SCHEDULE

10/19（水）

SCARTSコート
&スタジオ

札幌文化芸術
交流センター SCARTS

NoMaps Conference 2022

NoMaps Open Lounge

第7回
NoMaps Dream Pitch 2022

NoMaps Meeeeeeeet!!

北3条交差点広場
北2条広場

NoMaps VR Street
すすきのロングテーブルダイニング

10/15（土）〜

NHK札幌企画展 魔改造の夜〜魔改造倶楽部“モンスターマシン”大集合〜

2

（日）
まで
〜11/6

Web3 x 地方創生
観光・ホテル・外食産業展HOKKAIDO2022
（10/7-10 劇場上映@サツゲキ）

NoMaps2022に参加する方への特別
宿泊プランをご用意！サステナブルを念
頭に、地産地消にこだ
わり道産木材を贅沢
に生かしたホテルで素
敵な札幌滞在を。特別
ブランのご予約は QR
コードから！

リアル上映

酔っ払いプログラム
@ダルマホール

毎週水曜日23:00-24:00
NoMapsのミツ・マサ・ナツコ3 人に、北海道から世
界を目指すダンスボーカルユニット
「ambitious」
の
MOMOKAを加えパワーアップして毎週お届け。新し
いアイデアや未来の技術、
それらに取り組むヒトを紹
介しています。FMノースウェーブ(82.5MHz)または、
ラジオ配信サービス
「radiko」でお聞きください。

Produced by 大人座

https://no-maps.jp/radio
NoMaps Radio

検索

これまでのアーカイブは、各種ストリーミングサー
ビス・NoMaps公式ウェブサイトでチェック！

札幌市内でさまざまな祭りが起こる

「NoMaps2022」
の全容発表！
札幌初開催のエンタメ＆
テックイベントが期間中に大集結！

今年もやります！NoMapsカンファレンス

4

待望のリアルミートアップが復活！

あっ晴れ FUTURE

未来をつくる実践者たちが登壇！
40本以上のセッションが
無料＆オンラインで視聴可能！
札幌市内各所で未来をつくる
出会いの場が多数登場

5

チ・カ・ホ展開もリスタート！

6

第17回札幌国際短編映画祭 劇場上映！

7

ワクワクする未来を一緒につくるラジオ

NoMaps Official Meet-up BAR

注目トピックス

3

〜11/6
（日）
まで

#nomapsradio

Supported by

NoMaps2022

ロングテーブル、
スカイランタン、
メッセージツリーなど

NoMaps Official Meet-up BAR Produced by 大人座

NoMapsのベースキャンプ

◉参加費 キャッシュオン制

1

おそとワーク~道庁南で見つける新しい働き方~

NoMaps2022 参加者様 専用特別優待プランが登場！

（札幌市中央区南1条西1丁目3板谷ビル 8階）

（水）
まで
〜11/16

TOPICS

Startup Weekend Sapporo Vol.8

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園

◉日 時 10/19（水）〜23
（日）
10：00〜24:00
◉場 所 大人座

中止となりました

札幌ランタンナイト
（Message Tree）

10/17（月）〜

EZOHUB SAPPORO

NoMapsでのさらなる出会いと化学反
応の拠点として、昼はカフェ夜はバーとし
て利用可能。北海道の挑戦者を応援す
る
「カンパイ★ファンディング」
も実施中！

札幌・北海道から
テック・エンタメ・クリエイティブで
世界をめっちゃおもろくするフェス
「NoMaps（ノーマップス）」

ランタンナイト
（スカイランタン）※23日は予備日

大人座

適用期間10/1 in〜10/30 out
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NoMapsキタミライ祭

Supported by サッポロビール

アーバンネット札幌ビル

札幌国際短編映画祭 ONLINE

City of Media Arts

bitstar CROSS
2022 in EZO

ONLINE

es Village すすきの村

アクセスサッポロ

FREE

※一部例外有。
またミートアップチケット購入で現地参加可

NoMaps Meeeeeeeet!!

Supported by EO Hokkaido

中島公園

NHK札幌放送局

ONLINE

TAKE

10/23（日）

Powered by 株式会社フロンティアコンサルティング

NoMaps Meeeeeeeet!!

すすきの
（駅前通り）

さっぽろテレビ塔

10/22（土）

NoMaps Touch the NEW Square

ザ ロイヤルパークキャンバス 札幌大通公園

KING XMHU

10/21（金）

Supported by 株式会社ネオマーケティング

モールA・B
（1階）
モールC
（2階）

札幌駅前通地下歩行空間
（チ・カ・ホ）

10/20（木）

札幌初上陸
「サイバーボッチャ」
体験 ほかチ・カ・ホで体感する
少し先の未来

「サツゲキ」
とタッグで
新しい映画体験を

世界中から応募された作品から厳選した

ショートフィルムが1800円で
観放題！チケット販売開始

「新型コロナウイルス感染症対策について」
本イベントは、
イベント開催における
「基本的対処
方針に基づく催事の開催制限、施設の使用制限
に係る留意事項等」、
「新北海道スタイル」
に基づ
き、
開催します。

さぁ、あっ晴れな未来をつくっていこう！

楽しくなけりゃ未来じゃないだろ

NoMapsは年に一度の祭り。でも、その場で今を楽しむだけじゃな
い。
ジャンルを超えて、情熱を掛け合わせ、
ワクワクする未来・社会
に向かっていくパワーに変えていきます。
あっ晴れな未来を切り拓く
お祭り
「NoMaps2022」開幕です！

2022年、コロナ禍を経て再びリアルの場にも戻っ
なにそれ？というあなた、
ぜひ
てくるNoMaps（えー、
今年参加を！）。
まだ進化は途中ですが、地元が熱狂し世界が注目
を目指したい！なんて言って、今
する
「OMATSURI」
年は札幌の街中で、同
時多発的に、さまざま
なチームが未来に向け
たオモロい企画を開催
しちゃいます。
（このタブ
ロイドに入っていないイ
ベントもたくさん笑）。

NoMapsでは年間を通して、さまざまな取り組み
を行なっています。最新情報は、各種 SNSをフォ
ローいただくほか、公式ウェブサイトではメルマガ
登録が可能です。

新しい出 会 いと熱 狂
が、いつだって次の時
代をつくっていくから。
NoMapsでお会いしま
しょう！！！

Twitter

NoMaps2022は同時多発フェス！
集うことの大切さを痛感したコロナ禍。街中も活気を取り戻しはじ
め、
これまで押し込めていたさまざまな思いを胸に、NoMapsもいよ
いよ本来のあるべき姿へ。
「ま
総合プロデューサーに五十嵐慎一郎を迎えた新生NoMapsは、
ちなか同時多発フェス」
を掲げリスタートします！

テック・エンタメ・ビジネスいろいろ。
リアルなNoMapsが戻ってきた。
この２年で蓄積したオンライン開催のノウハウも生かしながら、
どこ
からでも楽しめる、
でもやっぱり札幌に来て“熱狂”できるイベントを
街中で多数開催。
そして、共創を生みだすリアルミートアップもいよ
いよ再開！おいでよ、札幌！
NoMaps 協賛Sponsor

協力

Sponsor

NoMaps 最新情報はこちらから

公式ウェブサイト

https://no-maps.jp/
@no_maps

facebook

@NoMaps.jp

NoMaps2022
総合プロデューサー/実行委員
株式会社大人 代表取締役社長

五十嵐 慎一郎

https://www.youtube.com/c/NoMaps
主催／NoMaps実行委員会

札幌国際短編映画祭
協賛Sponsor

会
場

会 NHK札幌放送局
場 （札幌市中央区北1条西9丁目）

第7回 NoMaps Dream Pitch 2022

魔改造の夜〜魔改造倶楽部“モンスターマシン”大集合〜

会 アーバンネット札幌ビル1階
場 （札幌市中央区北1条西6丁目）

10/15(土)〜11/6(日) 9:30〜18:00（土日は10:00〜）

技術開発エンタメ番組「魔改造の夜」
で紹介
された魔改造マシンの実物展示とバトル映
像や開発秘話などを紹介。
ほか関連イベント
多数！

コワーキング

交流

エンタメ

トーク

展示

屋外ピロティ

10/20（木）13:00〜17:00

研究・技術シーズや斬新なアイディアを基
に事業化を目指す起業家・研究者・スター
トアップによるビジネスプランコンテスト。

おそとワーク〜道庁南で見つける新しい働き方〜

◉主催／経済産業省北海道経済産業局、
総務省北海道総合通信局、
北海道未来創造スタートアップ育成
相互支援ネットワーク
（HSFC）、
(公財)北海道科学技術総合振興センター
（チャレンジフィールド北海道事務局）

10/19（水）〜21（金）11:00〜18:00

屋外での新しい働き方・過ごし方を提案する
社会実験。
会場には、
コワーキングスペース、
リラックススペース、
飲食ブースなど多彩なコ
ンテンツを用意。
仕事中の気分転換や息抜
きに、
「おそとワーク」
をぜひ体験してみて。

◉主催／NHK札幌放送局
◉後援／札幌市、札幌市教育委員会

NoMaps2022期間中、札幌市内で同時多発する「祭り」に
乗っかっていこう。
社会をもっと面白くする未来志向のセッション、
展示、
イベント、
ミートアップをチェック！

◉主催：道庁南エリア研究会

体験

会 チ・カ・ホ北2条広場
場 （札幌市中央区北2条西３・4丁目）

P5

Sapporo Station

NoMaps VR Street
会 チ・カ・ホ北3条交差点広場
場 （札幌市中央区北3条西３・4丁目）

会 サツゲキ
場 （札幌市中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目）

会 駅前通エリア
（南4条〜6条）
場 （札幌市中央区南4条〜6条）

すすきのロングテーブルダイニング

第17回 札幌国際短編映画祭

10/21（金）〜23（日）11:30〜21:00

10/7（金）〜10/10（月・祝）

※21日は南4条エリアのみ17時営業開始

ながめの良いテーブルで会いましょう

Od

ori

世界95の国と地域から2,712作品が札幌に集
結する日本最大規模のショートフィルムの祭
典。
メイン会場となる
「サツゲキ」
では、
その中よ
会
り厳選した81作品を大スクリーンにて上映。
期中は、
審査員や、
映画関係者たちも集います。

中止となりました

詳しくはQRコードから www.susukino-ltd.net

Sapporo
Clock Tower
会 札幌市民交流プラザSCARTS
場 （札幌市中央区北1条西1丁目）

Startup Weekend（ス
タートアップ・ウィーク
エンド）は、全 世 界で
7,000回以上開かれ、
世界中で50 万人以上
が参加しているスタート
アップ実践イベント。金
曜日の夜から日曜日までの54時間で仲間づくりをしながらアイデアのプロトタイプ
を作りあげ、
「起業」
や
「事業開拓」
のプロセスをゼロから学び、
体験できる3日間！
◉定員／30名
◉参加費／学生チケット 前払い 2,500円 会場払い 3,000円
一般チケット 前払い 5,000円 会場払い 6,000円
◉主催／特定非営利活動法人 Startup Weekend

会 KING XMHU
場 （札幌市中央区南7条西4丁目424-10）

bitstar CROSS 2022 in EZO
10/21（金）15:00開場 15:30開演 20:30懇親会終了

ITとナニカをCROSSさせ新しい価値を生みだすカンファレン
ス。
ワンストップで様々なITソリューションを提供することで、
その
様々なITを交差＝CROSSさせているビットスター社が、
CROSSをIT外の領域まで拡げ、多様な参加者同士が様々に
CROSSし、今までになかった人との出会いやコラボレーショ

ンの種が見つかる場所を提供していきます。
◉参加費／3,000円
（税込）
◉主催／ビットスター株式会社
※詳細はビットスターWEBサイトにて

会 中島公園 自由広場（受付：札幌パークホテル駐車場）
場 （札幌市中央区中島公園1）

参加方法等は、
QRコードから
◉主催／札幌商工会議所青年部

会 さっぽろテレビ塔
（大通公園からテレビ塔が見える位置）
場 （札幌市中央区大通西1丁目）

スカイランタン
〈札幌初開催〉

Message Tree（メッセージツリー）
〈札幌初開催〉

10/22(土) 17:30打ち上げ

10/17(月)〜11/16(水) 6:00〜24:00

※荒天の場合、
10/23（日）の同時刻に延期

スカイランタンとは、
タイや台湾のお祭りで使
われる小さな熱気球です。今回は、
そのスカイ
に変えて、子供から
ランタンの
『火』
を
『 LED 』
お年寄りまで安全に楽しめるものを用意しま
した。願い事を乗せたスカイランタンを札幌
の夜空に一斉に打ち上げ、幻想的な景色を
作ります。
◉参加費：無料（700個限定）

P3

Supported by 株式会社ネオマーケティング

NoMaps Touch the NEW Square
NoMaps Open Lounge

P4

Powered by 株式会社フロンティアコンサルティング
会 大人座
場 （札幌市中央区南1条西1丁目3 板谷ビル8階）

NoMaps Official Meet-up BAR
Produced by 大人座

P７

会 ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園
場 （札幌市中央区大通西1丁目12）

札幌国際短編映画祭 特別プログラム

P4

会 アクセスサッポロ
場 （札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2022

酔っ払いプログラム

10/21（金）開場19:30 上映20:00-22:00

（予定）

Toyohira River

P4

NoMaps Meeeeeeeet!!

会 ダルマホール
場 （札幌市豊平区平岸二条4丁目5-15 平岸ハイヤー(株)）

スマホやタブレットで
「Message Tree」
アプリを使い、
札幌
テレビ塔に向かって自分のメッセージを投げ込むと、
テレビ
塔の周りにメッセージのツリーとなって浮遊します。
自分の
メッセージが入ったツリーと一緒に撮影も可能で、
表示さ
れ、
多くの人のメッセージでツリーを創り出す参加型のイベ
札幌市へのメッセー
ントです。
札幌市制100周年にあわせ、
ジを投稿して、
写真に残せます。
新しい技術を体験。
◉参加費：無料
◉Message Tree制作：チームラボ

NoMaps Conference 2022

Sapporo
TV Tower

10/21（金）18：00〜 10/23（日）22：00

札幌ランタンナイト〜上を向いて歩こう〜

北海道初の本格的なブロックチェーンカン
に関わる
ファレンス。昨今話題の
「 Web3.0 」
テクノロジーをツールとして、地方創生にどう
生かしていくかを深く議論し、変革へのきっか
けを生みだします。
◉主催／株式会社ブロックチェーン
戦略政策研究所（BSPI）

Startup Weekend Sapporo Vol.8

Susukino

10/22(土) 13:00〜18:00

Sapporo
Community
Plaza

会 es Village すすきの村
場 （札幌市中央区南４条西４丁目16−番地 恵愛ビル 8階）

Nakajima
Park

Web3 x 地方創生 in NoMaps2022

rk

Tanukikoji
Shopping Street

◉入場無料（持込不可/全て現金決済）
アルコール600円・ソフトドリンク300円
（税込）
フード類はキッチンカーでお買い求めください。
◉主催／すすきのロングテーブルダイニング実行委員会、
一般社団法人札幌青年会議所

P5

Pa

◉料金：1プログラム1,000円
（税込）

ロングテーブルダイニングは、
すすきのの中心で、一つ
のテーブルを囲んで北海道の食をともに楽しみ、人・
地域の絆を深めていくイベントです。

会 EZOHUB SAPPORO
場 （札幌市東区北8条東4丁目1-20 2階）

NoMapsキタミライ祭

Finished

眺めの良い長めのテーブルに
北海道のうまいものを並べたら
レディース＆ジェントルマンと
飲み食い語らい出会いに祝杯
さあさあ宴の始まりです

ONLINE

札幌国際短編映画祭の人気プログラ
ム。酔わなければ入場できない、酔っ
払いファーストの上映会。
◉料金／前売り1,000円
当 日1,500円
（いずれも税込・ワンドリンク付き）
◉主催／札幌国際短編映画祭

10/19(水)・20(木) 9:30〜16:00

宿泊・外食業界を始めとした北海道の観光・食に
携わる方必見の展示会。厨房機器から券売機・
チェックイン機、ITシステム、客室備品、食品に至る
まで観光ホテル・飲食業を考えるヒントになる展
示が目白押し！無料シャトルバスも運行予定！
詳細、事前申し込みはQRコードから
◉主催／一般社団法人日本能率協会

Make everyone Wonderful

P1

P2

Conference 2022

Supported by 株式会社ネオマーケティング
札幌市民
交流プラザ

SCARTS
9 23

NoMaps2022では約40本のトークセッションを5日間に渡り開催。
ビジネストレンドから、地域で起こる新たな取り組みや
斬新なアイデアなど、未来の社会を捉えるヒントが見つかる！

オンライン NoMaps Conference 2022では、新しい技術やアイデアで道なき道を切り拓くゲストを招き、新
＆視聴無料 しい社会・未来に向けたセッションをオンラインで実施。テーマは「スタートアップ」
」教
「SDGs「

育」
「マーケティング」
「新しい働き方」
と多彩なラインナップ。
どなたでもオンライン＆無料でご参加
Peatix特設ページから無料の事前登録を！さらにミートアップチケット購入で、
いただけますので、
リアル会場での特別な視聴特典も。
さあ、
一緒に地図なき未来への旅に出かけよう。

最新情報＆タイムテーブルはこちら！

#起業

日本のマーケティングはこれから!
マーケティングで日本を再活性化!!
コロナ禍により、人々のコミュニケーションの

株式会社ネオマーケティング
営業本部カスタマー
ドリブンディビジョン
札幌営業所所長

みならず、市場も大きく変わりました。
この環
境変化に立ち向かい、新たな市場を切り拓

浜田 壮

いていくために、今こそマーケティングの考え
方が重要と考えられています。

株式会社ネオマーケティング
営業本部カスタマー
ドリブンディビジョン

このセッションでは、生活者の理解を起点に
マーケティング支 援を行う株 式 会 社ネオ

石川 仁護

マーケティングが事例を交えながら
「日本を
ります。

#札幌国際芸術祭

#アルスエレクトロニカ

札幌国際芸術祭2024 NoMaps
札幌の創造エンジンが拓く未来
札幌国際芸術祭（SIAF）2024ディレクターに就任したアルスエ
レクトロニカ・フューチャーラボ共同代表の小川秀明さんは、札
幌で先進的な取り組みを重ねるSIAFとNoMapsを
「札幌の創
造エンジンとなるべき存在」
と評しました。
このセッションでは、
小川氏が描く
「札幌の創造エンジン」
のあるべき姿と、果たす役
割について紐解きます。
株式会社デジタルガレージ 執行役員
株式会社D2Garage 代表取締役
株式会社DGインキュベーション取締役

佐々木 智也

札幌国際芸術祭2024
ディレクター

小川 秀明

P3

EY Japan Presents

困難を乗り越え長期的価値を
創出するアントレプレナーとは？

〜EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン受賞者を迎えて

アントレプレナーは、
パーパス
（存在意義）
に導か
れたリーダーシップと強い意志を持って行動を
起こし、
社会に長期的価値
（Long-term value、
LTV）
をもたらしています。
本セッションでは、
不屈
の精神やイノベーティブな思考で、
社会にさまざ
まな価値を創出してきたアントレプレナーの素顔
や情熱にあふれたストーリー
に注目し、
その思いや熱源を
発信します。
◉主催／EYアントレプレナー・オブ・
ザ・イヤー北海道地区実行委員会
◉共催／EY Japan 、NoMaps実行
委員会

株式会社ネオマーケティング
営業本部・執行役員

NoMaps総合プロデューサー

株式会社大人 代表取締役
株式会社SHAKOTAN GO 代表取締役

五十嵐 慎一郎

ご参加ください

購入

STEP ❷／ミートアップ会場へお越しくだ

さい

特典となるカンファレンス会場及び「 NoMaps
O p e n L o u n g e 」への 入 室をご 希 望 の 方 は 、
SCARTS1階の「NoMapsインフォメーション」で特
典パスをお受け取りください。

#働き方

宮澤 一洋

エムスリー株式会社 取締役
エムスリーソリューションズ株式会社
代表取締役社長

株式会社セコマ
代表取締役会長

丸谷 智保

10/21（金）12:30-13:30

#社会課題解決

#起業

#IPO

株式会社タイミー Presents

札幌証券取引所 Presents

これまでは人材確保よりもDXによる業
務の効率化に目が向けられてきました
が、
そもそもの人材確保に苦労されてい
る企業が増えてきました。
このセッションでは、
そのような社会状
況の中でも安定して人材確保をされて
いる企業の方々をお招きし、今後の雇用
の在り方について語ります。

資金調達や人材確保面でビハインドがある地方都市。北海道
で起業し、
自社を地域を代表する企業へと成長させた二人の起
業家をゲストに、成長の裏にあった経営に対する考え方や、社
会変化の大きい
中での今後の更
なる成長展望な
ど、その経 営 戦
略に迫ります。

労働人口減少の中で安定的な
人材確保ができる理由とは

株式会社タイミー
北海道支社 支社長

山田 佳祐 他

#クリエイティブ

札幌拠点の経営戦略論
〜資金・人材・マインド私考

株式会社北の達人コーポレーション
（東証・札証上場）代表取締役社長
株式会社FMノースウェーブ 取締役会長

木下 勝寿

秋元 克広 他

#価値創造

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
代表取締役
NoMaps実行委員長

伊藤 博之

開場18：00 スタート18：30
中締め20：00 完全クローズ21：00
❶・❸

❷

ザ ロイヤルパーク
KING XMHU
キャンバス 札幌大通公園 （札幌市中央区中央区南7条
西4丁目424-10）
ルーフトップ特設会場

Webデザイナー

イラストレーター
ヨガインストラクター

会
場

コモモ 他

注目セッション 10

※屋外での交流会のため冷込みが予想されます。
通常より厚着でご来場ください。

10/22（土）10:00-18:00、23（日）9:00-12:00

※荒天の場合、SCARTSコートで開催いたします
（事前にご案内いたします）。

#教育 〈リアル開催・事前申込〉

北海道大学サステイナビリティ推進機構 Presents

Z世代が実践する「欲しい未来」を形にする生き方

「Z世代とサステナブルな社会の未来を
探る」
をテーマに、
海外大学への進学や
起業など、
いまZ世代が志向する
「未来
の社会をつくる生き方」
について話し合
うセッションです。
彼ら彼女らが直面する課題を乗り越え、
どのように持続可能な人と社会の未来 津田塾大学総合政策学部３年生
Essay inc. CEO I _ for ME Producer
を実現するのかについて議論します。
江連 千佳 他

NoMaps EDU2022 札幌ラウンドテーブル

各
日

Supported by あしたの寺子屋
ボーダレスに教育のあり方を省察する研究
会「札幌ラウンドテーブル」
とNoMapsの共
同開催！答えのない問いと向き合う時代の
教育の在り方について深く考えていくリアル
な対話の場をつくります。
※メインセッション
のみオンラインでも配信 定員 80名
◉主催／NoMaps実行委員会
（NoMaps EDU）
、
札幌ラウンドテーブル実行委員会
◉申込／QRコードからお申し込みください

NoMaps Touch the NEW Square
1A
階R
T
S

Supported by サッポロビール

（札幌市中央区大通西1丁目12）

#Z世代

NTTコミュニケーションズ 北海道大学 ヒューマンコンピュータ 株式会社ネオマーケティング

ブースでは、IoTソリューションやセ
キュアなVPNネットワークをはじめ
とした企業のDX化に貢献するデー
タ利 活用サービスについてご紹
介。
ビジネス共創のためのトライア
ルプログラムやデモも実施します。

時
間

長谷川 隆三（モデレーター）他

齋藤 精一

❷ 2022年10/20
（木）
❸ 2022年10/21
（金）

株式会社フロントヤード
代表取締役

パノラマティクス
主宰

〜
「フク業」
は個人の魅力を余すところなく引き出せるのか？

モS
ーC
ル

❶ 2022年10/19
（水）

札幌市長

10/21（金）15:00-16:00 #働き方 #フク業
サイボウズ株式会社 Presents Q&Aセッション：ITエンジニアの自由と繋がりの力

#SDGs

コロナ禍でオンラインとなった2年間を経て、今年の
NoMapsでは公式の交流イベントを再びリアル開催！

#札幌

創造的な場を支えるマインドとは

注目セッション 9

注目セッション 5

10/20（木）15:30-16:30

#まちづくり

注目セッション 8
ウェルネット株式会社
代表取締役社長

Meeeeeeeet!!
Supported by EO Hokkaido

注目セッション 7

10/21（金）12:10-13:00

待望の復活。

日
程

10/21（金）16:30-17:30

中村 利江

注目セッション 4

10/20（木）14:00-15:00

STE P ❷ ／ 開 催 期 間中、No Ma ps 公 式
YouTubeチャンネルよりトークセッションに

STEP ❶／ Peatix で希望日のチケットを

札幌市長と共に札幌市の未来を考える〜ROAD TO 2030

#アントレプレナーシップ

今泉 陽介

注目セッション 3

ミ
ー
ト
ア
ッ
プ
参
加
方
法

STEP❶／Peatix（上記QRコード）で視聴
登録（無料）
をお願いします。

10/21（金）13:30-14:30

10/20（木）17:00-18:00

#マーケティング

株式会社ネオマーケティング Presents

活性化させるマーケティングとは何か」
を語

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
参
加
方
法

NoMapsの公式ミートアップが

Peatix特設ページ

注目セッション 6

注目セッション 2
#ビジネストレンド

https://nomaps2022.peatix.com/

MEET-UP

※ミートアップチケットのご購入については右ページ、
および公式ウェブサイトをご確認ください。

注目セッション 1

10/19（水）12:00-13:00

ミートアップも、
視聴方法 ＆ カンファレンスも、
！
お申し込み 申し込みはすべてここから

インタラクション研究室
ブースでは最新のテクノロジー
で合気道の身体の使い方を学
習し、
実際に日常での重労働が
楽になる動きを、
AR合気道を通
して体験できます。

株式会社ネオマーケティングブースで
は、未公開の自主調査結果や、
自社で
手掛ける乳酸菌サプリのD2Cブランド
をご紹介。
登壇者もブースにいますので、
ぜひブー
スにお立ち寄りください。

チ
ケ
ッ
ト

前売券 5,000円（税込）
当日券 6,000円（税込）

2ドリンクチケット制（以降はキャッシュオン）
・軽食付き
チ
ケ
ッ
ト
特
典

10/19（水）〜21（金）開催の
NoMaps Conference 2022（SCARTS会場）の

会場での聴講権
「NoMaps Open Lounge」
利用権
及びSCARTS内

※購入したミートアップチケット対象日に限らず、
3日間とも入場可能です
※カンファレンス会場では収容可能人数を超えた場合、入室をお断りす
る場合があります

9 23
モS
ーC
ル

2A
階R
T
S

11:00-18:00

NoMaps Open Lounge
Powered by 株式会社フロンティアコンサルティング
ゲスト、
関係者、
そして参加者が集い、
自由闊達に交流
するゲストラウンジを設置。
利用者のモチベーションを
高める空間デザインにより、
多様な働き方を提案するフ
ロンティアコンサルティング。
ゆったりと開放的な空間で
ワクワクする未来に向けたトークをお楽しみください。

P4

チ・カ・ホ

北3条交差点広場

キタミライ祭
大人から子どもまで、誰もが気軽に楽しめて、
ちょっぴり未来を感じられる、最先端の「お
祭り」がチ・カ・ホで開催！テクノロジーの力でアップデートされた全く新しいパラスポーツ
体験コンテンツ「サイバーボッチャ」や世界大会出場のロボット展示、そして経済から映
画、音楽、
サウナまで多様なトークステージと、北海道の未来がここに集結！

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
北3条交差点広場

21 23
FRI

11：00〜20：00
（最終日は19：00）

パラリンピック競技 テクノロジーの新体験！
頭脳的・戦略性が必要な競技であるボッチャのルールはそのまま
に、
テクノロジーを掛け合わせ、五感をフルに活用した新しいボッ
チャを体験できる
『サイバーボッチャ』
が札幌初上陸！センサーに
よるボール位置・色の自動計算､ゲーム進行と音の連動など、
エン
ターテイメント性の高い新しいスポーツ体験を、大人から子どもま
で誰でも簡単に体感できます！

9 23

◉参加無料
（先着順・体験希望者が多い場合はお待ちいただく場合がございます）
◉体験人数／2〜6人での対戦が可能
◉対象年齢／特に指定なし
◉試合時間／約5分/回

体験

地域経済を面白くする
クリエイティブの活かし方
地域の可能性を見出し、
クリエイティブの力でその
可能性を引き出して、
新しい仕掛けを産み出し続け
る仕掛け人たちによる、
発想の源泉談義。

世界大会出場を果たした中高生ロボコンチーム

柳澤 大輔
ユーザベース代表取締役Co-CEO/CTO 稲垣 裕介
面白法人カヤック代表取締役CEO

『Yukikaze Technology』
世界大会出場ロボット展示

NoMaps総合プロデューサー
大人・SHAKOTAN GO代表取締役

1972 SAPPORO VR
1970年前後の札幌
にタイムスリップ！か
つての駅前通りや札
幌駅をリアルに体感
できます。
◉企画／NHK札幌放送局

季競技大会招致の活動が様々な形で議論を呼ん
でいます。関係者、
そして地域の思いは。
オリパラ
招致の先に見る北海道・札幌の未来について忖
度なく話します。

北海道大学が地域と繋がり、新たなチャレンジへ！
北海道を良くするために、
北海道大学が民間や行
政と一緒にできることとは。
北大の多様なリソースを
テーマに、
北海道の学と民を担うキーマンがこの場
でその活用方法を議論し即決していきます。

寳金 清博
富山 浩樹 他

えぞ財団代表発起人

地方から産まれる
次世代スターについて
地方から産まれる次世代スターをテーマに、現在の
音楽業界の流行りと傾向、
そしてこれからの音楽業
界、
札幌の音楽振興の行く末を、
音楽業界の最先端
を走るゲストを迎えぶっちゃけトーク！
ラストラム・ミュージックエンタテインメント

米納 慎一
伊藤 翔太 他

オフィスオーガスタ
トリプルワン

酒井 暁広

この他、
映画やサウナ、
クリエイティブなど多数のトークセッションを実施！

22 23
SAT

注目を集めるバーチャルの世
界を手軽に。仮想空間の中で
の新たな体 験を楽しめる切り
口の異なるコンテンツを集めま
した。

五輪招致の将来価値と
その先に描く北海道・札幌の未来
中止となりました
北海道・札幌2030オリンピック・パラリンピック冬

VR Street

北大のリソース、全部見せます！

10/22（土）19:00〜20:00

2030年札幌五輪デューデリ！

展示

トーク

【北大えぞ財団入団記念！】

北海道大学総長

五十嵐 慎一郎 他

10/22（土）13:00〜14:00

世界最大級のロボコン
「 FIRST® Robotics
Competition」出場のため結成された北海道
札幌市の中高生で構成されたロボコンチー
チームが2022
ム
『Yukikaze Technology』。
年 4月にヒューストンで開催された世界大会
に出場したロボットが会場に登場！デモ動画
やパネルとともに展示します。

北２条広場

10/22（土）11:00〜12:00

楽しくなけりゃ未来じゃないだろ

11：00〜20：00（最終日は19：00）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北2条広場

VRすすきの

札幌の歓楽街・すすき
のをVR 空間に再現！リ
アルイベントとメタバー
スをつなぎます！

◉企画／札幌未来デザイン会議

帰ってきた劇場上映！
「サツゲキ」
とタッグを組んで、
新しい映画鑑賞体験を生み出す

第17回札幌国際短編映画祭
いよいよ開幕！
コロナ禍の２年間、
オンライン上映など新たな開催
方法を模索しながら、
リアルとオンラインのハイブ
リッド開催を続けてきました。
今年はついに本格的な劇場上映が復活！多くの映
画ファンから愛される映画館「サツゲキ」
とタッグを
組みアイデアと表現が凝縮した珠玉のショートフィル
ムを上映する
「劇場上映」
と、全国からオンラインで
視聴し放題のオンライン上映スタイルで開催します。

サイバーボッチャ

10/21（金）17:00〜18:00

Short Film

VR ART FES 2022

3D空間で描かれるアート
「VRアート」
の魅力と可能性を感じてください。
10:00〜17:00

新しい鑑賞スタイルで
ショートフィルムをもっと楽しむ！

劇場での上映は、映画館の新鑑賞スタイルの提案
や劇場での映画鑑賞の素晴らしさをもう一度観客
と共有できるような取り組みを行っていきます。今年
の上映会場は、道内各所で映画館を運営してきた
株式会社スガイディノスの
「サツゲキ」。映画祭のオ
フィシャル・ベニュー・パートナーとして10月の開催
まで
「サツゲキ」
との様々なアイデア企画、
コラボレー
ションを実施しています。
「サツゲキ」
から新しい映画鑑賞のムーブメントを起
こします。

1,800 で約80作品を観放題!!
円
︵
税
込
︶

詳細は、
札幌国際短編映画祭公式ウェブサイト、
SNSをチェック

https://sapporoshortfest.jp

ウクライナから平和を祈る
「HUMAN」。筒井康隆原作の
「夢の検閲官」
（フランス）
は
米国アカデミー賞ショートリスト作品。剛力彩芽主演作品「世界で一番すばらしい
俺」、黒木瞳監督作品「線香花火」
など滅多に観ることのできない作品、
日本初公開
作品など多数。世界20の国・地域の81作品が結集。新しい才能の開花を大スクリー
ンで目撃してください。

劇場上映スケジュール

オンライン上映パスポート

〈期間中観まくり放題〉
1,800円(税込)
10月21日（金）12:00 〜 11月6日（日）23:59
TICKET

劇場上映
TICKET

（1,300円）

10月7日（金）〜 10日（月・祝）

1,000

円(税込)

学生にも優しい大特価。
チルドレン・
プログラムは500円。
無料プログラムにはTikTokとのコラ
ボ企画やDOCS for SDGsも。
チケット購入詳細はウェブサイトで！

◉企画／VRアートを楽しむ会

山鼻店・大通店・琴似店・新さっぽろ店・西岡店・大麻店・アリオ札幌店・森林工房・桑園店・てづくりおむすびの店・本店
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