。大自然の中を駆け抜ける爽快感
とスリルを共有することでチームの連
帯感が生まれる。

ルール

数人のチームに分かれ、アタッカー、ディ
フェンス、スナイパーなどの役割を分担し、
作戦会議を行う。時間内に敵陣にあるフ
ラッグを奪取したチームが勝利。この他、
様々なルール作りが可能。

人　　数：4名～ 20名
所要時間：90分～ 120 分
実施可能時期：夏期間
料　　金：2,000円
　　　　　（1人 /フィールド使用料金）
料金に含まないもの /レンタル一式（銃、
マスク、グローブ、ウェア、長靴）2,000円、
BB弾 3,000 発　1,000円（税別））

ルール

林間、多目的グラウンドでの体験走行の
後、チームごとに樹海コースへ出発。先
を行くメンバーが後に続く仲間へ、障害物
や道の状況を伝えながらゴールを目指す。

人　　数：2～ 12名
所要時間：30分
　　　　　（長いコースも可能・要相談）
実施可能時期：夏期間
料　　金：5,500円
　　　　　（レンタルウェア含む）

強いものが勝つ！サバイバルゲーム 大自然を駆け抜けろ！

★★ ★

ワンダーランドサッポロは、自然に囲まれた広大なフィー
ルドで様々なプログラムを楽しめる通年型のアウトドア
アクティビティリゾート。野球やソフトボールができる多
目的グラウンドや 300 人まで収容可能なテントを完備し
ており、大自然の中でのバーベキューも実施できる。
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An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Each team sculpts a snowman from a snow block (2 x 2 m x 2 

m) and decorates it. The snowmen are judged on appearance.  

Discuss ideas and share roles. Your team can feel the satisfac-

tion of accomplishment and the sense of bonding as a team. 

First, each team makes a sled that features good performance, 

appearance, safety and other factors. Then, the sleds are raced.  

The feeling of accomplishment tightens the bonds of the team. 

A 60-min. ride from downtown Sapporo brings you to a 

large ski area whose a longest run is 3.6 km.  From the 

top of the ski run, you can see the Ishikari Bay and Otaru 

Port beyond the white ski field. Jozankei Hot Springs is 

a 20-min. drive. After skiing and playing in snow, wash 

away your fatigue.  The gondola also operates in au-

tumn, for views of mountains draped in autumn colors. 

Rules

Each team has 7 to 8 members. Hold a 15-min. strategy session. Make a 

snowman in 30 min. Finally decorate the snowman. The contest focuses 

on precision, artistry and originality. 

Capacity: 30 - 100 people

Time required: 90 min.

Season: Late Dec. - late Apr.

Rules

Discuss strategy as a team.  Make a sled within the set time. Then, race 

your sled down the slopes.  Points are awarded according to the order in 

which the teams finish the race.  Additional points are given for sled ap-

pearance and workmanship. The winner is the team with the most points. 

Capacity: 20 - 50 people

Time required: 120 min.

Season: Winter

Contests like no others in the world! 
Snowman decoration contest

Aiming to make the best original sled!

Sapporo Kokusai 
Skiing Resort
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世界で一つを競う！雪だるま装飾コンテスト

オリジナルのそりで一等を目指せ！

チームごとに、雪のブロック（縦2m×横2m）から雪
だるまを作り、装飾まで含めた出来映えを競う。チー
ムでアイディアを出し合い、役割分担をしながら挑戦
し、達成感や一体感を感じることができるゲーム。

仲間とともに、性能、見栄え、安全性、あらゆる要
素を検討し、製作したそりでレース。その達成感は、
チームの結束力アップにつながる。

札幌市内中心部から60分、最長コース3.6km
を誇る大型スキー場。真っ白いゲレンデの山
頂から目前に広がる石狩湾や小樽港の景色
は絶景。車で20分の定山渓温泉では、スキー
や雪遊びでの疲れを癒すことができる。秋に
は、紅葉ゴンドラが運行され、鮮やかに色付
いた山々を見下ろす空中散歩を楽しめる。

札幌国際スキー場

ルール

7～8名で1つのチームを作り、15分間の作戦会議を行い、
30分間で雪だるまを製作する。最後に雪だるまを装飾し、
精巧さ・芸術性・独創性などを競う。

人　　数：30名～ 100 名
所要時間：90分
実施可能時期：12月下旬～ 4月下旬

ルール

チームを作って作戦会議。時間内にそりを製作してコース
を滑走し、そのタイムを競う。上位チームから順に加点。
滑走時には、デザイン、そりの完成度が審査され、総合点
で優勝チームを決定。

人　　数：20名～ 50名
所要時間：120 分
実施可能時期：冬期間



Sapporo…Convention…Bureau

★

Team
 building

An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Butter made from fresh milk is excellent. Put 

the ingredients into a jar and shake it! Which 

team is the quickest at making butter? With 

the butter they’ve made, each team thinks of 

the best way to use it and makes a presenta-

tion about the team’s best butter dish. Deepen 

ties by sharing trial and error.

Work up a sweat in the soil by harvesting 

vegetables. The experience fosters bonds 

among the team.  Because every team is 

cooking the same vegetables, it’s important to 

create a tasty, original dish. Discuss cooking 

ideas as a team, and share the roles to com-

plete the cooking in time. Such a process can 

be adapted to any business undertakings.

Rules

Each team harvests vegetables. Then, they make a 

plan for cooking the harvested vegetables. Assign 

tasks for each member and start cooking so as to 

finish within the designated time. The top recipe cho-

sen based on a combination of flavor, appearance 

and originality.

Capacity: 30 people  

Time required: 180 min.

Season: Mid. June - Oct.  

Fee: Varies depending on the vegetables to be harvested 

A separate fee is required for the cooking room.

Rules

Put in the jar enough ingredients for everyone on the 
team.  Take turns to shake it without stopping. When 
your team thinks the butter is ready, ask the judge 
for confirmation The points go to the first team to 
finish making the butter. Then, each team discusses 
recipes that use butter. Using the prepared ingredi-
ents, each team cooks one dish within the designat-
ed time. After each team presents its recipe, the best 
recipe is selected. Then, the cooking is tasted.

Shake! Shake! Shake! Harvesting seasonal vegetables and 
making the best original dish 

Sapporo Satoland is a 74-hectare park that promotes farming. It 

provides hand-on farming activities on fields of crops, on a ranch, in 

a flower garden and at other facilities. In addition to harvesting vege-

tables and making ice cream, activities include “park golf,” barbecues 

and pony rides. 

Sapporo Satoland

Capacity: 30 people

Time required: 60 min.

Season: Year-round

Fee: 350 yen/person. 

Separate fees are charged for cooking ingredients 

and use of the cooking room.
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新鮮な生クリームを使って作るバター
の味は、格別。材料を入れた大きなビ
ンをひたすらシェイク！どのチームが一
番先にバターを作れるか。バターが完
成したら、食べ方をチームごとに研究。
各チーム渾身の一品をプレゼン。試行
錯誤を重ねる時間を共有することでメ
ンバー同士の親交も深まる。

土や緑に触れ、仲間と汗を流しながら
行う収穫体験は、チームの和を作る。
各チームが同じ野菜を使う中で、いか
においしくてオリジナリティあふれる一
品を創作できるか。チームでアイディア
を出し、役割を分担して時間内に料理
を完成させる過程は、ビジネスの場で
も生かされる。

ルール

人数分の材料をビンに入れる。交代でビ
ンを振り続け、バターができたチームは、
ジャッジに完成しているかどうか判定して
もらう。一番先にバターを完成させたチー
ムに加点。バター完成後、各チームレシ
ピ構想会議。用意された食材を使って時
間内に一品を作る。各チームのプレゼン
後、ナンバーワンレシピを選び、試食。

人　　数：最多 30名
所要時間：60分
実施可能時期：通年
料　　金：350円（1人あたり）
※調理用の食材・料理実習室の使用料は
含まない。

ルール

チームごとに野菜を収穫。各チーム収穫
した野菜を生かし、どのような料理を作る
か計画を立てる。役割分担をし、制限時
間以内に料理を完成できるように各自作
業に取り掛かる。味、見た目、オリジナル
度を総合してナンバーワンレシピを決定。

人　　数：最多 30名
所要時間：180 分
実施可能時期：６月中旬～10月
料　　金：収穫する野菜によって異る。
（料理実習室の使用料は含まない。）

シェイク！シェイク！シェイク！ 旬な野菜を収穫、オリジナルの極上な一品を

★★

http://www.satoland.com/

サッポロさとらんど
農業への理解促進を目的につくられたサッポロさとらんど
は、約74haの広大な敷地に農園、牧場、花畑などがあり、
気軽に農業体験ができる市民の憩いの場となっている。収
穫体験、アイスクリーム作りなどの加工体験のほか、パーク
ゴルフ、BBQ、引き馬などのアクティビティも楽しめる。
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An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Try curling with simplified rules. Even beginners can enjoy it. 

One challenge is for every member of the team to learn how to 

walk on the ice. By helping each other, the team enjoys closer 

bonds.  Where does one throw the stone, and how? Each 

team discusses strategy and revises it to meet a situation that 

changes with every shot. The key to winning is communica-

tion.

Rules

Each team holds a strategy session. Take turns sliding the stone.  After 

a few stones have been slid, the team whose stone is the closest to the 

target is the winner.

Capacity: 40 people★

Time required: 120 min.

Fee: 3,000 yen/person or more

(incl. use of the curling sheets, instruction and rental equipment)

Dogin Curling Stadium aims not only to host interna-

tional competitions but also to promote curling among 

the public. It’s a year-round curling stadium. Even on 

their very first time, beginners can enjoy curling, thanks 

to guidance by the instructors. 

Curling, an intelligent sport on ice  
Hokkaido Bank Curling Stadium

	

36

チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

★ 親睦を深める・楽しい体験レベル　　 ★★ しっかり目標達成するレベル

どうぎんカーリングスタジアムは、国際的な
大会の開催のみならず、一般の人にも広く
カーリングに親しんでもらうことを目的として
建てられた通年型のカーリング施設。指導員
によるレクチャーもあり、初心者でも気軽に
カーリングを楽しむことができる。

どうぎんカーリングスタジアム
 

http://www.shsf.jp/curling/

氷上の頭脳スポーツ、カーリング

初心者でも楽しめるようにシンプルなルールでカー
リングに挑戦。氷上でチーム全員が、自由に歩ける
ようになることも挑戦のひとつ。手を取り合い、助
け合うことで結束力が高まる。どこを狙い、どのよう
にストーンを投球するか、刻 と々変わる戦況に合わ
せてチームで作戦を練り直しながら勝利を目指す。
メンバー間のコミュニケーションが勝利のカギ。

ルール

各チーム作戦会議。交互にストーンを滑らせる。複数個
のストーンを投球した後、よりターゲットにちかい場所にス
トーンを残したチームが勝利。

人　　数：最多 40名　
所要時間：120 分
料　　金：1人 3,000円より
（カーリングシート使用料、指導料、レンタル料含む）
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To escape within the time limit, teamwork 

is essential. Find the answer by using all of 

your brainpower in a tense situation to escape 

from a difficult situation. This will give you a 

pleasant feeling of accomplishment and will 

strengthen your teamwork. 

A treasure hunt around Odori Park. As a team, 

stroll downtown while answering Sapporo 

trivia questions and solving puzzles to find 

the treasure.  Identify the shortest route to the 

treasure by solving questions as a close-knit 

team.  It’s good for enhancing creative think-

ing and intellectual curiosity.
Rules

In spaces of appropriate size for the participants, such 
as meeting rooms or banquet rooms, the participants 
are divided into teams and are given instructions.  In 
the one-hour time limit, each team attempts to solve 
the quiz and escape from the space.  In closing, the 
answers to the questions are explained and awards 
are given to the teams that have escaped. 

Rules

Hand out maps and give instructions. Each team 

holds a strategy session. Find treasure while strolling 

downtown through a few checkpoints to find answers 

to the problems.

Capacity: 1,500 people

Time required: 90 min.

Season: Year-round

Fee: 2,000 yen/person or more (incl. tax)

Tom Sawyer 
(escape and treasure hunt)

Treasure hunts

Capacity: 500 people

Time required: 90 min.

Season: Year-round

Fee: 2,000 yen/person or more (incl. tax)

Tom Sawyer 
(escape and treasure hunt)
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制限時間内に脱出に成功するには、
仲間との連携が必須。差し迫る緊張感
の中、頭をフル回転させて答えを導き
出した時の快感、脱出に成功した時
に味わう達成感は、チームの結束力
を強固にする。

大通公園周辺を周遊する宝探しゲーム。
チームごとに札幌に関するトリビアなど
の謎を解きながら宝を目指して街をめ
ぐる。チーム一丸となって謎解きに挑
戦し、最短ルートを見極める。思考を
柔軟化させ、知的好奇心の強化にもつ
ながる。

ルール

地図を配布し、内容を説明。チームで作
戦会議。謎を解きながら市内いくつかの
チェックポイントを中心に周遊し、宝を探
し出す。

人　　数：最多 1,500 名
所要時間：90分
実施可能時期：通年
料　　金：1人2,000円より（税込1人あたり）

トムソーヤ（脱出＆宝探し）

ルール

人数に合わせた空間（宴会場や会議室）
を使用してチーム分けし、内容を説明。制
限時間 1時間以内に仕掛けられた謎を解
き脱出。なぞの解説と脱出成功チームを
表彰。

人　　数：最多 500 名
所要時間：90分
実施可能時期：通年
料　　金：1人2,000円より（税込1人あたり）

トムソーヤ（脱出＆宝探し）

トレジャーハンティング 脱出ゲーム
Sapporo Escape Room
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It’s an original Sapporo activity. “Yukigassen”

- the snowball fight sport- that was established 

in Hokkaido in 1989 is conducted under orig-

inal MICE rules. Each team makes a strategy 

for each fight. In a short time, each team needs 

find the right direction while sharing the thrill 

among members. Such an experience will be 

useful in their business in future. Summer yuki-

gassen and beach yukigassen are also possible.

See how many boards you can break through 

by throwing a snowball from 8 m away. In 

this activity, team communication is neces-

sary to decide the order of snowball-throwing 

among the members and to determine which 

numbers to target. It’s a simple game for ev-

eryone. Any type of group can enjoy snow by 

taking part in this game. 

Rules

Form a team of 7 members (5 players, 1 manager 
and 1 coach). Simple rules: 1) Give each team 90 
snowballs. The member who hit by opponent’s snow 
ball is out. The winning team is the one who capture 
the opponent’s flag, or when time is over, a larger 
number of member remains on the court. The game 
is 3 min. match. The game can be a tournament or a 
three team league game.

Capacity: 30 - 80 people

Time required: 90 min.

Season: Late Dec. - late Apr.

Venue: Ski slopes, parks and other outdoor facilities

Rules

Form teams of 5 to 6 members. Five snowballs are giv-

en to each member. They throw them to break through 

the number plates. The winner can be the team that 

breaks the most number plates, that has the highest 

total of numbers on broken plates, or that gets a “bingo.”

Capacity: 20 - 50 people

Time required: 90 min.

Season: Late Dec. - late Apr.

Venue: Ski slopes, parks and other outdoor facilities

All will be entranced!  Snowball strikeout Set fire to a Northern land! “Yukigassen”
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1989年北海道発祥の「スポーツ雪合
戦」をMICEオリジナルルールで行う、
札幌ならではのプログラム。チームで
戦略を練って対戦するが、試合ごとに
作戦会議を行いながら実施。短時間の
中で考え、スリルを共有しながら勝利を
目指す経験は、帰国後のビジネスの現
場でも役立つ。夏の時期に、サマー雪
合戦やビーチ雪合戦としても企画可能。

雪の球を使って、8メートル先の数字
盤を射抜くゲーム。チーム内で作戦を
立て、投げる順番や、目標とする数字
盤など、コミュニケーションをとって
初めて達成できるアクティビティ。誰
でも簡単にできるので、どのようなグ
ループでも雪と楽しみながら行うこと
ができる。

ルール

5 ～ 6名で 1つのチームを作り、1人 5球
ずつ与えられた雪球を投げて数字盤を射
抜いていく。射抜いた数字の合計点や射
抜いた枚数を競ったり、ビンゴゲーム形式
で実施することもできる。

人　　数：最少 20名、最多 50名
所要時間：90分
実施可能時期：12月下旬～ 4月下旬
会　　場：スキー場、
　　　　　公園などの屋外施設

ルール

7人で 1つのチーム（選手5人と監督・
コーチ）を作る。簡単ルールは①1チー
ム 90 球の雪球②雪球に当たらない、相
手を一人でも多く当てる③敵陣の旗を取
る④3分１セットで戦う。トーナメント式、
或いは、3つのチーム対戦成績で勝敗を
決める。

人　　数：最少 30名、最多 80名
所要時間：90分
実施可能時期：12月下旬～4月下旬
会　　場：スキー場、
　　　　　公園などの屋外施設

誰でも夢中に！雪球ストラックアウト 北の地で熱く燃えよう！雪合戦
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The sport of snow shoveling has designated 

as one of Cool Japan* items. It’s a race to car-

ry snow blocks to the team’s position using 

snow shoveling equipment that’s provided. 

Use the snow to make a snowman. The snow-

men are judged on appearance. Teamwork is 

tested: How does the team manage to carry 

the snow with limited time and equipment? 

The experience of planning and making a 

snowman can be useful in business.

* Cool Japan items are designated under the 

Japanese policy that internationally promotes 

Japanese culture and industry. 

In a snowy square, 3 to 5 unique games are 

held.  Because it’s a race that requires quick 

decision-making for best results, teamwork 

is fostered through the strategy session and 

selection of members. 

Rules

Each team uses two shovels and two snow carts to 

carry snow blocks to the team's position. The first 

team to finish carrying the snow awarded the points. 

Then, each team plans the snowman’s appearance. 

The team that makes the largest and most originally 

decorated snowman awarded the points. The total of 

points determines the winner.

Capacity: 20 - 50 people

Time required: 120 min.

Season: Late Dec. - late Apr.

Venue: Ski slopes, parks and other outdoor facilities

Rules

A footrace, an obstacle race, a three-legged race, 

and a beach flag game on snow and more: Mem-

bers selected from each team compete on overall 

time. 

Capacity: 30 - 100 people

Time required: 90 min.

Season: Late Dec. - late Apr.

Venue: Ski slopes, parks and other outdoor facilities 

Playing in snow! Sports day on snow Snow shoveling is a sport!
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“クールジャパン ”に選ばれたスポー
ツ雪かき。与えられた雪かき道具を
使って雪のかたまりを自分の陣地へ
運ぶタイムレース。次は、その雪を
使って雪だるまを作り、出来栄えを競
う。限られた時間と道具でいかに効
率良く運べるか、チームワークが試
される。雪だるま作りの構想を練り、
時間内に手分けして作製する過程は、
ビジネスの場でも役立つ。

※	日本政府の政策として国内外に発
信される日本の文化や産業

雪の広場で、3～ 5種目のオリジナル
ゲームを行う。タイムを競い合うので、
事前の作戦会議や、メンバーの選抜
など、短時間でより成果を出せるよう
改善を重ねながら、チームワークを生
み出していく。

ルール

雪上での徒競走、障害物レース、二人三
脚、ビーチフラッグス雪原版など、チーム
ごとに選抜メンバーが参加し総合タイムを
競う。

人　　数：最少 30名、最多 100 名
所要時間：90分
実施可能時期：12月下旬～ 4月下旬
会　　場：スキー場、
　　　　　公園などの屋外施設

ルール

各チーム、スコップ２本、スノーカート
２台を使って、陣地まで雪のかたまりを
運ぶ。一番先に運び終えたチームに加点。
チームごとにどのような雪だるまを作る
か計画を練る。制限時間内により大きく、
ユニークな装飾を施した雪だるまを作っ
たチームに加点。総合点で勝敗を決める。

人　　数：最少 20名、最多 50名
所要時間：120 分
実施可能時期：12月下旬～4月下旬
会　　場：スキー場、
　　　　　公園などの屋外施設

雪と戯れる！雪上運動会 雪かきはスポーツだ！
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While building up fantastic objects with team-

mates and sharing a feeling of accomplish-

ment, the participants deepen their friendship. 

According to the given theme, each team 

decides the design and completes it within 

the time limit. The game requires teamwork, 

communication and time management. These 

are all necessary for business.

Carry snow 5 m from snow banks to each 

team's position. Use a mold to form snow 

blocks. Build a tower with these blocks. The 

contest is judged by the number of towers and 

their heights.  You can decide how to stack 

the snow blocks.  The secret to winning is 

teamwork on sharing roles, such as carrying 

the snow and making the snow blocks. Team 

communication is tested, because you need 

to study methods for stacking the blocks and 

to change strategy with changes in the snow 

conditions. 

Capacity: 20 - 60 people

Time required: 90 min.

Season: Winter

Venue: Ski fields, parks and other outdoor facilities.Capacity: 40 - 200 people

Time required: 90 min.

Season: Winter

Venue: Ski fields, parks and other outdoor facilities.

The mission: Build a snow tower! A dream world with snow candles

Rules

Divide the participants into teams of 4 to 6 people 
each. Hold a strategy meeting on role sharing, time 
allocation and building methods.  Points are given 
by the height and the number of towers. The winner 
is the team that has made the most and the highest 
towers. 

Rules

Divide the participants into teams of 4 to 6 people 
each. After the theme is announced, each team holds 
a strategy meeting.  Using the design plan, roles are 
shared among team members. It should be com-
pleted within the time limit. After completion, each 
team makes a presentation. The winner is selected 
in consideration of the beauty of the completed work 
and teamwork during production.
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幻想的な世界を仲間と作り上げ、感動
を分かち合うことで参加者の親交も深
まる。与えられたテーマをどう表現する
か、各チームデザインを決め、制限時
間内に作品を完成させる。チームワー
ク、コミュニケーション力、タイムマネ
ジメント、ビジネスの現場で不可欠な
すべての要素が問われる。

雪山から５ｍ離れた各チームの陣地へ
雪を運び、その雪をコンテナでブロッ
ク型に整形し、積み上げてタワーを作
る。タワーの高さ、本数を競う。かた
まりをどのように積むかは、自由。雪
を運ぶ人、整形する人、役割分担とチー
ムワークが勝利の秘訣。チーム内で積
み方を研究し、刻 と々変わる雪の状態
に応じて作戦を修正しながら進めるコ
ミュニケーション力も試される。

ルール

４～６名のチームに分かれる。役割分担、
時間配分、積み方の戦略など作戦会議を
行う。タワーの高さによって加点され、よ
り高く、より多くのタワーを作製したチー
ムの勝利。

人　　数：最少 40名、最多 200 名
所要時間：90分
実施可能時期：冬期間
会　　場：スキー場、リゾート施設
　　　　　公園などの屋外施設

ルール

４～６名のチームに分かれる。テーマ発
表後、各チーム作戦会議。デザイン計画
をもとに、役割分担し、制限時間内に作
品を作り上げる。完成後、各チームプレ
ゼンテーションを行い、美しさ、制作途
中のチームワークなどを考慮し、ナンバー
ワンの作品を選ぶ。

人　　数：最少 20名、最多 60名
所要時間：90分
実施可能時期：冬期間
会　　場：スキー場、
　　　　　公園などの屋外施設

ミッション！スノータワーを築き上げろ！ スノーキャンドルで描く夢の世界



Sapporo…Convention…Bureau

★ ★

Team
 building

An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Not only can canoes be paddled for transport, 

but they can also be used for various fun 

activities.  As one of the canoeing activities, 

hold a "canoeing sports day” of fun and com-

petitiveness. 

“Park golf” was born in Makubetsu, Hokkai-

do. It’s unique to Hokkaido. Share a special 

Hokkaido experience by excising in nature.   

A simple game using only one club.

Rules

Each team uses a canoe. The winner is the first 

team to go from site A to site B of a lake. A canoe 

weighs 400 kg. To finish first, develop a strategy that 

considers the number of paddlers, their weights and 

their skill levels.

Capacity: 20 people

Time required: 240 min.

Season: July - Aug.

Fee: 10,800 yen/person (incl. tax)

Inquiries

Commerce and Tourism Section, Town of Niseko

Phone: +81-(0)136-44-2121

Rules

On the “park golf” course, play in teams of five.  One 

club is used by a team for all 9 holes. The team with 

the fewest strokes wins. 

Capacity: 30 - 50 people

Time required: 90 min.

Season: May - Oct.

Venue: “Park golf” course

Lose yourself running on the green!  “Park golf” Canoeing
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カヌーは乗って移動するだけではなく、
いろいろな楽しみ方がある。カヌーを
使ったレクリエーションの中でも、競争
性と娯楽性が高いものでカヌーの運動
会を実施。

北海道幕別町発祥のパークゴルフ。北
海道ならではのチームビルディングプ
ログラムとして、大自然の中で身体を
動かしながら、北海道感あふれる楽し
い経験を共有する。クラブ1本で行う
簡単なゲーム。

ルール

パークゴルフ専用コースで、5人 1グルー
プでコースを巡る。クラブ 1本で 9ホール
をまわり、グループの総打数の少ないチー
ムが勝利。

人　　数：最少 30名、最多 50名
所要時間：90分
実施可能時期：5月～ 10月
会　　場：屋外パークゴルフ場

ルール

各チームカヌーを１艇ずつ使い、川・湖
のＡ地点からＢ地点まで全員先に移動し
たチームの勝ち。積載能力約４００kgの
カヌーで、人数、重さ、技術を戦略的に
考え、速さを競う。

人　　数：20	名まで
所要時間：4時間
実施可能時期：７～８月
料　　金：1人 10,800	円（税込）

●お問い合せ
ニセコ町役場商工観光課
TEL	0136-44-2121

夢中でグリーンを駆け巡る！パークゴルフ カヌーの運動会
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ROPES course Team-building rafting

There’s no guide on the boat. The participants 

themselves control the boat as they descend 

the river.  Prior to departure, each team holds 

a strategy session, selects a team leader and 

clarifies what’s needed to control the boat. 

This fitness trail has rope and log obstacles 

for training. Applying efforts as a team fosters 

teamwork and mutual reliance.

Rules

At the checkpoints, some games have been readied 

that require problem-solving ability. Head for the 

goal with the united power of the crew. This fosters 

bonds among the team members. Discover new 

aspects of yourself and your teammates.

Capacity: 7 - 200 people

Time required: 240 min.

Season: June- Oct.

Fee: 10,000 yen/person (incl. tax)

(incl. insurance and rental equipment)

Inquiries

Commerce and Tourism Section, Town of Niseko

Phone: +81-(0)136-44-2121

Rules

Divide the participants into teams of 5 to 8 people 

each. Start with an “icebreaker” activity and a “group 

initiative” activity to deepen ties among members. 

Then, have them safely work through the course to-

wards the goal through the united efforts of the team 

members.

Capacity: 5 - 40 people

Time required: 240 min.

Season: June – Oct.

Fee: 6,150 yen (incl. tax and accident insurance fee)

Inquires

Commerce and Tourism Section, Town of Niseko

Phone: +81-(0)136-44-2121
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ガイドは同乗せず、参加者だけでボー
トをコントロールして川を下る。出発
前にチームで作戦会議を開き、リー
ダーを決めたり、円滑なボートコント
ロールのためのチェックも必要。

ルール

チェックポイントでは、問題解決能力等
が必要なゲームを用意。クルー全員で力
をあわせてゴールを目指す。仲間の結束
を生み、成長した自分や同僚の新しい一
面を発見することが出来る。

人　　数：最少 7名、最多 200	名
所要時間：4時間
実施可能時期：6～ 10月
料　　金：1人 10,000	円（税込）
（傷害保険・用具レンタル含む）

●お問い合せ
ニセコ町役場商工観光課
TEL	0136-44-2121

ロープスコース チームビルディング・ラフティング

ロープや丸太を使ったアスレチックの
ような障害物コース。力を合わせてチャ
レンジすることで、お互いに信頼感が
高まりチームワークが引き出される。

ルール

5 ～ 8名程度のグループを作り、アイスブ
レーキング。グループイニシアティブで絆
を深めた後、メンバーで力を合わせて安
全にロープスコースのゴールを目指す。

人　　数：5～ 40名
所用時間：約４時間
実施可能期間：6月1日～ 10月31日
料　　金：6,150円（税込・傷害保険含む）

●お問い合せ
ニセコ町役場商工観光課
TEL	0136-44-2121
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Sprint up the stairs of the Sapporo TV Tower, 

a landmark of Sapporo, from the ground floor 

to the observatory. This special activity uses 

the emergency stairs, which are not open to 

the public. Enjoy the thrill of looking down to 

the ground from the external staircase. Run 

up the 453 steps to the observation room 

while encouraging your teammates.  The team 

bonds by overcoming fear and hard physical 

exercise and by sharing a feeling of accom-

plishment. 

While strolling downtown Sapporo, hunt for 

the five-pointed stars*, a symbol of Hokkaido 

development. After the historical buildings 

from the Hokkaido development period are 

explained, each team holds a strategy session 

to find the most five-pointed stars through 

teamwork. At the end, each team gives a pre-

sentation on impressive buildings.

Rules

Team by team, sprint up the stairs from the ground 

floor to the observatory.  The members of each team 

encourage and help each other so that every team 

member can reach the goal. 

Capacity: 30 - 200 people

Time required: 60 min.

Season: Summer

Fee: 720 yen/person (incl. tax)

Venue: Sapporo TV Tower

Capacity: 30 - 50 people

Time required: 90 min.

Season: May - Oct.

Venue: Downtown Sapporo

A photo scavenger hunt to find the star that 
symbolizes Hokkaido development 

Sprint up the Sapporo TV Tower!

Rules

In the area designated on the map of downtown 
Sapporo, find buildings that have a five-pointed star, 
and photograph the building. The winner is selected 
according to a combination of the number of sev-
en-pointed stars found by the team and contents of 
the comments on impressive buildings. 

* A symbol of Hokkaido’s development. Every building 
developed by the Hokkaido Development Commission 
(1869 - 1940) has such a star on its façade.  
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大通公園を見下ろす札幌のランドマー
ク、さっぽろテレビ塔の１階から展望
台までを階段で上る。通常開放されて
いない非常階段を使う特別プログラム。
屋外階段から地上を見下ろすスリルの
中、453段をチームで励まし合いなが
ら展望台を目指す。恐怖と苦難を乗り
越え、達成感を共有することでチーム
の結束力も深まる。

札幌の街を散策しながら、北海道開
拓の象徴である「五稜星」※をみつけ
て写真を撮る。北海道開拓に関わる
建物などについての説明のあと、チー
ムごとに作戦会議を行い、一つでも多
くの星をみつけるためにチームで協力
しあう。最後に、印象的だった建物に
ついて発表する。

ルール

札幌市内中心部のMAPに示されたエリア
内で、「五稜星」がある建物を探して、そ
の建物がわかるように星の写真を撮影す
る。星の数を競いあうが、印象的な建物に
関するコメント発表も、審査の対象とする。

人　　数：最少 30名、最多 50名
所要時間：90分
実施可能時期：5月～ 10月
会　　場：札幌市内中心部

ルール

チームごとに１階から展望台までを階段
で上る。各チーム、ひとりの落伍者もなく
全員でゴールにたどり着く為、助け合い、
励まし合いながら進む。

人　　数：最少 30名、最多 200 名
所要時間：60分
実施可能時期：夏期
料　　金：1人 720	円（税込）
会　　場：さっぽろテレビ塔

北海道開拓の星をみつけるフォトスカベンジャー さっぽろテレビ塔を駆け上がれ！

※	北海道開拓のシンボルであり、開拓使が
建てた建築物等に赤い星のマークがつけ
られている。



Sapporo…Convention…Bureau

★★ ★★

Team
 building

An activity to achieve a shared purpose A fun bonding activity

Use fresh fruit from Hokkaido to make a 

cocktail that represents your company. Dis-

cuss among your team members the distinc-

tiveness of your company. Make a cocktail 

whose colors and flavors are inspired by that 

distinctiveness.  Name the cocktail. Make a 

presentation explaining it. 

To make ice cream, special know-how and 

creativity are needed.  The team members 

work to design a unique ice cream. They cre-

ate a flavor geared to the target market. 

Rules

Provide Hokkaido fruits, vegetables, liquors, ice, 

shakers and glasses.  The team members discuss 

what image represents the company. Then they plan 

and create the cocktail.  The winner is the team with 

the cocktail that best represents the team’s company. 

Capacity: 30 - 50 people

Time required: 90 min.

Season: Year-round

Rules

Divide the participants into teams of 4 to 10 people 

each. Each member learns a basic recipe and makes 

a marketing plan.  The members bring together what 

each has learned, in order to create an original brand 

of ice cream. 

Requirements:   10 or more people

Time required: 150 min.

Season: Year-round

Fee: 1,600 yen/person or more

Inquiries

Commerce and Tourism Section, Town of Niseko

Phone: +81-(0)136-44-2121

Making ice cream Prepare a cocktail that represents your company.
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北海道の新鮮なフルーツなどを使い、
自分たちの企業イメージに合うカクテ
ルを作る。メンバーそれぞれが持つ企
業の印象について話し合い、色や味な
どに工夫をして、オリジナルカクテルを
作る。カクテルに名前をつけて、最後
にプレゼンを行う。

アイスクリームを作るには、専門的な
知識や技術、そして、創造性が必要。
メンバーが協力し、オリジナリティ溢れ
るアイスクリームをデザインし、設定し
たマーケットにマッチしたフレーバーを
開発。

ルール

４～ 10人のグループを作り、各メンバー
が作り方や基本となるレシピ、素材を習
い、マーケティング計画を立てる。メンバー
が学習してきた技術や知識を結集させ、
各グループのオリジナルブランドアイスク
リームを開発。

人　　数：	10	名から
所要時間：2.5 時間
実施可能時期：通年
料　　金 : 1人 1,600	円より

●お問い合せ
ニセコ町役場商工観光課
TEL	0136-44-2121

ルール

北海道のフルーツ、野菜、アルコール類、
アイス、シェイカー、グラスを用意する。
自分の企業に関するイメージやカクテル
の企画について話し合い、カクテルづく
りに挑戦する。企業を表すにふさわしい
カクテルを作ったチームが勝利。

人　　数：最少 30名、最多 50名
所要時間：90分
実施可能時期：通年

アイスクリーム作り 企業イメージでオリジナルカクテルづくり
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Try your hand at making unique sushi rolls. Make a Shiroi Koibito langue de chat cookie that’s 
like no other in the world.

It draws on Shiroi Koibito, the confection that’s 
wildly popular in Japan and around the world!-
Make confections that represent Hokkaido.  
On oversized Shiroi Koibito cookies (white 
chocolate sandwiched between langue de chat 
cookies) of 14 cm by 14 cm, make drawings to 
achieve artistic cookies. The drawing themes 
include “impressions of Sapporo.” Deepen 
bonds of friendship by sharing a happy, 
tranquil time making confections with your 
teammates.

Make a futomaki sushi roll with a floral pat-

tern that represents your company logo. 

After hearing a lecture on sushi-making, each 

team holds a discussion to decide on a de-

sign.  The collaborative process strengthens 

the bonds between team members. 

Rules

The futomaki sushi roll ingredients are provided (nori 

and sushi rice).  After hearing a lecture, the team 

decides on a design and makes the futomaki sushi 

roll.  The winner is the team that has the most unique 

design and the best presentation. 

Capacity: 30 - 50 people

Time required: 90 min.

Season: Year-round

Venue: Facility with a kitchen

Capacity: 10 - 96 people 

Time required: 80 - 130 min. (Differs by the number 

of participants)

Season: Year-round

Fees: 1,080 yen/person

Rules 

Divide the participants into teams of 2 to 3 people 
each. Provide one cookie for each team member. 
Teammates discuss the theme. Make drawings and 
write messages in chocolate on the Shiroi Koibito 
cookies by sharing tasks among members of the 
team. The winner is the team that makes the one 
that best expresses the theme. 
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国内外で大人気の白い恋人に、お絵
描き体験。ホワイトチョコレートをクッ
キーでサンドしたハート型の特大サイ
ズの白い恋人（14cm）に、「札幌の
思い出」など、テーマをもとに絵を描
き、オリジナリティあふれる作品を作
る。お菓子作りを通じて仲間と楽しい
和やかな時間を共有することで親交
を深める。

日本の和食をテーマに、企業のロゴ
マークやイメージする花などをデザイ
ンし、太巻きを作る。
巻寿司作りについてのレクチャーの後、
チームごとに話し合い、デザインを決
める。協力して製作する過程が、メン
バーの結束力を強める。

ルール

太巻きの材料、寿司飯、海苔などを用意。
レクを受けた後、デザインを決めて、太巻
きづくりに挑戦。できあがりのデザイン、
斬新さ、プレゼン内容などで勝敗を決め
る。

人　　数：最少 30名、最多 50名
所要時間：90分
実施可能時期：通年
会　　場：屋内（厨房のある施設）

ルール

２～３名のグループに分かれる。各チー
ム人数分のクッキーを与えられる。テーマ
をもとに仲間と相談しながら、分担して白
い恋人にチョコレートで絵やメッセージを
書く。テーマに一番ふさわしい作品を作っ
たチームが優勝。

人　　数：最少 10名、最多 96名
所要時間：80～130 分（人数により異なる）
実施可能時期：通年
料　　金：1人 1,080円（税込）

変わり巻き寿司に挑戦！ 世界にひとつ、私の白い恋人
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Mini-volleyball originated in Taiki, Hokkai-

do. It’s offered as a Sapporo MICE activity.  

Everyone is familiar with beach balls, but 

they’re difficult to control. Gaining the skill 

to control the beach ball is the key to victory.  

Even members who don’t excel at sports can 

be a strong force by cheering the team and 

enhancing the bonding.

Anyone can make sound on a Japanese drum.  

However, as a team, it’s not easy to have ev-

eryone hit at the same time and to balance the 

volume. For a perfect performance, teamwork 

is essential. The activity fosters bonding and 

makes the team appreciate the importance of 

leadership.

Rules

Use a badminton-sized court and a beach ball to 

play mini-volleyball. A team consists of 4 players, 1 

coach and 2 or 3 cheerleaders. Original rules are ap-

plied. The first team to score 15 points is the winner. 

Capacity: 30 - 80 people

Time required: 90 min.

Season: Year-round

Venue: Gymnasium and other indoor facilities

Capacity: 4 - 50 people

Time required: 60 - 90 min.

Season: Year-round

Fee: 3,240 yen/person

Venue: Anywhere you can make lots of noise

Give it a try! 　The harmony of Japanese drumming The beach ball is great! Mini-volleyball

Rules

Gain interest in Japanese drumming through the 
guidance and performance of the instructor. Practice 
holding the basic posture and using a method that 
will foster a unified rhythm.  After learning the basic 
drumstick grip and hitting method, practice a simple 
piece. Practice drumming as a team Example of 
a result: 1) Each team practices a different part of 
the same piece, and at the end, the teams perform 
together.  2) Within the team, each member practices 
a different part. Each team performs individually in 
front of all the participants at the end. The instructor 
gives comments after all the teams have performed.  
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北海道大樹町発祥のミニバレーを札幌
ならではのMICEオリジナルメニューと
して実施。誰もがなじみのあるビーチ
ボールが、なかなか思うように扱えな
い。いかにボールに慣れて勝利してい
くか。スポーツが苦手でも応援で参加
し、大きな力になることで、団結力が
強まる。

誰でも簡単に音が出せる楽器「和太
鼓」。しかしチームになると、タイミン
グを合わせる難しさや強弱による音量
バランス等、曲を完成させるためには、
チームワークが大事。メンバー同士の
結束力を高め、リーダーシップの重要
さを再認識させる。

ルール

和太鼓の魅力説明や講師の演奏で興味を
持ってもらう。演奏の基本姿勢や呼吸を合
わせる練習。バチの持ち方、打ち方など
の演奏指導後、簡単な課題曲を練習。グ
ループ毎に曲を練習。発表例①グループ
毎に同じ曲の違う打ち方を練習し、最後
に全グループで合奏。発表例② 1グルー
プ内で各パート練習し、完成曲を他グルー
プの前で演奏。全グループ演奏終了後、
講師が批評。

人　　数：最少	4	名、最多	50 名
所要時間：60～ 90 分
実施可能時期：通年
料　　金：3,240円（1人あたり）
会　　場：大きな音を出しても差し支えな

いスペース

ルール

バドミントンサイズのコートで、１チーム
（選手 4 名、監督 1 名、応援 2 ～ 3 名）
でビーチボールを使ったバレー競技を行
う。１セットあたり、サービスポイント形
式で15点先取のオリジナルルールで競う。

人　　数：最少 30名、最多 80名
所要時間：90分
実施可能時期：通年
会　　場：体育館・屋内施設

レッツチャレンジ！　和太鼓ハーモニー♪ ビーチボールと侮る無かれ！ミニバレー
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Team building: Winter

Igloo-making ★★
What’s important is to make solid snow 

blocks and to arrange them properly. Learn-

ing the design and completing the work in the 

two-hour time limit takes teamwork. 

Snow cooking ★★
Cook-offs are very popular programs in any coun-

try. You are provided with local fresh vegetables 

to cook soup curry, a specialty of Sapporo.  Enjoy 

environmentally friendly cooking by using ingre-

dients with low food mileage. Experience cooking 

in nature and making a fire in the wood stove. 

To win, it’s important to assign roles to the team 

members and to foster smooth collaboration.

Rules

After being provided with an explanation of the 
harvested vegetables, each team starts cooking. 
Select the ingredients you need, and work to cre-
ate a recipe for cooking the ingredients outdoors.  
The time limit is one hour. What’s important is 
to use various spices. The winner is selected by 
evaluating each team in terms of role-sharing, 
preparation, aesthetics, taste, creativity and other 
factors.  
Note: A program coordinator is available.
(Hakkenzan Orchard)

Rules

Divide the participants into teams of 4 to 8 peo-
ple each. Each member is provided with a mold 
and shovel. Fill the mold with snow. Pack the 
snow with your foot to make snow blocks. (100 
to 150 snow blocks are needed to make an igloo 
with a diameter of 1.5 m.) Up to the third layer, 
the blocks are stacked vertically. In layers from 
the fourth onward, blocks are arranged so that no 
more than one third of the block width overhangs 
toward the center of the igloo. Finally, the roof is 
carved with a saw and the ceiling block is placed.
Notes: It’s possible to hold a race that consists 
only of snow-block-making. Contests can be 
held on the weight and shape of snow blocks and 
the speed of making them.
A program coordinator is available.
(Yamaya Co., Ltd.)
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イグルー作り　★★
雪のブロックをいかに丈夫に作り、
上手く並べるかがキーとなる。コツ
を掴みながら時間内に完成させるに
は、チームワークが必須。制限時間
は２時間。

スノー・クッキング　★★
料理対決プログラムは、どの国でも
大人気！地域採れたての野菜を使っ
て、札幌名物 “スープカレー ”づく
りを競う。フードマイレージの少な
い食材、薪ストーブの火おこしなど、
自然の中でエコクッキングを体験で
きる。チーム内の的確な役割分担と
手際よい協力が勝敗を左右する。

ルール

収穫野菜の特徴について説明を受け、
チームに分かれて料理スタート。必要
な食材を選び、調理方法を想像・工夫
しながらアウトドアクッキング。制限時
間は 1時間。多種多様なスパイスを用
意することがポイント。役割分担や段取
り、盛りつけ、味、クリエイティブさなど
を総合的に評価し、勝敗を決める。
※	プログラムコーディネーター有り
　（八剣山果樹園）

ルール

4 ～８名のチームに分ける。人数分の
コンテナとスコップを使い、コンテナ
に雪を詰め、足で踏み固めてブロック
を作る。（直径 1.5mのイグルーで 100
～ 150 個ブロックが必要。）3段目まで
はブロックを真っ直ぐ垂直に積み重ね
る。4段目以降は、ブロック幅の最大
で 1/3 内側にせり出すようにブロックを
設置し、ノコギリを使い屋根のカーブ
を作り、天井まで積み重ねて完成。
※	ブロック作りのみをゲームにし、重
さや形、速さを競うことも出来る。

※	プログラムコーディネーター有り
　（株式会社やまや）

チームビルディング あれこれ ～冬編
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Snowshoe relay 　★
A refreshing relay race in snowshoes on a 

snowy field. Wearing snowshoes, you can 

walk easily, even on fresh snow.

Snow treasure hunt　★★
Have a treasure hunt on snowy hills and 

snow fields where you may come across 

horses. Put on the snowshoes wherever 

you need to.  Exchanges with local people 

and local trivia are fun for visitors.   Select 

your team leader, read maps and have all 

the team members solve puzzles. Heading 

toward the goal by combining everyone’s 

ideas and knowledge, each team enhances 

its strength. 

Rules

Each team sets out on a treasure hunt on the routes 
they find on the map. At important sites, solve 
quizzes such as by breaking the code or do other 
activities. The team moves to the next site after 
accomplishing such quizzes. Find the treasure box 
hidden near the goal. The winner is the first team to 
return to the start after finding the treasure.
Divide the participants into teams of 4 to 5 people 
each. Season: Year-round
Note: Program coordinator is available.
(Tom Sawyer LLC)
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スノーシュー・リレー　★
スノーシューを履いて、雪原を駆け
まわる爽快なリレーゲーム！スノー
シューさえあれば新雪の上も自由に
楽しめる。

スノー・トレジャーハント　★★
雪山や雪原の大自然のなかで、場所
によってはスノーシューを履いたり、
馬に出会いながら、宝さがしゲーム
を行う。地域ならではの交流や豆知
識も楽しみのひとつ。リーダーを決

め、地図やクイズを読み解きながら、
全員で知恵とアイディアを出し合って
共同作業でゴールを目指すうちに、
チーム力が向上する。

ルール

チームごとに、地図をもとにみつけた
探検ルートに沿って、宝探しに出発する。
ポイントとなる場所にクイズが用意され
て、暗号解きや作業をしながら、次へ
進む。ゴール地点に隠されている“宝箱”
をみつけて、スタート地点に早く戻って
きたチームの勝利。
1チーム4～ 5名、時期：通年で可能
※プログラムコーディネーター有り
（トムソーヤ合同会社）



協力 / Special Thanks
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（株）チームビルディングジャパン / Team Building Japan

（株）エル・ワーク / L・Work Co., Ltd.

（株）プランニング・ホッコー / Planning Hokkoh Corporation

小樽市 / The City of Otaru

ニセコ町 / The Town of Niseko
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