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札幌芸術の森

大風呂敷プロジェクト
撮影：山岸 清之進

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

開催概要チケット情報

名称：札幌国際芸術祭2017／Sapporo International Art Festival 2017（略称： S
サイアフ

IAF2017）

開催期間：2017年8月6日（日）～ 10月1日（日）〈57日間〉

テーマ：芸術祭ってなんだ？

サブテーマ：ガラクタの星座たち

ゲストディレクター：大友 良英

札幌国際芸術祭（Sapporo International Art Festival 略称：S
サイアフ

IAF）は3年に一度札幌を舞台に開催される芸術の祭典です。第2回となる
SIAF2017は、ゲストディレクターに音楽家の大友良英を迎え、8月6日（日）から10月1日（日）まで開催されます。今回の芸術祭では、展覧会、音
楽ライブ、パフォーマンスなど、多様な表現が市内のあちこちに出現します。57日間、毎日更新される「ライブ」な芸術祭。広い青空の下で、緑に囲
まれた森で、まちなかの喧騒の中で、夜はすすきののネオン街で―。札幌中に散らばった星屑のようなきらめく表現に出合い、あなただけの星
座を探しに出かけてみませんか。

パスポート
会期中、有料会場（下記個別鑑賞チケット対象会場）に何度も入場できるお得なチケットです。

区分一般市民・道民高校
大学生

前売1,500円1,300円700円

当日2,200円1,800円800円

団体（20人以上）1,700円1,700円─

※中学生以下は無料です。（一部の会場は除く）
※市民・道民券を購入される場合は、左記及び下記の、パスポート取り扱い店へ住所
を確認できるものをご持参ください。
※高校・大学生券を購入される場合は、学生証等をお持ちください。
※障がいのある方及び介助される方（1名）は無料。（会場窓口で手帳などの提示必要）
※代金お支払い後の変更、払い戻し、再発行はいたしかねます。
※詳細はSIAF2017公式ウェブサイトをご確認ください。 

パスポートをお持ちの方のみ、土日祝運行の会場連絡バス（無料）にご乗車できま
す。詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

［前売券］8月5日（土）まで
一般 ： チケットぴあPコード：768-398、ローソンチケットLコード：
12354、セブン-イレブン

市民・道民 ： 札幌市内のプレイガイド（道新プレイガイド、大丸プレイ
ガイド、チケットポート札幌店）、北海道内のイオン・イオンスーパー
センター各店舗、SIAFラウンジ（札幌市資料館内）

高校・大学生 ： 上記の一般券、市民・道民券の取扱場所

※チケットぴあ、ローソンチケット、セブン-イレブンでの購入チケットは引換券になります
（購入の際、手数料がかかる場合があります）。会期中、主要会場（モエレ沼公園、札幌
芸術の森、札幌市資料館 など）で、パスポートとお引き換えください。

［当日券］8月6日（日）より発売
主要会場（モエレ沼公園、札幌芸術の森、札幌市資料館 など）、北海
道内のイオン・イオンスーパーセンター各店舗

《パスポート提示で割引料金で入場できる会場》
札幌宮の森美術館
通常料金800円（高校・大学生600円）➡300円　※割引料金適用は1回のみ。

札幌市円山動物園
通常料金600円⇒200円　※1回入園料を支払うと会期中は何度でも入園できます。

mima 北海道立三岸好太郎美術館
通常料金610円（高校・大学生360円）➡500円（高校・大学生250円）

見るだけでも聞くだけでもない。ジャンル不問の表現が集結！
SIAF2017では、既存のジャンルに収まらない多様な表現が数多く紹介されます。最
先端の技術を活用した作品から、なつかしさや過去の歴史を感じるようなコレクショ
ンまで、市内のいろいろな場所で公開されます。

めぐり方は自由自在。どこから回る？なにと出合う？
SIAF2017には、会期中いつでも鑑賞できる展覧会もあれば、たった1日限りのライブ
イベントもあり、楽しみ方も参加方法も異なる幅広い企画やイベントが行われます。中
面の企画一覧をぜひチェックしてください。

アフター５から楽しめる芸術祭
複数のまちなか会場での展示もSIAF2017の見どころです。買い物の途中や待ち合わ
せまでの時間などに、気軽に作品を鑑賞できます。JRタワープラニスホールやすすき
のエリアなどは、夜まで開場しています。仕事帰りにもお立ち寄りください。

断然お得！パスポート
SIAF2017では、見るたびに形を変える作品や即興でつくられる作品もあります。会
期中、何度でも有料会場に入場可能なパスポートを持って、作品の変化を楽しんでみ
てください。鑑賞するたびに新しい発見があるはずです。

主催：札幌国際芸術祭実行委員会／札幌市
助成：　   平成29年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業／一般財団法人地域創造／ニトリ北海道応援基金／台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター／
損保ジャパン日本興亜「SＯMPＯ アート・ファンド」（企業メセナ協議会 2021 Arts Fund）／Office for Contemporary Art Norway

協賛：凸版印刷株式会社／北海道ガス株式会社／サッポロビール株式会社／株式会社札幌丸井三越／伊藤組土建株式会社／株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店／
株式会社アインホールディングス／株式会社アミノアップ化学／日本通運株式会社／株式会社富士メガネ／株式会社藤井ビル／株式会社札幌ドーム／株式会社札幌副都心開発公社
特別協力：札幌駅総合開発株式会社／株式会社ほくせん／株式会社北洋銀行／イオン北海道株式会社／株式会社金市舘ビル／板谷土建株式会社／株式会社オーク
協力：エージーエス株式会社／札幌狸小路商店街振興組合／札幌駅前通まちづくり株式会社／札幌大通まちづくり株式会社／株式会社北海道銀行／株式会社AIRDO／
ジェイ・アール北海道バス株式会社／北海道中央バス株式会社／全日本空輸株式会社／株式会社札幌都市開発公社／パーソナルキャリア株式会社／
レッドブル・ジャパン株式会社／株式会社北海道エアシステム／ニッポンレンタカー北海道株式会社／株式会社さっぽろテレビ塔／株式会社桂和商事／
表示灯株式会社／株式会社プリズム／一般社団法人札幌ハイヤー協会／さっぽろ天神山アートスタジオ／ノルウェー王国大使館

個別鑑賞チケット
1会場につき1回のみ入場できるチケットです。各会場で販売します。　※前売券の販売はありません。

モエレ沼公園
JRタワープラニスホール
各500円（学生割引はありません）

まちなか会場共通券
500円（学生割引はありません）
※金市舘ビル／AGS6・3ビル／北専プラザ佐野ビル／CAI02／北海道教育大学
アーツ&スポーツ文化複合施設HUGの5会場の中から、2会場に入場できます。
※共通券は金市舘ビル、北専プラザ佐野ビル、CAI02で販売します。

札幌芸術の森
一般：1,100円
団体 （20人以上）：900円
高校・大学生：600円
団体 （20人以上）：500円 

イベント・ライブチケット詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
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SIAF2017会場マップ
 1 モエレ沼公園
 2 札幌芸術の森
 3 札幌市立大学 芸術の森キャンパス
 4 大漁居酒屋てっちゃん
 5 北専プラザ佐野ビル
 6 CAI02

 7 AGS6・3ビル
 8 金市舘ビル
 9 りんご
 10 狸小路商店街
 11 北海道教育大学 アーツ＆
  スポーツ文化複合施設 HUG

 12 札幌大通地下ギャラリー 
  500m美術館
 13 北海道大学総合博物館
 14 JRタワープラニスホール
 15 札幌市資料館
 16 札幌市円山動物園

 17 円山公園
 18 札幌宮の森美術館
 19 OYOYOまち×アートセンター さっぽろ
20 TOOV cafe/gallery
21 mima 北海道立三岸好太郎美術館

SIAF2017カレンダー

※スケジュールは変更されることがあります。詳細はSIAF2017公式ウェブサイトをご確認ください。
※すすきのエリアには、北専プラザ佐野ビル、AGS6・3ビルが含まれています。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7 8 9 10 11  山の日 12 13

資料館休館

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館 円山動物園休園 りんご休み

トーク「北海道の三至宝」

パフォーマンス
［鈴木昭男］

ノイズ電車SAPPORO

14 15 16 17 18 19 20

CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
OYOYO休み

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館

トーク「石川 直樹×
アヨロラボラトリー」

マームとジプシー

マームとジプシー

中島公園百物語

ひがし町パーカパッ
ションアンサンブル 

ライブパフォーマンス
「わからないものたち その２」
［梅田 哲也］

上映＆トーク「根源的な
TV表現を再発見する」

DOMMUNE配信

DOMMUNE配信

DJ盆踊り in 
さっぽろ夏まつり

旧住友赤平炭鉱坑内
模式図展示終了
りんご休み

市電放送局JOSIAF

21 22 23 24 25 26 27

CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
OYOYO休み

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館 円山動物園休園

raprap

さっぽろコレクティブ・
オーケストラ

ノイズ電車SAPPORO

ARTSAT×SIAFラボ 気球打ち上げ週間（予定）

りんご休み 札幌市立大学非公開

パフォーマンス・ライブ［テニスコーツ］

パフォーマンス
［毛利 悠子、
カミーユ・ノーメント
＋スペシャルゲスト］

札幌市立大学非公開

SIAF2017
開幕

31 8.1 2 3 4 5 8.6

DOMMUNE配信

SIAF2017前夜祭

DOMMUNE配信

さっぽろ八月祭2017

ライブ［大友良英
＋クリスチャン・マークレー］

市電放送局JOSIAF

開催期間：8月6日（日）–10月1日（日）

28 29 30 31 9.1 2 3

CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
OYOYO休み 北大博物館休館

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館

大友良英アーカイブ＋
三岸好太郎ワークス開幕

ひがし町パーカパッションアンサンブル 

マレウレウ祭りノイズ電車SAPPORO

りんご休み

吉増剛造×空間現代

吉増剛造×鈴木ヒラク

AIライブ［刀根 康尚］

11 12 13 14 15 16 17
CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
三岸好太郎美術館休館
OYOYO休み

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館 円山動物園休園

OPEN GATE 2017

DOMMUNE配信

ノイズ電車SAPPORO
りんご休み

トーク［端 聡］ 上映&トーク
「TV映像から
再発見する〈札幌〉」

18  敬老の日 19 20 21 22 23  秋分の日 24
北大博物館休館
金市舘ビル休館
HUG休館
資料館休館
宮の森美術館休館
三岸好太郎美術館休館

アジアン・ミーティング・フェスティバル2017

市電プロジェクト×指輪ホテル「Rest In Peace, 
Sapporo.～ひかりの街をはしる星屑～」

OPEN GATE 2017 市電放送局JOSIAF

りんご休み

ドキュメンタリー映画
上映会［大友 良英］

堀尾寛太×J・リチャーズ

札幌市立大学非公開 札幌市立大学非公開

25 26 27 28 29 30 10.1

CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
三岸好太郎美術館休館
OYOYO休み

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館 円山動物園休園

閉幕

ノイズ電車SAPPORO

市電放送局JOSIAF

りんご休み

オールナイトトーク
「生きているのに走馬灯」
［梅田 哲也］

大友良英スペシヤル3days トーク
［クワクボリョウタ］

4 5 6 7 8 9 10
CAI02休廊
すすきのエリア休み
北大博物館休館
資料館休館
三岸好太郎美術館休館
OYOYO休み

金市舘ビル休館
HUG休館
宮の森美術館休館 OPEN GATEの部屋オープン モエレ沼公園休み

ライブ［大友 良英］

市電放送局JOSIAF

りんご休み

テニスコーツ・OYOYOライブ企画

クロージングイベント
モエレ沼公園 音楽＆
アート解放区

札幌広域イメージ図
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主
催
：
札
幌
国
際
芸
術
祭
実
行
委
員
会
、札
幌
市

O
rganized by Sapporo International A

rt 
Festival Executive Com

m
ittee / 

City of Sapporo

ゲ
ス
ト
ディ
レ
ク
タ
ー

大
友
良
英

GUEST DIRECTOR
OTOMO YOSHIHIDE

 “HOW DO WE DEFINE
‘ART FESTIVAL’?”

– WHEN BITS AND PIECES BECOME
ASTERISMS –

芸術祭
　って
なんだ ? SAPPORO 

INTERNATIONAL
ART FESTIVAL

Please visit our website for information about SIAF2017 in English.
http://siaf.jp/en/

※掲載内容は、2017年7月1日現在のものです。開催日時、詳細、料金など変更になる場合があります。事前にご確認ください。
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