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族や仲間と二緒に矢口識欲を満た|■|サ,ボロビ|■:ル博物館
拓ur tllil‐ st‐ゃrlnⅢも

,ヨⅢ Ⅲ‐酔

選べる
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,'暑嘉基ふら財 計7:｀1轟夢『必厖夕写125明可ε恣仄⑮凸仄
彗F礼6rt諾譜欝樵轟鋤忙隧蝙言4)焉観睦i乗希詢了絣謳錦飩埒
:    骰
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驚ギ サッポロギャラリー&アドコレクション sappOro Gttery&Ad Cdttc■ on

開拓使とは?なぜ札幌にビールエ場が?初 めてのビールの値段は?黒ラベルの名称誕

生秘話?サ ッポロ独自のこだわり?等 の様々な疑間が解き明かされます。

Find the answerto quesuons you may have such as who werethenkanakushi・ 7 Why did they bulld a breweryin Sapporo?

How much d d the nrst bee cost7 How did Black Labelget ls name?What makes Sapporo Beer unlque?′ etc

・lF
キ‐ :考彗

スターホーJレ Star H訓

工場直送のビールやソフトドリンクをお楽しみください。
E可 oy soft d百 nks and beershipped direcJy flom the brewery

ツアー限定の「復刻オL幌製麦酒」とサッポロ

生ビール黒ラベルとの飲み比べをお楽しみい

ただけます。

Enioy cOmparing the recreated original Sapporo Beer

(。 nly avallable on the tour)、 Vith Sapporo DraFt 3eer

Black Label

・札幌開拓使麦酒ピルスナー 300円
。3種飲み比ベセット600円
。ノンアルコニルビール 200円
。リボンナポリン他各種ソフトドリンク 100円
メ券売機でチケットをご購入ください。

Sapporo Dran Beer Black Labei Y200

Sapporo C!ass c Y200

SapprJro Kaitakushi 3rewery P‖ sner Y300

3v‐3百e●y3eer F‖g tY600

Non‐ alcoholc Beer Y200

Ribbon NAPOLIN and other soFt Orinks¥100

'Piease purchase tickets from ihe tickeimachine

スターホーJレ Star Hall

・サッポロ生ビール黒ラベル 200円
・サッポロクラシック 200円



北海道の旬の味覚で食欲を満たす|サ|シポロビ■ル園
Satζtt your appeite wれ hぬe navors of山e season at sapporolBeeF Gard,1

開 拓 使 館 Gヒ海道遺産建造物)活鑑 認 鷺 籠 m。
ヘルシーなおいしさで人気のジンギスカン料理 (北海道遺

産)か ら北海道産食材を生かした贅沢なメニューまで、様

々な料理をお楽 しみいただけます。

こnjoy e vanety oF foods frOm tlc heaに hy deiG oぃ ,and popu ar GengⅢ s Khan tい okКらdo
声e■tage,to a bOuntru menu Featu■ n91o(a Hokko do n9ied ents

I(essel Hall  Kai〔 aliushi‐
=an 2 3F

当園を代表する吹抜け大ホールで

豪1央にジンギスカンを食べよう!オ

ブジェのケッセル (ビ ールの仕込

釜)は大正元年製.

[0,0ソ a sp end O Gengh s Khan mea n th`
open ceilhg nna n halthat s thc symbo o千

Sapporo 3eer G8rden The kessel(Cauldron

for brewing beer,Was bu k n 1912

イラツク

Trommel Hall  Kaitakushi‐ kan

ジンギスカンの他、テーブルバイ

キング (お 寿司や力二など食べ放

題)が人気です。

|∩ 6ddl● on to Gengh s Khan,the tab e buret

(al‐ γOu― cal,‐ eat suslli al10 c,ab′  etc)is also

,opular

IF 208 seats

ボプラ館 Pouar HJ:loO哺
Poplar Pavilllon 1 2F 10t10seats

ボプラの本のように、すっと優美

な姿の館。モダンと伝統を融合し

たホールは当園最大スケールc

Ths ha‖ has a sim,9ra(eful shape lke a

,Opllr tree Popla「 Hal(o[nbines the ret「o

with the modern and`the argest oF ou
■3S

】７ LHac 76席 /76seats

四季折々に変化するツタの

はう開拓使館を眺められる、

リゾー ト感と落ち着きのあ

る館。生ラムの他、味付け

ジンギスカン (醤油 ,塩・

漬込み 。ハニブなど)も ご

賞味いただけます。

Th s hall has a resortl ke feel and relax ng atmosphere and ofiers visitors a view of

Kaitakush卜 kan wth itsivy that changes witい the season ln additlon to fresh amb′ visto「 s can

also try a variety of navored Genghis Khan(soy sauce′ salt,p ckled,hei b,etc)

ガ ー デ ン グ リ ル GARDEN GⅢ LL 2嚇′200seds

北海道遺産のレンガ建造物を

眺めながらゆったり優雅にお

食事をもメインの「まるごとジ
ンギスカン」は穀物で育てた

グレインフェッドラムを5種の

部位で食べ比べできます。ま
た北海道産食材による一品料
理からデザートまでお楽しみ
いただけます6

Enioy a relaxing and e egant mea whie ooking out ovei the Hokkaido Her“ age b● ck

buildings ks main dish・ Marugoto Genghis Khan'a‖ ows v sitors to(omPare the taste of 5

direrent(uts of grain fed lamb VisLors can also enjoy ala carte dishes and desserts nlade wth

local HoxkaldO ingredients

ガニデンショップ Carden Shop

当園限定の商品や北海道限定のサッポロクラシックをはじめ

北海道ならではのさまざまなお土産をご用意しております。

Avこ百ety of souvenirs exctus ve to HoК katdO′ in(luding olginal merchandise sold only at

Sapporo 8eer Garden end Sappor9⊆ |ち SSiC Beer ore'ed ohly in HOkkallo

550 scats
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艤東急百貨店南口よリフア小リー線(循環88)に乗車→終点下車(所要15～ 20分)

鬱札幌駅北口よリサッポロビニル園アリオ線(1881に乗車→終点下車(所要10～15分 )

機東豊線「東区役所前」から徒歩15分

G鮪
模:纂駆田」:「晶」::轟躊ぶよ:3鼻財鴇野田

rment stoに southEズ t

難 3oard the Sapporo Beer Garden AriOLine(Line No.188)at SappOrO StationNorth[xit

and get offat the last stoplapproximately 1 0 15 1ninsl)

015-min Mヵ lkfronn Toho SubWay Lin●
″
H19ash卜 Kuyakusho― Mae・ StaJon

札幌市東区北7条東9丁ロサッポロガーデンパーク内
Higashi 9_chome,Kita 7.lo,Higashi― ku,Sapporo   Sapporo Garden Park

サ リ ポ ロ ビ ー Jレ博 物 館 sAPPORO BEER MUSEUM
http:〃

―
.sappOrobeettp/brewery/s_museum/

お問い合わせ。ご予約は/FOr inqulries and FeSerVations

朧藷情肌施 F薦まOFA細卜744-9剛
.

【休 館 日】12月31日 ※月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始は自由見学のみ可能です。
IBusiness HOurs】 11100‐ 20:00(nO entryafter 19130)

【CIosedl 12/311・ Serviёes Other tlan free tours unavailable on Mondays

(Or the fO‖ 。wing day r a natiOna!ho「dayl and duFing the New Year's honday season

妨 Jロロ■ヨ
畠
イ四h置冒r SAPPOROBEERCARDEN

h キヽ|…‐Sapporo‐ bier―gartenjp/

お問い合わせ。ご予約は/For inquiries and reservations

丁EL:0120,150-550(啄トラン予約セカー識出酬出轟ン
pOp Beer Carden Reslau面 1

※‐iP電話のお客様は011‐74211531をご利用下さい。 FAX:011‐ 722-7326

【営業時間】11:30～22:00(ラストオーダー2130)
【体業日】12月 31日 /その他駐車場完備(無料・200台)/クレジットカード使用可

IBЧSineSS hours】 11:30-22:Oo(laSt Orders:21:30

EC10sed】 12/31/Parking avallable(Free,200 vehicles)/Credit cards‐ accepted


