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フラワーカーペットは「コルプス・ドミニ（キリストの聖体の祝日）」のお祭りとして、
イタリアやスペイン等、ヨーロッパ中心に世界各国で行われている有名なフラワーフェ
スティバルです。

創作するのは専門のアーティストではなく、一般の市民の手によって創りだされる市民
アートです。

Flower Carpetとは



SAPP‿ RO フラワーカーペット2016

■開催日：

2016年6月18日（土）～19日（日）

※制作日6月17日（金） 雨天の為 18日（土）

■会場

札幌市北3条広場（アカプラ）

札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）

■制作人数

約550人

■観覧人数

約74,985人（2日間合計）

※備考：17日は雨天

SAPP‿ RO フラワーカーペット2015

■開催日

2015年6月27日（土）～28日（日）

※制作日6月26日（金）

■会場

札幌市北3条広場（アカプラ）

札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）

札幌三井JPビルディング（赤れんが テラス）

日本生命札幌ビル（NOASIS3.4）

■制作人数

約530人

■観覧人数

約100,000人（3日間合計）

※備考：27日は雨天

SAPP ‿ RO フラワーカーペット 2014

■開催日

2014年8月30日（土）、31日（日）

※制作日8月29日（金）

■会場

札幌市北3条広場（アカプラ）

札幌三井JPビルディング

（赤れんが テラス）

■制作人数

約500人

■観覧人数

約140,000人（3日間合計）

※備考

アカプラまちびらき事業として実施。

赤れんが テラス開業日

SAPP‿ RO Flower Carpetとは



開催概要
期間：2017年6月23日（金）～25（日） ※制作日：22日（木）

会場：札幌市北３条広場（アカプラ）、札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）他

内容：北海道の花や自然素材等を利用し、一般参加者とともに制作する。

２０１７年度デザインテーマ（案）

カムイの大地～nonno-pirika～

北海道はバラ、カーネーション、ハマナス、ラベンダー、ライラック、桜、すずらんなど季節がめぐってくるごとに美し
い花々が咲きほこります。北海道の気候が生み出すこれらの花々を紹介するとともに、北海道のルーツであるアイヌ文化
を象徴するアイヌ文様の表現を取り入れアイヌ文化も合わせて発信します。

※nonno-pirika （花が美しい）※デザインの監修は専門家へ依頼する予定です。



サッポロフラワーカーペット実行委員会と札幌駅前通地区活性化委員会では
札幌市北３条広場「アカプラ」をメイン会場とし、2017年6月22日（木）〜25日
（日）の4日間にわたり、SAPPOROフラワーカーペット2017を開催いたします。

2014年に札幌で初めて開催された「フラワーカーペット」は、札幌駅前通沿道企

業の方々や市民の手により花絵が制作されました。当イベントは、沿道企業の皆
さま、市民の方々と一体となった取り組みとして、今年で4回目の開催となります。

冬の間地下を歩きがちですが、過ごしやすい季節となり、地上を気持ちよく歩け
るようになります。フラワーカーペットをきっかけに、地上部の賑わい創出を図
り、更なる魅力向上を図ってまいります。

フラワーカーペットは市民のみなさまを始め、様々な方々の支援のもと成り立っ
ている事業となります。主旨をご理解いただき、ぜひともご支援いただければ幸
いです。

サッポロフラワーカーペット実行委員会

SAPP‿ RO Flower Carpet ご協賛のお願い



SAPP‿ RO Flower Carpet協賛メニュー

プロモーション 媒体告知

アカプラ、チ・カ・ホの会場内

で３日間約１０万人へのプロモ

ーションが可能です。

ポスター、フライヤー、会場

内の看板、ホームページは

もちろん、オリジナルフラ

ワーの作成も可能です。

ご利用いただける日程は６/２３（金）～２５日（日）の
１１時～１９時となります。※ただし最終日は１１時～１７時まで。



●札幌市北３条広場（アカプラ）内で貴社ロゴのフラワーカーペットを制作
又は会場内でのプロモーション

●札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）北３条交差点広場（西）でブース設置

●ボランティアスタッフへのサンプリング（２０１６年実績 約５００名）

●貴社ロゴをチ・カ・ホのサイネージにて放映（6/23～25日の3日間）

●開催ポスターや当日会場内で配布するパンフレットへの貴社名の掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載

ゴールド

ご協賛金額 1,000,000円（税別）

オリジナルフラワーの制作のほか、チカホのブース利用などもいただけます



●札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）北３条交差点広場（西）でブース設置

●ボランティアスタッフへのサンプリング（２０１６年実績 約５００名）

●貴社ロゴをチ・カ・ホのサイネージにて放映（6/23～25日の3日間）

●開催ポスターや当日会場内で配布するパンフレットへの貴社名の掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載

シルバー

ご協賛金額 500,000円（税別）

チカホのブース利用、ボランティアスタッフ５００名へサンプリングの他、会場内の看板やホームページで貴社のロゴを掲載させて
いただきます。



●ボランティアスタッフへのサンプリング（２０１６年実績 約５００名）

●貴社ロゴをチ・カ・ホのサイネージにて放映（6/23～25日の3日間）

●開催ポスターや当日会場内で配布するパンフレットなどへの貴社名の掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載

シルバーブロンズ

ご協賛金額 300,000円（税別）

ボランティアスタッフ５００名へサンプリングの他、会場内の看板やホームページで貴社のロゴを掲載させていただきます。



●貴社ロゴをチ・カ・ホのサイネージにて放映（6/23～25日の3日間）

●開催ポスターや当日会場内で配布するパンフレットなどへの貴社名の掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載

●SFC期間外にチ・カ・ホイベントスペース利用可

シルバーホワイト

ご協賛金額 100,000円（税別）

貴社のロゴを会場内やホームページで掲載させていただきます。



ゴールド

シルバー

ブロンズ

協賛プラン（税別）

アカプラ
プロモーション

チカホ
プロモーション ロゴ掲載

1,000,000円

500,000円

300,000円

ロゴカーペット制作
アカプラでの
プロモーション

サンプリング
サイネージ放映

北3条（西）
スペース

制作物でロゴ掲載
HPでロゴ掲載

ホワイト

100,000円

チ・カ・ホ
利用プラン

（開催期間外）

サンプリング
サイネージ

制作物でロゴ掲載
HPでロゴ掲載

制作物でロゴ掲載
HPでロゴ掲載

制作物でロゴ掲載
HPでロゴ掲載

サンプリング
サイネージ放映

サンプリング
サイネージ放映

北3条（西）
スペース

SFC開催期間外に
チカホイベント
スペース利用

特典



❖ その他協賛プラン

ご協賛金額 ３０，０００円（税別）

●会場内で配布するパンフレットへの貴社ロゴの掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載（小）

●公式ホームページでの貴社名を掲載

ご協賛金額 １０，０００円（税別）

●会場内で配布するパンフレットへの貴社ロゴの掲載

●公式ホームページでの貴社バナーの掲載（中）

ご協賛金額 ５０，０００円（税別）



〇事前告知：ポスター、チラシ、公式ＨＰなど
〇会 期 中 ：フラワーカーペットへのロゴ展開、会場看板、リーフレットその他

ポスター 公式ＨＰ フラワーカーペット 当日リーフレット 会場看板

第１次協賛社
（4月中旬〆切）

○
※ただし、札幌市
施設・地下鉄掲示
板は記載不可

○ ○
※協賛１００万円以

上

○ ○

第２次協賛社
（5月中旬〆切）

× ○ × ○ ○

協賛プラン スケジュールについて



【アカプラ プロモーション】

過去3年間で延べ３０万人のお客様にご来場者に商品PRやプロモーション、貴社の
ロゴをフラワーカーペットで制作することができます。

ゴールド



【チ・カ・ホプロモーション】

平日７万人、土日５.５万人の歩行者がいるチ・カ・ホでのプロモーション展開が可
能です。チ・カ・ホのみのご利用やアカプラと連動したプロモーション展開も可能
です。

フラワー
カーペット

案内サイン

ゴールド シルバー

※詳細につきましてはお問い合わせください。



【サンプリング・サイネージ】

制作に参加いただく５００名のボラン

ティアの方たちにサンプリングをさせ

ていただきます。

ボランティア５００名へサンプ

リングが可能です

チカホのサイネージで告知も可能

チ・カ・ホのサイネージで御社ロゴ、

またはCMを放映できます。

ボランティアへのサンプリングやデータ搬入により
チカホのサイネージでもＰＲが可能です。

ブロンズゴールド シルバー



【ロゴ掲載】

下記の媒体へロゴやお名前を掲載させていただきます。

■会場看板

■紙媒体（フライヤー/ポスターリーフレット）

■ホームページ）

会場看板、紙媒体、ホームページへの貴社のロゴ掲載

ポスター、フライヤー、会場内の看板、ホームページなどに
貴社のロゴを掲載させていただきます。

ブロンズ ホワイト

ゴールド シルバー

その他



プロモーション（タイアッププロモーション）

商品プロモーションや広告・PRイベントとして、また集客プロモーション

としても活用できます。

（参考）東京インフィオラータウィーク

※カーペットの大きさについては、事前に調整後決めさせていただきます。

※使用するロゴ、デザインいついてはリライトする場合があります。



媒体告知 プラン ロゴ使用 注意事項

イラストレーター（バージョン8.0～CS5）で制作されたロゴ
マークのデータなければ、ロゴの画像（JPEG）1MB以上で
解像度300ピクセル以上のもの

ロゴマークの使用規定がある場合にはロゴと一緒にお送り
ください。

ロゴデータとロゴ使用規定をセットにして、事務局までメール
でお送りください

色について：特色を使用されている場合、モノクロとさせて
いただきます。ご了承ください。



サッポロフラワーカーペット実行委員会事務局
（担当：澤入、柴田、内川）

〒060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目１
札幌駅前通まちづくり株式会社内
TEL 011-211-6406 FAX 011-211-6408
sapporoflowercarpet@gmail.com

お申し込み・お問い合わせ


