
 

 

「アドベンチャートラベル理解促進セミナー〜実際の AT を体験してみよう！〜」 

（参加のご案内／参加費無料） 
 

 2023 年 9 月に、アドベンチャートラベル・ワールドサミットが北海道で開催されます。ま

た、ここ札幌もコンベンションのメイン会場となることが予定されているところです。 

 この好機を見据え、札幌市では、アフターコロナに新たな客層の外国人観光客を呼び込むた

め、アドベンチャートラベル（AT）を推進しています。そこで、今回は札幌を拠点とした AT 商

品造成に関わる事業者の裾野拡大や商品造成の促進に向け、AT 商品造成に役立つ実践的な知識の

習得や事業者間ネットワーキングを図るため、AT 体験型のセミナーを実施します。 

 ご自身も AT に取り組みたい、関わってみたい、さらに理解を深めたい！という意欲のある事

業者の皆様の参加をお待ちしております。 

＜事業の目的＞ 

・AT 商品・コンテンツ造成に役立つ実践的な知識の習得 

・参加者ネットワーキング 

・AT に関わる事業者の裾野拡大・札幌を拠点とした AT 商品造成の促進 

 ＜実施内容＞ 

・札幌を舞台とした DOA（Day of Adventure）※の体験 

・催行事業者・参加者による意見交換  

※DOA とは 

 ATWS で、公式プログラムとして開催初日に開催される全員参加の日帰りツアー。本セミナーでは、ATWS2021

や ATWS2023 で DOA に採択されたコースのうち、札幌を舞台とした下記５コースについて実施いたします。 

 

１．開催日時・場所／全コース募集締め切りは 9 月 9 日（金）17:00 まで 
 開催日時※時間は予定 コース名 定員 

１ 9/14（水）8:00～18:00 
「鮭」の目線で豊平川を遡上 

川沿いサイクリング＆上流の定山渓でカヌー体験 
10 名 

２ 9/16（金）9:00～17:30 今と昔を歩く 札幌中心部のアイヌガイドツアー 10 名 

３ 10/6（木）10:00～16:00 
Sapporo through the Lens: 1-Day Guided Walking Tour 

(レンズ越しに見る札幌：日帰りガイド付ウォーキングツアー) 
5 名 

４ 10/11（火）8:00～17:00 札幌・南区の開拓歴史を巡る サイクリング＆軽登山 10 名 

５ 10/14（金）8:00～17:00 石狩の自然、歴史、鮭文化をサイクリングで体感 10 名 

・ご参加可否、参加可の場合は行程詳細や集合時間、必要な装備や服装等は、締切り後に改めてご連絡します。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加定員を 10 名以下としています。受付締切り後、事務局にて調整を

行い参加者にご連絡いたしますのでご了承ください。 

 

2．費用・手配  

・本セミナーの参加費は無料です。ただし、集合・解散場所への移動や宿泊にかかる費用は自身でご負担ください。 

・本セミナー参加中に提供される食事等以外のお飲み物等はご自身でご用意ください。 

 

3．申込先・お問合わせ  

別添の参加申込書を参照の上、事務局までお申込みください。 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
札幌市アドベンチャートラベル理解促進・商品造成事業事務局 

 （株）北海道宝島旅行社 観光地域づくり事業部 担当：常井・鈴木（香） 
 TEL : 011-252-2115 FAX:011-252-2117 メール : at-info@hokkaido-takarajima.com 
 お申込みはグーグルフォーム又は、FAX、メールでお受けいたします。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

４．コース概要 

※コースの内容は、天候等の理由により予告なく変更することもあります。ご了承ください。 

※行程の難易度 
１：Relaxed/Social（緩やか：文化体験、軽いアクティビティ、野生動物観察） 
２：Easy active  （初級  ：1 日あたり 2～4 時間の簡単な身体的活動） 
３：Moderate     （中級  ：ある程度の体力が必要、1 日あたり約 4～6 時間の身体的活動） 
４：Vigorous      （活発  ：1 日あたり 5～8 時間の身体的活動、それに見合う体力と経験が必要） 
５：Challenging   （挑戦的：最大 8 時間以上の身体的活動、それに見合う体力と経験が必須） 

 

コース１ 
 

9/14(水) 
 

「鮭の目線」で豊平川を遡上 
川沿いサイクリング＆上流の定山渓でカヌー体験 

 
 
 
 
 

 
イメージ 

難易度２：初級 30~60km のサイクリング、60 分程度のカヌー 

ガイド：東武トップツアー 田中 享、他 2 名（予定） 
企画実施：東武トップツアー株式会社 札幌支店 

北海道の先住民族アイヌは、鮭を「カムイチェプ（神の魚）」「シペ（本当の食べも

の）」と呼び、昔から特別な存在でした。その鮭の目線で豊平川を遡上するサイクリン

グ。豊平川は昔から多くの鮭が帰ってくる川で、秋には大量の遡上が見られます。一時期

水質悪化に伴い、その数が減りましたが、環境改善の様々な試みで鮭が帰ってきました。

その豊平川を辿り、アイヌ時代の鮭の関わりに触れ、鮭料理をいただき、豊平川上流の静

かな森の中をカヌーで満喫するツアーです。 

予定価格 
(大人 1 名) 
28,000 円 

 

8:00 テレビ塔集合・・8:30 出発・・ ・・豊平川さけ科学館・・ ・・札幌市アイヌ文化センター・・

・・【昼食】定山渓ファーム・・ ・・PM 豊平川カヌー・・ ・・テレビ塔帰着 

 
 

コース２ 
 
9/16(金) 

今と昔を歩く 
札幌中心部のアイヌ文化ガイドツアー 

 
 
 
 
 

 
イメージ 

難易度２：初級 計 4 時間ほどのウォーキング 

ガイド：原田公久枝 
企画実施：株式会社 エゾシカ旅行社 

北海道の自然や動物と共に育まれてきたアイヌ文化。道内各地の地名に残るアイヌ語や、

アイヌ文様、周囲の環境にカムイを見出すアイヌの思想からは、自然に対する畏敬の念や

調和の精神が感じられます。北海道における AT の起点・札幌市の中心部に位置する札幌

駅と、アイヌが暮らした川や湧水地の名残を持つ北海道大学を舞台に、アイヌ文化の今と

昔を辿ることで、道内各地での AT がより充実したものとなります。 

予定価格 
(大人 1 名) 
16,500 円 

 

9:00 札幌駅東口団体待合所集合・・9:30 出発・・ ・・札幌駅内アイヌアート・・ ・・清華亭・・  
・・偕楽園緑地・・ ・・北大総合博物館・・ ・・【昼食】ミュージアムショップぽろと・・ ・・PM 北大総

合博物館＆ミュージアムショップ・・ ・・17:30 現地解散 

 
 

コース３ 
 

10/6(木) 

Sapporo through the Lens: 1-Day Guided Walking Tour 
レンズ越しに観る札幌：日帰りガイド付ウォーキングツアー 

 
 
 
 
 

 
イメージ 

難易度 3：中級 計 4 時間ほどのウォーキング、標高 500m のハイキング 
ガイド：Spark Productions 近藤大介 
企画実施：Adventure Hokkaido 合同会社 

北海道最大の都市・札幌は、市内に国立公園と天然記念物の両方を有する国内唯一の政令指

定都市。当ツアーではその支笏洞爺国立公園の定山渓エリアと天然記念物に指定されている

藻岩山を札幌在住写真家のガイドと共に訪れ、写真散策を行います。カメラを片手に、秋の

色彩豊かな自然のなかでウォーキングを楽しみながら、気に入った風景を写真に収めていく

ワークショップ手法を取り入れた日帰りガイドツアーです。 

予定価格 
(大人 1 名) 
28,000 円 

8:00JR 札幌駅東口団体待合所集合・・8:30 出発・・ ・・豊平峡ダム・・ ・・【昼食】軽食＆喫茶フラ

ンセ・・ ・・PM 定山渓ウォーキング ・・ ・・藻岩山ハイキング ・・ ・・18:30JR 札幌駅帰着 

 
 



 

 

コース４ 
 

10/11(火) 

札幌・南区の開拓歴史を巡る サイクリングと軽登山ツアー  
 
 
 
 

 
イメージ 

難易度２：初級 約 55km のサイクリング、標高 498m の軽登山 
ガイド：サイクリング／シーニックバイウェイ支援センター 原 文宏、
他 2 名、軽登山／冨田真未、他 1 名 
企画実施：近畿日本ツーリスト株式会社 札幌法人旅行支店 

札幌市で森林資源が多く、都市と自然が調和する南区は 1700 年代後半に豊平川沿いに開

拓が始まり、1800 年代後半に温泉が発見された頃から街道が開通。街道の途中に簾舞通行

屋が札幌から定山渓、洞爺方面へ往来する旅行者や荷物を運ぶ人馬の宿泊休憩所として置

かれ、開拓使が屋守として定住しました。本ツアーでは、開拓使らの尽力で八剣山周辺や

石山緑地で発見された軟石と共に発展した南区の開拓の歴史をサイクリングと軽登山で辿

ります。 

予定価格 
(大人 1 名) 
29,900 円 

8:00 地下鉄すすきの駅集合・・8:40 出発・・ ・・豊平川さけ科学館・・ ・・簾舞通行屋・・ ・・八

剣山ハイキング・・ ・・【昼食】八剣山果樹園・・ ・・PM 石山緑地・・ ・・真駒内公園・・ ・・

18:00 解散  

 
 

コース５ 
 

10/14(金) 

石狩の自然、歴史、鮭文化をサイクリングで体感  
 
 
 
 

 
イメージ 

難易度 3：中級 約 70km のサイクリング 

ガイド：シーニックバイウェイ支援センター 中前千佳、他 2 名（予定） 
企画実施：近畿日本ツーリスト株式会社 札幌法人旅行支店 

石狩市には約 5 千年前の縄文時代からの遺跡が残っています。炉跡の焼けた土からは土器

や石器に加え、鮭の骨なども出土しており、この時代から鮭を食べる文化が育まれていま

した。鮭はこの地に住んでいたアイヌ民族にとって冬を越すための大切な食料であり、彼

らは鮭を「カムイ・チェプ（神の魚）」と呼んでいました。鮭の遡上する豊平川や石狩湾

を望む海沿いの道を走りながら、石狩の歴史と鮭の文化を伝えるコースを巡ります。 

予定価格 
(大人 1 名) 
30,000 円 

8:00 地下鉄すすきの駅集合・・8:30 出発・・ ・・豊平川さけ科学館・・ ・・石狩砂丘の風資料館・・

・・【昼食】北の味いしかり亭・・ ・・PM 石狩浜海浜植物保護センター・・ ・・はまなすの丘公

園・・ ・・17:00 札幌帰着 

 
 
 

５．その他  
 新型コロナウイルス感染拡大状況により、本事業が延期または中止となる可能性があることを
あらかじめご了承ください。 
また、モニターツアーの最中は関係するガイドライン等により感染拡大防止策を実施いたしま

すが、ご自身でもマスクの着用・手指の消毒・ソーシャルディスタンスをとることなどにご協力
をお願いします。当日体調のすぐれない方は参加をお断りしますのでご了承ください。 

以上 


