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 札幌モーターショー2014 
～未来のはなしをしよう～ 

まもなく開催 

2014年1月31日（金）現在 

2012年2月初開催となった札幌モーターショー。 
国内外の四輪・二輪29ブランド176台の出展車両を集めたほか、フォーラム、シンポジウムや 
「モーターFUNステージ」、「モーターカルチャー広場」とファミリーで楽しめる企画も実施しました。結果として、 
3日間で目標の10万人を大きく上回る12万5195人の方にご来場いただきました。 
 
 
ご来場者の方々やご出展者様の後押しもあり、「札幌モーターショー2014～未来のはなしをしよう～」は、 
無事、第2回目を開催する運びとなりました。 
北海道がもつ地域特性を考慮して、コンセプトカー展示をはじめとするショ－要素に加え、「見る」「触れる」「買う」を
テーマとして、2014年2月14日（金）～16日(日)までの3日間、札幌ドームで実施いたします。 
 
 
2014年の第2回目は、各ご出展者様のご尽力により、前回以上に進化した「札幌モーターショー」となっています。 
 
 
2014年は、国内外の四輪・二輪の車両出展の面積が初開催に比べ、約20%にあたる1330㎡拡大し、8160㎡と 
なっております。 
そのため、車両台数は200台を超え、参考出品車や最新車も前回以上の台数の出展が予定され、まさにモーター
ショーの名にふさわしい、質量ともに充実したラインアップで会場を埋め尽くします。 
 
 
さらに、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、 自動車関連のフォーラム・シンポジウムなども開催致します。 
 
 
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体験を中心と 
したプログラムも 実施するほか、「モーターＦＵＮスクエア」 「さっぽろスイーツカフェ」「北海道物産コーナー」といった
お子様や女性を中心に幅広い層に楽しんでいただけるイベント・グルメでも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、連続開催となった札幌モーターショーは、 
道内の自動車関連産業はもとより、道内経済全体の活性化に役立つものになると確信しています。 
そして、札幌モーターショー2014が、ご出展者様、ご来場者様の｢未来」を創りだす契機になることを 
切望いたします。 

 
 
                             札幌モーターショー2014実行委員会 
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□正式名称／札幌モーターショー2014 
 
 
□会  期  ／ 2014年2月14日(金) 10:00～18:00 
            ・・・・2月15日(土）  9:00～18:00 
            ・・・・2月16日(日）  9:00～17:00  
               ＊最終入場は、閉場の30分前まで 
□会  場 ／札幌ドーム( 札幌市豊平区羊ケ丘1)  
 
 
□入場料 ／当日 一般1,200 円 中・高校生700 円  
       ／前売 一般1,000 円 中・高校生500 円 ※小学生以下無料(保護者同伴が必要） 
      
□動員目標／100,000 人 
 
 
□主  催 ／札幌モーターショー2014 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） 
 
 
□後  援／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、 
        北海道自動車短期大学、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ほか（順不同） 
 
 
□特別協賛／株式会社東芝、東芝ソリューション株式会社 
 
 
□協 力／エイチ・アイ・エス、北海道労働金庫、北海道コカ・コーラボトリング、野口観光グループ、 
       トップツアー、旭友エージェンシー、つたいツーリスト、セントラル旅行サービス、 
       北洋銀行、北海道銀行、北海道マイホームセンター、アクトシステムズ、龍文堂、ミサワホーム北海道、 
       木の城たいせつ ほか（順不同） 
 
 
 

開催概要 
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□事業内容 
 
   １）国内外の四輪メーカー、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）国内外の二輪メーカー、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 
   ３）機器メーカー・企業、関連団体・機関による車両関連機器・用品などの展示 
   ４）北海道、中小企業基盤整備機構北海道本部による、 道内自動車関連の技術力をPRする 
     北海道自動車産業ゾーン 
   ５）来場促進イベント 
   ６）フォーラム・シンポジウム 
   ７）最新自動車、エコカー試乗会 
   ＊詳細内容は、次頁以降をご参照ください。 
 
 
□出展者／国内外の四輪・二輪 39ブランドほか、一般企業・団体 
        ＊詳細内容は、次頁以降をご参照ください。 
 
 
□実行委員会事務局／札幌モーターショー2014実行委員会事務局 
 
              〒060－8711 札幌市中央区大通西3丁目6 北海道新聞社 事業局事業センター内 
                        tel 011－210－5733 ※土日祝を除く9：30－17：30 
                          （会期中臨時電話 011-850-8501） 
                        fax 011－210－5734 
 
 
□公式サイト／http://sapporomotorshow.jp/ 
 
 
□公式アカウント／[twitter] https://twitter.com/SPRMS2014 
                        [facebook] https://www.facebook.com/SPRMS2014 
 
 
□その他／モーターショーで初の「カーボンオフセット」の取組み 
        本イベントでは、2月14日（金）～16日の開催期間中、札幌ドームを使用する際に生じる二酸化炭素  
        （ CO2 ）を、他事業者が自然エネルギー活用などで消滅した排出量と相殺します。使用電力をCO2 

           排出量に換算、「排出枠」を購入して埋め合わせる「カーボンオフセット」という取組みで、東京など 
        各地のモーターショーでの導入は初の試みとなっています。 
         なお、開催期間中のCO2排出量は65トン（＊１）と推計しています。 
        本イベントは、環境に優しいイベントを目指しています 
 
         ＊１ 65トンの算出方法：札幌モーターショー2012の会期3日間で札幌ドームで使用したで電力量 
                        から算出しています。なお、電力量は、３日間の総電力使用量から札幌ドーム 
                        の平常時使用電力量（イベントを行っていなくても消費される電力量）を差引、 
                        モーターショーを行うことで会期中に使用する電力量を算出しています。 
 
   
          
 
 
 
 

開催概要 
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□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） 200円 こども（小学生） 100円 
  ＊ＩＣカード乗車券（ＳＡPICA・Kitaca・Suicaなど）・共通ウィズユーカード・札幌市敬老優待乗車証・福祉共通ウィズ 
    ユーカードがご使用になれます。 
  ＊地下鉄乗り継ぎ割引はありません。 
  ＊身体障がい者手帳、療育手帳の提示で利用料金が半額になります。札幌市敬老優待乗車証との併用は 
    できません。 
  ＊途中乗降はできません。 
 
  ＜乗降所＞全5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） ・新札幌バスターミナル（ＪＲバス・中央バス） 
 
  ＜各駅発車時刻＞5か所共通 
   1４日（金） 9:30、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 
   1５日（土） 8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00  
   1６日（日） 8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、12:00、13:00、14:00，15:00 
 
□駐車場 
  ・札幌ドーム 1回 500円（当日徴収制） バスの駐車場はございません。 
 
  ・臨時駐車場 月寒グリーンドーム・・・・無料 
   ＊開催期間中、月寒グリーンドームより会場へ臨時シャトルバス(料金無料）を運行いたします。 
   
  
  ＜発車時刻＞月寒グリーンドーム発 
   14日（金） 9:20～10:30[5分間隔] 10:40～16:50[10分間隔]  
   15日（土） 8:20～9:55[5分間隔]、 
          10時・11時・12時・13時・14時・15時台（00，10，15，25，30，40，45，55分発） 
          16：00～16：50[10分間隔]  
   16日（日） 8:20～9:55[5分間隔]、 
          10時・11時・12時・13時・14時台（00，10，15，25，30，40，45，55分発） 
          15：00～15：50[10分間隔]  
 
□プレスへのお願い 
  交通アクセスの記載をする場合、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。 
 
 
   
 
 
 
 

駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

アクセス 

 ◎SAPICAキャンペーン グッズ交換ブースの設置 
   
  期間中、公共交通機関（札幌市営地下鉄、中央バス、じょうてつバス、JR北海道バス）でご来場の方で 
  SAPICAをご利用のお客様を対象に、札幌モーターショー2014オリジナルグッズや札幌市営地下鉄オリジ   
  ナルグッズを、各日3日間先着1000名様（合計3000名様）にプレゼントします。 
 
   ・場所 札幌ドーム １Fコンコース 
        「SAPICAキャンペーングッズ交換・札幌市PRコーナー」 
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国内外の27社39ブランドが出展。話題のコンセプトカーの展示と、 
最新型市販車、車用品他の展示、販売を行います。 
 
【車両出展ブランド（四輪・二輪）】 
 
□B2F アリーナ 
 
スズキ／スバル／ダイハツ／トヨタ／NISSAN／Honda／マツダ／レクサス／フォルクスワーゲン／アウディ 
マセラティ／ベントレー／BMW／MINI／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／クライスラー ／ジープ／ 
フェラーリ／フォード／ジャガー ／ランドローバー／ポルシェ／メルセデス・ベンツ／ランボルギーニ／Kawasaki 
ヤマハ／アプリリア／INDIAN／VICTORY／カンナム ／トライアンフ ／ モトグッツイ／DUCATI／ＭＶアグスタ 
ハーレーダビッドソン／BMW  Motorrad／ＫＴＭ 
                                                 （計39ブランド 順不同） 
 
                        【主なコンセプトカー・参考出品車】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                            
 
 
 
 

＊なお、各ブランドの出展車両は別紙を  ご参照ください。 
＊出展ブランド、車両は、変更の可能性がございますのでご了承ください。 

                                               

NISSAN/Nissan ZEOD RC 

スバル／LEVORG 

                                             
スズキ/X－LANDER 

                                              

出展車両 

Honda/Honda S660 CONCEPT 

ダイハツ/KOPEN futureincluded Xmz 

レクサス/LFA 

トヨタ/TOYOTA FCV CONCEPT 

マツダ/AXELA SPORT DESIGN CONCEPT 
2014 
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【一般企業・団体の出展] 
 
□B2F アリーナ 
 
北海道／中小企業基盤整備機構北海道本部 、ダンロップタイヤ北海道、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド、
ティーバイティーガレージ、室蘭工業大学、JAF、VICSセンター  
                                                               （順不同） 
 
 
 
□１F コンコース 
 
オフィシャルグッズコーナー、 EURO SPORTS、 nokian TYRES、RSN Rider’s Save Net、 

コスモサウンド、SEV、札幌市PRコーナー、北海道ワイン、サンタクリーム、月寒あんぱん本舗 ほんま 
北のあんこや、田中製餡、The Sun 蔵人、アイチフーズ、洋菓子きのとや、北海道新聞Doreca、 
道新ぶんぶんクラブ、星野リゾート トマム、ミスタータイヤマン、札幌商工会議所 新エネルギービジネス研究会、 
ほのかグループ、ミニカーとF1グッズの店FORZA  （順不同） 
 
    
 
□１F コンコース 喫煙所（4か所） 
 

日本たばこ 
 
                                 ＊一般出展についても、一部ブランド名にて表記しております。 
                                      ？？＊出展者は1月31日現在のものです。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

一般出展者 
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□内容／自動車産業の今後と経済・環境・観光などの関わりをテーマにした基調講演やパネルディスカッション 

      のほか、楽しいカーライフを送るための女性層に向けたプログラムや未来を担う子供たちに向けた 

      楽しい体験学習型プログラムなど、車両業界の関係者から一般の方まで“クルマ”に興味のある方には 

      楽しんでいただけるコンテンツが満載です。 

 

□会場／札幌ドーム 1F 西棟会議室（A/B/C）  

 

 

□プログラム内容／A会場 2月14日（金） 10：00～18：00 

                 2月15日（土） 9：00～18：00 

                 2月16日（日） 9：00～17：00  

                 「タミヤミニ四駆 札幌モーターショー2014カップ」 

                 併催 タミヤ スイーツデコレーション体験（有料） 

                 ［協力：UNIT PROMOTION］ 

 

             B会場  2月14日 10：30～11：30、14：30～15：30 

                          キッズエンジニア「親子ものづくり体験 夢工房」 

                          ・札幌モーターショー2014記念キ―ホルダー作り  

                           定員：20組40名 

                         12：30～13：30、16：30～17：30 

                          キッズエンジニア「親子ものづくり体験  

                                     夢工房」 

                          ・車をデザインしよう！ 

                          ・自分だけの車を作ってみよう！ 

                           定員：各回20組40名 

 

                          ［協力：北海道科学大学短期大学部（現 北海道自動車短期大学） 

                               公益法人 自動車技術会北海道支部］ 

 

 

                  2月15日  13：30～15：30 

                          次世代自動車シンポジウム 

                          ～北海道と“みらいのクルマ”のいい関係～ 

                          ［主催：経済産業省 北海道経済産業局 

                              北海道新聞社 

                              クリーンディーゼル普及促進協議会］ 

 

                 

             
             
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モーター・コミュニケーションパーク① 
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□プログラム内容／Ｂ会場 2月16日 9：30～10：30、14：00～15：00 

                          キッズエンジニア「親子ものづくり体験 夢工房」 

                          ・フォーミュラーカーのピットクルー体験 

                          ・・札幌モーターショー2014記念キ―ホルダー作り   

                          ・札幌モーターショー2014記念プレート作り 

                           定員：各回20組40名 

 

                           11：30～13：00、15：30～17：00 

                          キッズエンジニア「親子ものづくり体験 夢工房」 

                          ・ミニソーラーカー製作教室 

                          ・車をデザインしよう！ 

                          ・自分だけの車を作ってみよう！ 

                           定員：各回20組60名 

                          ［協力：北海道科学大学短期大学部（現 北海道自動車短期大学） 

                               公益法人 自動車技術会北海道支部］ 

 

 

 

 

           C会場 2月14日 13：30～16：30 

                       北海道EV利活用フォーラム 

                        定員：100名 

                       ［主催：独立行政法人 中小企業整備機構北海道本部］ 

 

                2月15日 9：00～18：00 

                2月16日 9：00～17：00 

                       Welcome シーニックバイウェイ北海道 

                       in札幌モーターショー2014  

                       ［主催：シーニックバイウェイ北海道推進協議会］   

  

                 

  

          

 

             
             
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モーターコミュニケーションパーク② 
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□内容／子供が1楽しめるキャラクターイベント、にブロックコーナーを常設しているほか、 

     モーターショーの華でもあるモーターショーガールと北海道新聞Dorecaガールの競演による撮影会で 

     会場を盛り上げます。 

       

       

 

□会場／札幌ドーム 3塁側ブルペン 及び1塁側スタンド席特設スペース 

 
 
□プログラム内容／＜3塁側ブルペン＞   
              「ウルトラヒーローがやってくる！」 
               ウルトラマンとのゲーム＆クイズ大会と記念撮影です。 
               毎日違うウルトラマンが登場します。 
 
               ・14日 ウルトラマンメビウス、15日 ウルトラマンセブン、16日 ウルトラマンティガ      

                      ①11:00～11:30 ②13:00～13:30 ③15:00～15:30 
                 
                
               「キッズブロックコーナー」 
                ブロックで子供たちが自由に遊べるスペースです。 
 
                                                               
               「北海道ご当地キャラグリーティング」 
                北海道の人気のご当地キャラ、まんべくんとテレビ父さんがやってきます！ 
 
               ・15日～16日（2日間共通） 
                ①10：00～10：30 ②12:00～12:30 ③14：00～14：30 ④16:00～16:30（コンコース） 
 
 
            ＜1塁側スタンド席特設スペース＞ 
              「モーターショーガール＆ドレカガール撮影会」 
               札幌モーターショーガールと北海道新聞Dorecaのキャラクター・ドレカガールの 
               コラボレーション撮影会を行います。 
 
               ・14日～16日（3日間共通） 
                1回目：12：00～12：30  2回目：14：00～14：30 
                                               
              
              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モーターFUNスクエア 
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□内容／“さっぽろスイーツ”をはじめ、コーヒー・紅茶などを提供するカフェスペースを展開します。 

      運営は、札幌商工会議所が行います。 

      ご用意するすべての商品が自動車やオートバイをイメージした札幌モータショー2014限定のここでしか 

      食べられない札幌市内洋菓子店8店舗21種類のオリジナルスイーツを販売しております。 

      さっぽろスイーツは1個400円、ドリンク（ホットコーヒー、紅茶、ココア）は１杯250円、 

      ドリンク1杯付きのケーキセットは600円になっています。前回のご好評を受けて、スイーツの生産数を 

      増やしてご用意いたします。＊料金は、いずれも税込です。     

 
□開催日時／2月14日（金） 10:00～18:00 
       ／   15日（土） 9:00～18:00 
       ／   16日（日） 9:00～17:00   

 

□会場／（販売場所） 札幌ドーム 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） 

 

□運営主体／札幌商工会議所 

□内容／会場内特設コースで、北海道の特性を活かした寒冷・積雪地における走行を体験いただけます。 
      各メーカーから話題の最新車やエコカーが試乗車としてラインアップされています。 
 
 
 
□開催日時／2月15日（土） 10:00～17:00 受付時間/9:00～16:30          
         2月16日（日） 10:00～15:00 受付時間/9:00～14:30 
 

 

□会場／札幌ドーム内 屋外特設会場  

 
 

□試乗車参加メーカー／スズキ・トヨタ・NISSAN・マツダ等が予定されています。 
                        
 
 

さっぽろスイーツカフェ 

体 験 試 乗 会 
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＊写真はイメージです 
＊イートインのみの販売となります。 
＊ケーキは無くなり次第終了となります。 
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札幌モーターショー2014を盛り上げるため札幌商工会議所が、タオル・Tシャツなどの 
オリジナルグッズを販売します。 
 
 

□開催日時／2月14日（金）  10:00～18:00 
       ／   15日(土）   9:00～18:00 

                     16日（日）   9:00～17:00 
 
 
□会場／札幌ドーム 1Fコンコース 
 
□販売商品／タオル、Tシャツ、缶バッジ、ピンバッジ、 
         アクリルキーホルダー、マグカップ、エコバック等々、計29アイテム 
 

札幌モーターショーの大きなコンセプトの１つは、「買える」モーターショーであること。 
会場で新車(四輪車・二輪車）をご成約いただいた方に、もれなくお米券3,000円分をプレゼントするほか、 
特賞には、ポータブルプレイヤーや天然水6カ月分が当たります！ 
 
 
 
□販売商品／A賞 TOSHIBA レグザポータブルプレイヤー  3名  
         B賞 北海道コカ・コーラボトリング 森の水だより 北海道の天然水 2000ｍｌ 6か月分 15名                        
                                （1ヶ月２函<６本入り×２>×６か月分）         

              ※商品のお届けは北海道コカ・コーラの宅配サービス「グッと楽便」でのお届けとなります。                           
         
              もれなく全員に全国共通お米券 3,000円分をプレゼント 
         
          

 成約抽選プレゼント 

札幌モーターショーオフィシャルグッズ販売 

A
賞 

B
賞 

革製キーホルダー 

i-phoneケース 
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□内容／臨時駐車場である月寒グリーンドームでは、札幌市内近郊の中古車販売店による 
      中古車市を開催        
 
 
□主催／スーパー中古車市実行委員会 
 
 
□開催日時／2月15日（土） 10:00～18:00 
       ／   16日（日） 10:00～17:00 
 
              

□会場／月寒グリーンドーム （札幌市豊平区月寒東３条１１丁目１－１） 

 

 

併催事業・スーパー中古車市in月寒グリーンドーム 
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札幌モーターショー2014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、2月14日（金）8：30～9：00 札幌ドームアリーナにて行います。(受付は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。） 
 
※会期後の開場時間外の取材については、運営事務局にご連絡ください。 
  
 
※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。 
 
 
※すべての記載は、1月31日現在となっており、内容及びスケジュール変更の可能性がございます。 
  ご了承ください。詳しくは、札幌モーターショー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2014 事務局  
 [㈱北海道新聞社 内]  担当：下橋・星田 
   2月13日まで TEL. 011-210-5733  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2014 運営事務局  
 [㈱電通北海道内]  担当：長野・上鹿渡 
   2月13日まで TEL. 011-214-5100  FAX.  011-221-4400 
   2月14日から TEL. 011-850-8501  FAX.  011-850-8503 
 
 
 
 
 

取材に関するお願い 
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