
　2020年1月17日（金）から19日までの3日間、北日本最大規模の自動車関連イベント「札幌モー
ターショー2020」を開催いたします。
　『未来は、想像より体験だ。』をキャッチコピーに、最新のコンセプトカーや市販車をはじめとす
る自動車の展示と、関連する様々な産業を紹介する展示やイベント、ステージなど多彩な内容で
モビリティの新しい姿をご紹介します。
　本ショーは各ご出展者様・関連団体様のご尽力により、前回以上に進化した内容になっており
ます。四輪・二輪ともに初出展ブランドを含む24社34ブランドが、コンセプトカーや最新車など約
170台を展示する予定です。

　さらに、前回に引き続き、北海道・中小企業基盤整備機構北海道本部による道内自動車関連企
業・関連団体のＰＲ展示ブースが展開されるほか、最新のモビリティに関するシンポジウムも開
催します。また「モーター・コミュニケーションパーク」「体験試乗会」といったクルマを身近に感じ
て頂くためのプログラムを実施するほか、「モーターFUNステージ」や「北のみらいのクルマの絵
はがきコンテスト」「さっぽろスイーツカフェ」「札幌モーターショーパンフェスタ」など様々な年代
の皆さまに広く楽しんで頂ける多彩なイベントで会場を盛り上げていきます。

　北海道の官民が一体となった『オール北海道』で5回目となる「札幌モーターショー2020」の開
催が、道内の自動車関連産業をはじめとした経済の活性化や、道民の生活を豊かにしていくため
の一助となるべく、関係者一同準備を進めております。

　関係各位におかれましてはひろく広報・告知につきましてよろしくお取りはからいのほどお願
い申しあげます。

問い合わせ先
札幌モーターショー2020 実行委員会事務局
（北海道新聞社事業局事業センター内）担当／小野寺
電話 011-210-5733

以上

札幌モーターショー2020
実行委員会事務局

2020年1月16日
報道関係機関  各位

NEWS RELEASE

いよいよ 1月 17 日（金）開幕！
札幌モーターショー2020
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会 期 2020年1月17日（金）10:00~18:00
　　　　  18日（土）  9:00~18:00
　　　　  19日（日）  9:00~17:00

会 期 札幌ドーム（札幌市豊平区羊ケ丘1）

公式サイト https://sapporomotorshow.jp/

公 式
アカウント

入 場 料 前売  一般1,300円
当日  一般1,500円　※中高生は学生証の提示、小学生以下は保護者の同伴が必要

事 務 局 北海道新聞社 事業センター 担当 小野寺・増井 TEL 011-210-5733（モーターショー全般）
電通北海道 担当・小松 TEL 011-214-5048（出展関係）

券 　 売 各種プレイガイド、道新各支社などで販売

札幌モーターショー2020実行委員会
北海道経済産業局、北海道運輸局、北海道開発局、中小企業基盤整備機構北海道本部、
北海道、札幌市、北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、札幌商工会議所、札幌ドーム、
日本自動車販売協会連合会札幌支部、札幌地区軽自動車協会、二輪ゾーン組織委員会、
北海道自動車産業集積促進協議会、北海道新聞社、道新スポーツ、北海道文化放送、エ
フエム北海道（順不同）

主 催

日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、日本自動車輸入組合、北海道観光振興機構、
自動車技術会北海道支部、日本自動車連盟北海道本部、札幌地方自動車整備振興会、
北海道科学大学、北海道科学大学短期大学部、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、読
売新聞北海道支社、日本経済新聞社札幌支社、日刊自動車新聞社、北海道放送、札
幌テレビ放送、北海道テレビ、テレビ北海道、STVラジオ、FMノースウェーブ、時事通信社札幌
支社、共同通信社札幌支社（順不同）

後 援

① 国内外の四輪・二輪メーカー、ディーラーによるコンセプトカー・最新型市販車などの展示・
販売

② 機器メーカー、関連団体・機関による車両関連機器・用品などの展示
③ 来場者促進イベント
④ 自動車関連のフォーラム・シンポジウムの開催
⑤ 自動車関連イベント（体験試乗会など）の開催

事業内容

［twitter］ @sapporo_ms　　　　［Instagram］ @sapporo_ms
［Facebook］ 札幌モーターショー

ほか

高校生以下無料

札幌モーターショー2020   開催概要



札幌モーターショー2020  チケットについて
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規約（チケット裏面への表記事項）

●本券は、会期中1枚につき1名様1日限り有効です。
●高校生以下は入場無料です。（中高生は学生証の提示、小学生以下は保護者同伴が条件）。
●本券の払い戻しはできません。
●障がい者手帳をお持ちの方は、当日窓口（札幌ドームのみ）でご提示いただくとご本人と付き添いの方1名が前
売料金になります。
●チケットはいかなる場合（紛失、盗難、破損等）でも再発行いたしません。
●チケットは切り離し無効です。
●会場内は混雑時など、入場を制限させていただく場合がございます。
●会場内へのペットの入場はできません（介助犬は除く）。
●ビン・缶・ペットボトルや花火・爆竹・発煙筒などの危険物の会場内への持ち込みは固くお断りいたします。
●ドーム内への飲み物容器、食べ物の持ち込みはご遠慮ください。また、入場時の手荷物検査にご協力ください。
●会場内で係員の指示及び注意事項に従わない場合、退場していただくことがあります。
●会場内で係員の指示及び注意事項に従わず、生じた事故については一切の責任を負いません。
●都合によりイベント内容の一部が変更される場合もありますのでご了承ください。

券売概要

■ 当日券販売所

●ローソンチケット（Ｌコード：12853）
●セブン‐イレブン（セブンコード：079-268）
●チケットぴあ（Ｐコード：992-479）

●札幌ドーム

■ 券種
前　売 一般1,300円

高校生以下無料
当　日 一般1,500円

※中高生は学生証の提示、小学生以下は保護者の同伴が必要 ※20人以上の団体は前売料金を適用 ※全て税込価格です



会場アクセス
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駐車台数に限りがありますので、ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします

■地下鉄
　　東豊線さっぽろ駅～福住駅　約13分　⇒　福住駅から徒歩　約10分

■札幌ドームシャトルバス
　　料金　大人(中学生以上）210円　　こども（小学生）110円
　　※ICカード乗車券（SAPICA・Kitaca・Suicaなど）、札幌市敬老優待乗車証がご使用になれます。
　　※地下鉄乗り継ぎ割引はありません。
　　※途中乗降はできません。
　　※「身体障碍者手帳」「療育手帳」の提示で利用料金が半額になります。

　　＜乗降所＞全4カ所
　　・地下鉄南北線平岸駅（じょうてつバス）　・ＪＲ白石駅（ＪＲバス）　
　　・地下鉄南北線真駒内駅(じょうてつバス）  ・地下鉄東西線南郷18丁目駅（中央バス）
　
　　＜各駅発車時刻＞5カ所共通　
      　18日（土）　8:30／9:30／10:30／11:30／12:30／13:30／14:30　
　　  19日（日）　8:30／9:30／10:30／11:30／12:30／13:30／14:30

■駐車場
　　①札幌ドーム　1回　1000円（当日徴収制）　※バスの駐車場はございません。
　　②イオンモール札幌平岡駐車場
　　開催期間中、イオンモール札幌平岡より札幌ドーム会場へ臨時シャトルバスを運行
　　店内で商品を購入いただき、レシートを持参いただいた方に「シャトルバス乗車整理券」をお渡しします。
※レシートは当日のみ有効。（直営・専門店レシート）
※購入金額の制限はありません。（レシートの合算は可）
※レシートをご持参いただいた1家族（1グループ）につき人数分の「シャトルバス乗車整理券」をお渡しします。
　　＜発車時刻＞イオンモール札幌平岡発　　　　　　＜発車時刻＞札幌ドーム発
　　　18日（土）　9:30～ 17:00【約15分間隔発】　　　　　18日（土）10：15～19：00【約15分間隔発】
　　　19日（日）　9:30～16:00【約15分間隔発】　　　　　 19日（日）10：15～18：00【約15分間隔発】

■プレスの皆様へのお願い
　　交通アクセスの記載をして頂く場合、以下の内容を記載いただきますようご協力をお願いたします。



国内外の34ブランド約170台を展示。
コンセプトカーや最新型市販車の展示に加え、一般企業・団体も複数出展します。

出展者一覧

■B2F アリーナ
【四駆・二輪出展ブランド】
ダイハツ/Honda/LEXUS/マツダ/日産/SUBARU/スズキ/TOYOTA/ABARTH/AlfaRomeo/Audi/FIAT/JAGUAR/
LAND ROVER/Jeep/McLaren/Porsche/RENAULT/Volkswagen/VOLVO/CAT/YAMAHA/BMW Motorrad/
Can-Am/Ski-Doo/DUCATI/Husqvarna/INDIAN/KTM/KYMCO/POLARIS（SNOWMOBILES/TIMBERSLED/
OFF ROAD）/Ural Japan（順不同）

■B2F 一般
ダンロップ／アイシン・エイ・ダブリュ／JAF北海道本部／星野リゾート トマム／
次世代自動車振興センター／深川・留萌振興局自動車全線開通地域活性化協議会／
あかりみらい／道路交通情報通信システムセンター／SEV／
自動車事故対策機構/国土交通省・北海道運輸局／オフィシャルグッズ／
TOYOTA　キッズメカニック体験　クルマの組み立て/タイヤ交換／AIRSTAGE（順不同）

■1F コンコース
（北側）北海道新聞 find H／北日本石油札幌支店／北斗市／auショップ宮の沢
（南側）EURO SPORTS／ケイズ／AMLAX／苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町／コスモサウンド／
　　    富士山の銘水／メルシー
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「雪ミク」とは
「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で
"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生し、それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル
『SNOW MIKU』が毎年北海道で開催されています。　https://snowmiku.com

■内容／SMS2020の来場記念として、写真撮影できる雪ミクの
　　　　等身大パネルを会場内に設置します
　　　　さらに「#2020」をつけて会場内で撮影した素敵な写真を
　　　　Instagram、Twitterに投稿してくれた方の中から、
　　　　後日抽選にてプレゼントをお渡しします！

■会場／①［北2ゲートトイレ前スペース］ 
　　　　②［3塁側壁面］ 
　　　　③［1塁側スタンド席］

SMS2020アンバサダー雪ミク関連イベント

等身大 雪ミクパネルとフォトブースを設置

ここでしか買えないSMS2020雪ミクグッズを販売。

■会場／アリーナ

...ほか 缶バッチ、クリアファイル、Tシャツ（白）

会場限定グッズ

雪ミクダヨーとラビット・ユキネが会場に登場。
アリーナ内のフォトブースを中心にお客様と触れ合います。

■会場／アリーナ

※1月17日のみ

雪ミクダヨー＆ラビット・ユキネグリーティング

クラウドファンディング支援者の皆さまによって実現した、
SMS2020オリジナル衣装の3D雪ミク動画とオリジナルソングを会場コンコースのビジョンで公開。

■会場／コンコース

オリジナル動画＆ソング
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▼キーホルダー

▼アクリルスタンド

▼フェイスタオル

© CFM



GOODSM I L E  R AC INGのレーシングカー展示
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■内容／国内最高峰の自動車レースである「SUPER GT」のGT300クラスで、3度のシリーズチャンピオンに
　　　    輝いているGOODSMILE RACINGのレーシングカーを展示！1月10日から幕張メッセで開催される
　　　　「TOKYO AUTO SALON 2020」で初公開されたばかりの、SUPER GT 2020参戦車両である2020年型
　　　　Mercedes-AMG GT3を北海道で初めて展示します！

■会場／アリーナ　　　　　　　　　

N ISSAN  p r e s en t s『グランツーリスモＳＰＯＲＴ』タイムトライアル i n  SMS2020

■内容／PlayStation（R）4用ソフトウェア『グランツーリスモＳＰＯＲＴ』のタイムトライアル形式での
　　　　eスポーツ体験会を実施します。

■日時／17日（金）10：00～18：00
　　　    18日（土） 9：00～18：00
　　　    19日（日） 9：00～17：00

■会場／アリーナ内特設会場　　　　　　　

北海道初上陸！
GOODSMILE RACINGのレーシングカー2020モデルを展示！
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体験試乗会

■内容／各メーカー先進のクルマに乗って冬道での性能を体験！

■会場／札幌ドーム内 屋外特設会場

■試乗日程／18日（土）10:00～17:00［受付 9:00～16:30］
　　　　　　19日（日）10:00～15:00［受付 9:00～14:30］

■試乗車／Honda：FREED+ CROSSTAR、VEZEL Modulo X
　　　　　TOYOTA：RAIZE、C-HR、
　　　　　スズキ：クロスビー、スペーシアギア
　　　　　ダイハツ：ロッキー
　　　　　日産：ノート e-Power X FOUR 4WD
　　　　　SUBARU：FORESTER、WRX S4
　　　　　Volkswagen：Tiguan TDI R-LINE

ダイハツ／ロッキー Honda／FREE D+ CROSSTAR Honda /VEZEL Modulo X 日産 /ノート e-Power X FOUR 4WD

SUBARU／FORESTER SUBARU /WRX S4 スズキ／クロスビー スズキ/スペーシアギア

TOYOTA／RAIZE TOYOTA /C-HR Volkswagen／Tiguan TDI R-LINE
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モーターFUNステージ

18日（土）・19日（日）
10:30～11:00、12:30～13:00、14:30～15:00、16:00～16:30
各回先着60組

■内容／18、19日はキャラクターショーを実施！

■会場／3塁側ブルペン

シンカリオンE5はやぶさ MkⅡ握手会＆撮影会

18日（土）・19日（日）11:30～12:00、13:30～14:00

「しまじろうスペシャルステージ！」
みんなでいっしょにこうつうあんぜん

会期中常設
木の砂場、森のピタゴラス、道南杉積み木、スギックモック、木育おもちゃ

木のおもちゃで遊ぼう！

しまじろうカー展示

■内容／「 こどもちゃれんじ」20周年を記念して制作され、
                 全国47都道府県を巡る、しまじろうカーも展示。

■会場／アリーナ　　　　　　　　　



さっぽろスイーツカフェ i n  札幌モーターショー2020
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■内容／スイーツ王国さっぽろ推進協議会の会員洋菓子店が作るモーターショーオリジナルスイー
　　　　ツが日替わりで登場！美味しい“さっぽろスイーツ”や専門店のコーヒー、紅茶などが
　　　　楽しめるカフェスペースです。

■参加店／お菓子のドルチェヴィータ／菓子の樹（18日・19日のみ）／きのとや／ケイク・デ・ボア／シャトレーヌ／
　　　　　ショコラティエ・マサール（17日のみ）／ステラ☆マリス／パティスリーアンシャルロット／
　　　　　パティスリーラネージュ／ベルパルク／benbeya／フォセットフィーユ（18日・19日のみ）／
　　　　　レクラン・ドゥ・ルコルテ

■会場／（販売場所）B１F 特設ラウンジ　
　　　　（飲食場所）特設ラウンジ及びスタンド席（一部）　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌モーターショーパンフェスタ

■内容／パンコーディネーターの森まゆみ氏がセレクトした、北海道の人気ベーカリーが大集合！

■参加店／函館洋菓子スナッフルス／ドーナツ・ベーグル専門店 ふわもち邸／ピッコベーカリー／ほっぺぱん／
　　　　　ブーランジュリ カフェ&ブラッスリー ア・トン・コテ／お菓子のドルチェヴィータ（1 8日・1 9日のみ）／
　　　　　ナニナニ製菓（1 7日のみ）／ポーズパン／シロクマベーカリー／パンの店 チャーリー／ベーカリー コネル

■会場／（販売場所）1塁側ブルペン　　



モーター・コミュニケーションパーク
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「空飛ぶクルマ」がもたらす未来の社会は、もう夢ではありません。
空飛ぶクルマと未来のモビリティについて、4名によるプレゼンテーションの後、
パネルディスカッションを行います。

1月17日（金）13:00～15:00（受付開始12:30～）

■定員／200名（入場無料）※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

■会場／西棟会議室C

「空飛ぶクルマの未来を語る」札幌モーターショー2020同時開催ミーティング

クルマを通じてものづくりを体験できる教室など、親子で体験できるイベントが盛りだくさん。

①ブロックで学ぼう タイヤとギヤのひみつ （定員：各回16名）
1月18日（土）9:30～10:30、13:30～14:30、16:30～17:30
      19日（日）9:30～10:30、13:30～14:30

②エンジンを分解して中身を見てみよう（定員：各回16名）
1月18日（土）・19日（日）11:00～12:00、15:00～16:00

③金属を叩いて曲げて折鶴をつくろう （定員：各回10名）
1月18日（土）9:30～10:30、13:30～14:30、16:30～17:30
      19日（日）9:30～10:30、13:30～14:30

④プラ板を型に合わせて立体トレーを作ろう（定員：各回10名）
1月18日（土）・19日（日）11:00～12:00、15:00～16:00

⑤見て触って学ぼう自動車のしくみ展
1月18日（土）9:00～18:00
      19日（日）9:00～16:00

■会場／西棟会議室B
■協力／北海道科学大学、北海道科学大学短期大学部、北海道札幌琴似工業高校　　　　　　

北海道科学大学まちかどキャンパスin札幌モーターショー2020

①ひかりをプログラミング　[ロボットカーで光を追いかけろ！]（事前受付）

1月18日（土）・19日（日）10:00～、11:00～、13:00～、16:00～

②IchigoKamuyでプログラミング体験（当日受付）

1月18日（土）・19日（日）10:00～、10:30～、11:00～、11:30～、13:00～、13:30～、14:00～、　　
　　　　　　　　　　14:30～、15:00～、15:30～

■会場／西棟会議室C

ジュニア・プログラミング・ワールドinSMS



北のみらいのクルマの絵はがきコンテスト
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■内容／道内の小学生を対象とした絵画のコンテストを開催。みんなが乗りたい未来のクルマを
　　　    自由な発想で描いてもらい、札幌モーターショー2020会場内のアリーナ内に全作品約1900点を展示。
　　　　入賞者には図書カードや札幌モーターショー2020グッズなどをプレゼント。

■会場／アリーナ 1塁側壁面
　
主催／北海道新聞社、
後援／北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会　

※応募は12月20日に受付終了済。　　　　　　　　　　　　　　　

ご成約特典

■内容／会場で会場で四輪・二輪をご成約されたお客様に豪華なプレゼントが当たるチャンス！

■会場／札幌ドーム B2Fアリーナ

■プレゼント／
　Ａ賞　HIS 商品券 5万円分…抽選で３名様
　Ｂ賞　森の水だより 北海道の天然水…抽選で10名様　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌モーターショー2020オフィシャルグッズ

■内容／札幌モーターショー2020限定のオリジナルグッズ各種を販売します。

■会場／アリーナ

■グッズ一例／　
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取材に関するお願い

■札幌モーターショー2020の取材につきましては、別紙書類にて、
　事前に運営事務局までお申し込み下さいますようお願いいたします。

■オープニングセレモニーは1月17日（金）8：30～9：00 アリーナにて実施します(受付8：00）
　オープニングセレモニー終了後、9：00～10：00までの時間がプレス内覧会となります。
　※前日およびプレス内覧会前の取材(オープニングセレモニーは除く）はご遠慮いただいて
　　おりますのでご了承ください。

■取材当日、会場敷地内には駐車場に台数に限りがあるため、駐車場はご用意しておりませんので、
　公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

■すべての記載情報は1月7日（火）現在となっております。
　内容及びスケジュール変更の可能性がございますことをご了承ください。
　詳しくは、札幌モーターショー2020公式ホームページをご覧ください。

【主催・イベントに関するお問い合わせ先】
　札幌モーターショー2020　実行委員会事務局　
　[北海道新聞社内]　　担当：小野寺・増井
　1月16日（木）まで　  　TEL 011-210-5748　　FAX 011-210-5734

【取材申込先・取材に関するお問い合わせ先】
　札幌モーターショー2020　運営事務局　
　[電通北海道内]　　　担当：國分（kazuhisa.kokubu@dhj.dentsu.co.jp）
　1月16日（木）まで　　　TEL 011-214-5040　　FAX 011-222-6360

※会期中は下記宛てにご連絡下さい。
TEL 011-836-1555　　FAX 011-836-1554


