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交通のご案内

ご案内

〈営　業　所〉

〈予約センター〉

ニューオータニイン札幌へのご予約･お問合せは
宿泊予約直通

Tel.011-222-9156
ホームページ https://newotanisapporo.com/

北海道☎(011)221-7021　　中国四国☎(082)243-7021
中　部☎(052)201-7021　　九　州☎(092)714-7021
関　西☎(06)6941-7021

東　京☎(03)3262-7021

ニューオータニイン札幌
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1-1

Tel.011-222-1111    Fax.011-222-5521
Nishi 1-1-1, Kita 2-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan 060-0002

SAPPORO
ニューオータニイン札幌

NEW OTANI INN SAPPORO

［JRで］

•JR新千歳空港駅よりJR札幌駅まで –––––––––––––––––––––– 40分

［お車で］

•新千歳空港よりホテルまで –––––––––––––––––––––––––––––––––  70分
 （冬期間は降雪状況によりさらに時間がかかります）
※お車でお越しの際には、矢印は一方通行となっております

のでご注意下さい。
［徒歩で］
•JR札幌駅より –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 分
•地下鉄札幌駅より ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6 分
•地下鉄大通駅より ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6 分

国内グループホテル・アソシエイトホテルへのご宿泊ご予約・お問い合わせ

フリーダイヤルサービス錆 0 1 2 0 - 2 2 7 0 2 1〈 月曜～土曜、9:00am～6:00ｐｍ､日曜･祝日休〉

気品と格調につつまれたやすらぎの時間

A golden time to relax surrounded by grace and elegance.

大通公園をはじめ、時計台や北海道庁旧本庁舎など、札幌を代表する
建築物や観光名所がひしめく札幌市の中心部。
この、ビジネス街にして観光やショッピングにも絶好のロケーションに佇む
「ニューオータニイン札幌」。
ロビーは、壁や天井のアーチに加え、大理石が敷き詰められたフロアにより、
あふれる気品を醸し出しています。
そしてレストランでは、北海道の旬の食材を活かしたニューオータニイン札幌
の伝統の味がご賞味いただけます。
おもてなしの心をこめたサービスにつつまれながら、ビジネスで、観光で、
やすらぎに満ちた時間をお過ごしください。

The center of Sapporo is vibrant with its unique architectures and 
sightseeing attractions such as the Odori Park, the Clock Tower and the old 
main Hokkaido government building.
The New Otani Inn Sapporo is in the heart of Sapporo, a location that offers 
ideal access to sightseeing and shopping while functioning as a business 
district.
The lobby abounds in grace and dignity with its arched walls and ceiling 
and its marble-laid floor.
The restaurants let you enjoy the traditional taste of the New Otani Inn 
Sapporo where seasonal foods of Hokkaido come into their own.
Whether you are on business or on sightseeing, you are welcomed to spend 
a relaxing time in the cordial atmosphere of our service.
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客 室
旅する人の心を、ゆっくりとときほぐします。 それぞれのシーンに、美味しさが広がります。 心に残るパーティーを演出します。

Guest Rooms
5F～13F

シンプルに、それでいてホテルの品格と明るさとを室内にたたえた、
バリエーション豊かなくつろぎの空間をご用意いたしております。

ティータイムから、あらたまったお集まりまで。厳選した北海道の
素材に磨きをかけた美食の数々が、テーブルを華やかに彩ります。

ホテルならではの高品位なサービスで、パーティーの目的や
人数などの、多彩なリクエストにお応えいたしております。

Relaxing space for travelers. Delicacy spreads on every scene. We produce parties which live on in your memories.
We provide a rich variety of room types, where you can enjoy 
simple but elegant and bright atmosphere of hotel quality.

This is an ideal space for various meetings, from tea to formal 
parties. A variety of delicacies, made from carefully selected 
Hokkaido’s products, colorfully decorate the tables.

With our highly refined hotel services, we meet various needs 
according to the purpose of the party and the number of guests.

レストラン
カフェ＆バー

Restaurant
Café ＆ Bar
Lobby/B1

宴会場
Banquet Hall

2F～3F

パーティー＆ダイニング　フォーシーズン
B1
PARTY&DINING

“FOUR SEASONS” B1

本格的な日本料理・中国料理・西洋料理をお楽しみいただけるレストランです。
A Restaurant where guests can enjoy authentic Japanese, Chinese and 
western style dishes.

ダイニング＆カフェ　ランデブーラウンジ
ロビー階
DINING & CAFÉ 

“RENDEZVOUS LOUNGE” Lobby

ジャンルにこだわらず味にこだわった逸品をお気軽にお楽しみいただけます。
Enjoy your own buffet throughout the day.

バー　オークルーム　B1
“OAK ROOM” BAR  B1

特別室「アカシア」　SPECIAL ROOM  “AKASHIA”
24名様までご利用いただけます。
Seating capacity of 24.

特別室「楓」 SPECIAL ROOM  “KAEDE”
30名様までご利用いただける和室です。
Japanese style room with a seating capacity of 30.

大宴会場「鶴の間」 BANQUET HALL “TSURU” ひかりの教会「ポラリス」　WEDDING HALL“POLARIS”

中宴会場「北斗の間」
BANQUET HALL “HOKUTO”

小宴会場「新緑の間」
BANQUET HALL “SHINRYOKU”

宴会場のご案内 　CAPACITY OF BANQUET HALL 
名　　　称

Name of Hall
正餐（人）

Formal (People)
パーティー（人）
Party (People)

大宴会場｢鶴 の 間」 BANQUET HALL “TSURU” 500 600
中宴会場｢北斗の間」 MEDIUM BANQUET HALL “HOKUTO” 100 120
中宴会場｢北星の間」 MEDIUM BANQUET HALL “HOKUSEI” 70 80
中宴会場｢双葉の間」 MEDIUM BANQUET HALL “HUTABA” 40 50
中宴会場｢ポラリス」 MEDIUM BANQUET HALL “POLARIS” 60 60
小宴会場｢青葉の間」 SMALL BANQUET HALL“AOBA” 60 70
小宴会場「新緑の間」 SMALL BANQUET HALL“SHINRYOKU” 40 40
小宴会場「STELLA」 SMALL BANQUET HALL“STELLA” 30 30
小宴会場「TSUBAKI」 SMALL BANQUET HALL“TSUBAKI” 30 30
小宴会場「SAKURA」 SMALL BANQUET HALL“SAKURA” 20 20
小宴会場「紅葉の間」 SMALL BANQUET HALL“KOUYOU” 20 20
小宴会場「万葉の間」 SMALL BANQUET HALL“MANYOU” 10 20

館内ご案内 INFORMATION
● 客室 5F～13F ● Guest Rooms
● 朝日カルチャーセンター 4F ● Asahi Culture Center

● 結婚式場（チャペル）
●中宴会場「ポラリス」
● 小宴会場「青葉」「新緑」「STELLA」

「TSUBAKI」「SAKURA」
「紅葉」「万葉」

3F

● Wedding Hall
● Medium Banquet Hall :“POLARIS”
● Small Banquet Halls : “AOBA”,
  “SHINRYOKU”,“STELLA”,
  “TSUBAKI”,“SAKURA”,
 “KOUYOU”, and “MANYOU”

● 大宴会場「鶴の間」
●中宴会場「北斗の間」
　「北星の間」「双葉の間」

2F

● Banquet Hall : “TSURU”
● Medium Banquet Halls :
   “HOKUTO”, “HOKUSEI”,
   and “HUTABA”

● ホテル正面玄関 ●フロントオフィス
● ホテルロビー ● ショップ
● ダイニング＆カフェ
　 ランデブーラウンジ

1F

● Main Entrance  ● Front Office
● Lobby  ● Gift Shop
● Dining & Café
   “RENDEZVOUS LOUNGE”

● パーティー＆ダイニング
　 フォーシーズン
● バー オークルーム

B1
● Party ＆ Dining 
　“FOUR SEASONS”
● Bar“OAK ROOM” 

● 駐車場 B2～B3 ● Parking Lots

光が降りそそぐ北欧風のチャペル
A Scandinavian-style Chapel filled with sunshine shower.

シックで上質なひととき、世界の銘酒と小粋な会話をお楽しみください。
Enjoy pleasant conversations over world-famous liquors,
in a moment of elegant time.

コネクティングルーム　CONNECTING ROOM

ファンクションルーム　FUNCTION ROOM

ファミリー、グループに最適なお部屋です。
This room is ideal for families and groups.

2部屋のプライベート空間がご利用できます。
The private space of two rooms is available.

プレミアムエグゼクティブツインルーム　PREMIUM EXECUTIVE TWIN ROOM

シックで落ち着いたインテリア、抽象的墨画のアートなど和のテイストを散りばめた
“ジャパニーズモダン”スタイル。寛ぎと機能性を備えたラグジュアリーな空間でゆった
りとお過ごしいただけます。
A chic and luxury modern japanese style interior.
Enrich with an art of abstract monochrome painting in india ink creating a relax 
and calm atmosphere.

Premium Superior Floor

カーペットにはどこまでも続くやわらかな大
地や草原に抱かれ包み込まれるデザイン。
カーテンやベッドスローには緑を中心とした
色合いで明るくやわらかく暖かい自然に包
まれた心地よい時間を過ごせるインテリア
をセレクト。

Natural Comfort Floor  “然〈ZEN〉”

Feel the grassland spread over the horizon.
Enjoy the warm and comfortable interior 
inspired by nature that offer a relaxing 
experience.ツインルーム　TWIN ROOM
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