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北大周辺ランチ
さっぽろ夜グルメ
文・写真：

北大さんぽ
文：原 真二郎（北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター）

写真：覺間 誠一（北海道大学工学部応用物理学科）

西口 規彦（北海道大学大学院工学研究院）

講演会を2 倍楽しむ！

北大周辺＆さっぽろ

ご当地ガイド
北海道大学現地実行委員会

+

講演会に参加される皆様に，より充実した札幌ステイを楽しんでいた

だきたいと，札幌の月刊誌『 』とコラボレーションした企画

です．グルメ情報に定評のある同誌が，地元目線で厳選したお店を

収録しました．

ランチタイムには北大に近いお店の情報を，ディナーには市民や観光

客でにぎわうすすきの方面の美
お

味
い

しい料理を紹介しています．

誌面の店舗情報は，2次元コードから『 』のサイトへアクセ

スすれば，スマートフォンやPC画面でも確認でき，地図もご覧にな

れます．

北大さんぽ①
2004 年に北海道を直撃した台風 18 号による倒木の一部を再移植．

新たな苗木も加えて生まれ変わったポプラ並木は，現在も観光名所で

す．一部の倒木は，チェンバロとしても再生されました．

特別企画
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北大周辺ランチ

講演会場からほど近い，お昼にお薦めの特選スポット

を紹介します．おいしいランチで一息ついたら，午後

の発表・聴講に向けて準備も万端に．

こうりん亭｜居酒屋

☎(011)738-2777

札幌市北区北16条西 4丁目 1-14

店主が毎朝市場で仕入れた旬のネタを惜しみなく盛りつけた「メガ丼」

が有名．新鮮な魚介が味わえます．日曜休．

HARU（ハル）｜ラーメン

☎(011)788-8170

札幌市北区北14条西 3丁目 ゼウスビル1F

豚骨ベースのこってり系スープ，豚骨と魚系のあっさり系ダブルスー

プの2種類から選べます．日曜休．

黒むぎ｜そば

☎(011)737-5377

札幌市北区北8条西 4丁目 20-1 バロンドールB1

北海道産のそば粉を使った手打ち十割そばのお店．夜は，日本酒と

和食メニューも充実しています．日曜休．

孔子餐店（こうしさんてん）｜四川料理

☎(011)746-5919

札幌市北区北14条西 4丁目 北大病院前ビル2F

本格的な四川料理が手軽に味わえると，北大の留学生にも評判のお

店です．土曜休のほか，不定休あり．

応用物理 第 83 巻 第 8号（2014）

『poroco ランチパス

ポート札幌』は，掲載さ

れている 700〜1200

円程度のランチメニュー

が，本を提示すれば税込

500 円になる，画期的

なグルメパスポート．1

冊 1 名限り，各店 3 回

まで有効です．北大生協

や札幌の書店，コンビニ

で発売中．本体価格（税

別）980円．

総合博物館

1929 年築の旧理学部本館で，札幌最古の本

格的鉄筋コンクリート建築．400 万点以上の

資料の一部を展示する館内が無料で観覧でき

ます．重厚でレトロな建物の雰囲気自体も楽

しめます．

北大さんぽ②

中央ローン

キャンパスの南側，正門に近い “国立公

園” 北海道大学の顔，学生や市民の憩

いの場．前世期半ばに枯れてしまった

とされる，構内の小川「サクシュコト

ニ川」も復元され，昼寝にも最適です．
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ちゃーはん屋｜炒飯専門店

☎(011)736-1155

札幌市北区北23条西 4丁目 2-3 プラザハイツ 24・1F

並盛で400gというボリュームでも，あっさり味わえる「ちゃーはん」

や，ハーフラーメン，餃子が人気です．無休．

Sopracciglia（ソプラッチリア）｜イタリアン

☎(011)776-6663

札幌市北区北7条西 6丁目 1-1 チェリス札幌第 2・1F

野菜たっぷりのアレンジパスタなど，イタリアンベースの料理が味わ

えるお店です．月曜休．

Pa' Mi Casa（パミ カサ）｜ドミニカ料理

☎(011)790-6334

札幌市北区北16条西 4丁目 2-30 坪川ビル102号

スパイスを効かせたトマト系ソースやホワイトソースが決め手の，鶏

や豚肉を煮込んだドミニカ料理です．第 3日曜休．

Picante（ピカンティ）｜スープカレー

☎(011)737-1600

札幌市北区北13条西 3丁目 アクロビュー北大前1F

札幌名物「スープカレー」の人気店．4種のスープから好みを選び，

野菜などトッピングを楽しめます．無休．

SPICE（スパイス）｜インド料理

☎(011)374-8374

札幌市北区北18条西 5丁目 1-8

本格的なインドカレーのお店．タンドリーチキンやケバブなどサイドメ

ニューも豊富です．火曜のランチのみ休．

THE KEBAP'S（ザ・ケバブ）｜トルコ料理

☎(011)757-7756

札幌市北区北12条西 4丁目 1-3 メゾン12・2F

トルコ人の店主が作るシシケバブなどが味わえます．ランチはトマトの

旨
うま

味
み

たっぷりのケバブカレーがおススメです．日曜・祝日休．

北大周辺＆さっぽろご当地ガイド
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さっぽろ夜グルメ

講演会でアタマを満足させたら，夜はオナカを満足さ

せたい！ ということで，すすきの周辺のディナース

ポット，酒場など，とっておきの店をピックアップしま

した．

鯛良（たいら）｜寿司

☎(011)252-7760

札幌市中央区南4条西 3-1-1 第 3グリーンビルB1

東京の人気店が札幌に進出．北海道の新鮮なネタを江戸前寿司と和

食で楽しめます．おまかせ8,000円〜．日祝休．

ゑびす｜鉄板焼き

☎(011)513-1833

札幌市中央区南5条西 3丁目 8 Nグランデビル2F

A5ランクの白老牛から新冠産黒豚まで，北海道が誇るブランド肉を

鉄板焼きで．カキなど海鮮も豊富にそろっています．不定休．

しゃぶ十勝｜しゃぶしゃぶ

☎(011)522-0776

札幌市中央区南4条西 3丁目 1-2 N-PLACE2F

安心・安全な「十勝牛」など，上質な肉を食べ飲み放題で提供．仕

切られた席も個室感覚で落ち着きます．無休．

廣田食堂（ひろたしょくどう）｜創作料理

☎(011)206-1998

札幌市中央区南3条西 4丁目 カミヤビル6F

旬の野菜や魚介，道産の肉を和風で仕上げた料理や〆の手打ちそば

が人気．地酒・焼酎・ワインも充実しています．日曜休．

応用物理 第 83 巻 第 8号（2014）

『poroco』の中心

読者層は女性ですが，

グルメ情報の品の高

さ，食通の男性にも

好評です．お得な読

者サービス付きのお

店も多数掲載．北大

生協や札幌の書店，

コンビニで発売中．

本体価格450円．

北大さんぽ③

工学部

イチョウ並木（北 13 条道路）を抜け

た正面，キャンパス中央に位置する工

学部は，全長 160m の A 棟から R

棟，国際本部やノーベル賞記念のフロ

ンティア科学棟を擁する巨大迷宮です．
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鮮魚・炭火 くま蔵（くまくら）｜居酒屋

☎(011)281-6600

札幌市中央区南4条西 3丁目 9-1 2Mビル5F

ザ・ウィンザーホテル洞爺で中華の副料理長を務めた店主の本格中

華をはじめ，新鮮な刺身，和食まで豊富に揃います．無休．

小鉢（こばち）｜小料理

☎(011)533-6555

札幌市中央区南6条西 3丁目 2-3 しぶいちビル2F

親子 2代にわたり長年，すすきので愛されている隠れ家的なお店．

海鮮の料理や日本酒の品ぞろえも評判です．火曜休．

手料理 うみ野｜居酒屋

☎(011)231-3368

札幌市中央区南3条西 6丁目 8（狸小路6丁目）

選び抜いた食材を使い，手間をかけて丁寧に仕込んだ手料理を，お

酒とともにじっくり味わえます．第1水曜休．

たべごと屋 ござる｜居酒屋

☎(011)232-9550

札幌市中央区南4条西 1丁目 酒井ビル1F

新鮮な旬食材をひと工夫した料理が評判．大勢でもひとりでも居心

地のよい一軒です．地酒や焼酎も充実．日曜休．

囲炉裏Dining Bar ほのわ｜居酒屋

☎(011)251-9898

札幌市中央区南4条西 2丁目 セントラル S4ビル 3F

スタイリッシュな大人の空間で，全席いろり付き．北海道の海の幸，

山の幸を炙
あぶ

ってお楽しみください．無休．

COOL BEER CRAFT｜ビール専門店

☎(011)596-0774

札幌市中央区南3条西 1丁目 3-3 マルビル1F

国産を中心にクラフトビール（地ビール）が 30種類以上．北海道

の地ビールもお試しください．不定休．

北大周辺＆さっぽろご当地ガイド




