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報道機関各位

サッポロ不動産開発株式会社

News Release
サッポロファクトリーのゴールデンウィークは、
北海道初登場となる展示を含めた人気イベントや、
NEW＆RENEWALの店舗など話題満載。
今春、開業24周年を迎えたサッポロファクトリーでは「Switch！新しいわたしをONしよう。」を
コミュニケ―ションメッセージとし、日常の中の少しの変化や継続的な変化、来るたびに感じられ
る変化や出逢い、ここでしか出来ない体験による発見という価値を提供し、アトリウムを中心とし
た心地良い空間・時間とともに、年間を通じて施策を展開してまいります。
4月29日（土）から2017年5月7日（日）までのゴールデンウィークの期間中には、アトリウムを
メイン会場とし、北海道初登場となる展示コンテンツを含めた人気イベントの開催や、開放感と自
然の優しさに溢れた心地の良い空間で、道産食材を取り入れた豪快なアウトドアスタイルのお食事
が楽しめる飲食店が新たにオープンするなど、NEW＆RENEWALの店舗も続々登場いたします。
今後、サッポロファクトリーでは「自らの生活を充実させるためのこだわりが強く、クオリティの
高さとセンスの良さを高いレベルで両立するバランスを重視する」と考えるお客様を中心に、全て
の来館者にとって心地よい時間や空間を提供することで、更にサッポロファクトリーをご愛用いた
だくことを目指してまいります。

【 2017年コミュニケ―ションメッセージ 】

今年のサッポロファクトリーは、「Switch！新しいわたしをONしよう。」を
コミュニケーションメッセージに掲げ、お客様の毎日を楽しく、嬉しく、素敵にする
きっかけとなる様々なシーンを季節ごとに提供してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
札幌事業部 マーケティング部 小泉・坂井
TEL:011-207-1133／内線：3428
※お客様からのお問い合わせ先 インフォメーション TEL:011-207-5000
サッポロ不動産開発株式会社 事業本部 札幌事業部
札幌市中央区北2条東4丁目1-2
〒060-8546 http://sapporofactory.jp/

NEW & RENEWAL OPEN

4.28 ア ウ ト ド ア カ フ ェ
OPEN

ミールラウンジ

［ アトリウム１Ｆ］ 011-200-1100

街中にいながらアウトドアスタイル
の食事と雰囲気を味わえるカフェ。
北海道栗山町の提携農家から仕
入れた新鮮かつ低農薬で育てた野
菜や道産小麦を使用したパスタ、
肉や魚介をふんだんに取り入れ、
ダッチオーブンやスキレットで調理し
た豪快なメニューを多彩に取り揃え
ています。店内で「グランピング」を
カジュアルにお楽しみください。
【オープン記念特典】
先着200名様に
ノベルティバッグをプレゼント！

4.28
OPEN

和味茶屋

こめまる

こだわりの米、塩、のりを使用し、
注文を受けてから作る出来立て
おむすびと、おむすびと相性の
良いサクサクの札幌ザンギ、
自慢のお米を使った団子、
厳選した和食材を使用した
デザートを提供する和食茶房。

［ ２条館B１］ 011-221-1166

NEW & RENEWAL OPEN

4.8
OPEN

キャラポップストア

［ レンガ館２Ｆ］ 011-207-4410

人気アニメやゲームの世界観を楽しめる！
記念オープニングは「黒子のバスケ黒子の文化祭
in J-WORLD TOKYOサテライト」が登場！

4.29
OPEN

グッズフェロー

［ ２条館２Ｆ］

made in Japanをコンセプトに、北海道を拠点に
活動しているクラフト作家の制作による商品や
洗練されたDESIGNアイテムを展開。
「毎日を楽しく、少し贅沢に」をテーマにモダンで
ユニークなグッズを提案します。

4.22

IDC OTSUKA

Renewal サ ッ ポ ロ フ ァ ク ト リ ー

［ ３条館３Ｆ］ 011-200-4321

３条館３階の「IDC OTSUKA サッポロファクトリー」がさらに充実し、
リニューアルオープン！
【リニューアルオープンフェア】※開催期間：4.22（土）～5.7（日）
●税
ラ
●通
●通

込
ン
常
常

30万円以上ご購入の方
チペアチケット5,000
販売価格より最大10万
販売価格より最大40%

から先着で20名様に「鶴雅ビュッフェダイニング札幌」の
円相当をプレゼント
円お得となる人気商品パック「プレミアムパッケージ」を販売
OFFとなるお買得品を数量限定で販売

LIMITED SHOP＆EVENT
5.28
まで
開催中

シモンズ プレミアム
ファクトリーセール

［ ２条館１Ｆ特設会場 ］ 011-223-6341
１００カ国以上で販売され、世界トップクラスのシェアを
誇るシモンズベットが登場！展示品や単品マットレスなど
販売しております。
4.21～
5.7まで

ギャラリー有田

［ 2条館1Ｆ特設会場 ］
期間：4/21（金）～5/7（日）
佐賀県有田から日本伝統の器を北海道の方に楽しんでもらいたい！
岐阜県美濃や常骨の器も取り揃えております。
5.7
まで
開催中

出張カキ小屋

牡蠣奉行

in サッポロファクトリー

［ 西広場 ］ 070-4315-5763（カキ小屋実行委員会本部）
営業時間/12:00～21:00
※荒天時中止の場合あり
国内産真牡蠣を毎日直送！牡蠣食べ放題も実施中！
5.28
まで
開催中

碧洋の迷宮

［ 2条館２Ｆ特設会場 ］
平日/13:00～20:00
土日祝/10:00～20:00（最終受付19:30）
5/1（月）・5/2（火）は10:00～20:00
料金：¥500（ 同一の方、同一日2回目以降） ※1名様4歳以上
踏破型脱出アトラクションの第2弾がついに札幌初登場！今回の舞台は海賊船。
周りをよく見て、知恵を絞って先へ進む出口を探し、7つの空間を踏破せよ！

■ガンダムワールド2017 in 札幌
期
時
会
入

実施概要

間：4月29日（土）～5月7日（日）
間：10:00～20:00 ※最終日は18:00まで
場：アトリウム／サッポロファクトリールーム
場：無料 ※物販・飲食物の購入は別途

＜主な展示内容＞
※北海道初登場

実物大 RX-78-2 ガンダムヘッド

1/10 ユニコーンガンダム
《デストロイモード》立像
※北海道初登場

1/10 バンシイ・ノルン
《デストロイモード》立像

※北海道初登場

実物大 ホワイトベースキャプテンシート

※ガンダムエクシア以外の３体は北海道初登場

機動戦士ガンダム00（ダブルオー）
1/10 立像

■「ガンダムショップ」「出張ガンダムカフェ」

実施概要

期 間：4月29日（土）～5月7日（日）
時 間：10:00～20:00 ※最終日は18:00まで
会 場：サッポロファクトリールーム
◆ガンダムショップ
＜販売商品＞
□HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム クリアカラーVer.
□RG 1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer.
□RG 1/144 ガンダムアストレイブルーフレーム メッキVer.
□HGUC 1/144 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）クリアカラーVer.
□HGPG 1/144 黒い三連プチッガイ
□HG 1/144 ガンダムバルバトス 第6形態 クリアカラーVer.
□HG 1/144 ガンダムバルバトス 滑空砲装備 クリアカラーVer.
□HG 1/144 量産型ザク（GUNDAM THUNDERBOLT Ver.）リミテッドクリアver.
□RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム クリアカラーVer.
□HGUC 1/144 フルアーマー・ユニコーンガンダム
（デストロイモード） レッドメッキフレーム／メカニカルクリアVer.
□HGUC 1/144 Vダッシュガンダム クリアカラーVer.
□HGBF 1/144 ガンダムアメイジングレッドウォーリア フルカラーメッキVer.
□SDBF スターウイニングガンダム PPクリアVer.
□HGPG 1/144 量産型プチッガイ
※販売物が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆出張ガンダムカフェ
＜販売メニュー＞
□ジャブローコーヒー（ホット・アイス） 各378円（税込）
□オリジナルソフトドリンク 各378円（税込）
（全４種類）
・ガンダムトニック（ホワイトソーダ）
・赤い彗星ソーダ（アセロラ＆ソーダ）
・ハロソーダ（メロンソーダ風味）
・フラウのやさしさ（アセロラ＆カルピス）
□ハロドラ（カスタード、小倉クリーム） 各227円（税込）
□ガンプラ焼き 210円（税込） ※北海道初登場
※販売物が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

EVENT

5.3
~5.5

ワンちゃんといっしょに楽しもう！

第15回

北海道ペットワン博

「わんちゃんの輪」
「ドッグスポーツショー」など
楽しいイベントがいっぱい！

5.3［水］- 5.5［金］
第1会場/ サッポロファクトリーホール
時間/ 9:30～18:00（最終日は17：00まで）
第2会場/１条館1Ｆペットランドプラス内
時間/10:00～20:00
● 料金/中学生以上¥1,100 小学生以下¥500
※3歳以下無料
●名称：株式会社ペットランド●事務所及び所在地：サッポロファクトリーホール内札幌市中央区北2条東3丁目●動物取扱の種別【販売】【展示】●登録番号、登録生
年月日、有効期限の期日 第一会場：札健動セ登録779号・札健動セ登録第780号 平成26年1月8日～平成31年1月7日動物取扱責任者：前場健太 第二会場：札健動セ登
録第23号・札健動セ登録第23号・札健動セ登録第25号 平成23年6月21日～平成28年6月20日動物取扱責任者：加藤崇志

4.29
~5.7

エアタイム・エキサイトゾーン

4.29［土］-5.7［日］
時間/10:00～17:00
会場/ 西広場（バス駐車場）、煙突広場
※対象年齢2歳以上
※雨天時中止

※掲載内容は、変更になる場合がございますので、予めご了承願います。

