
 

 

 

【報道関係者各位】                          CR-17-59 

札幌国際観光株式会社  

センチュリーロイヤルホテル 

2017年 10月 24日 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 センチュリーロイヤルホテル（総支配人:桶川昌幸／札幌市中央区北5条西5丁目）は、映画「写真

甲子園 0.5秒の夏」（2017年11日11日（土）より北海道先行上映）の公開記念企画を各種開催いた

します。期間中は、館内2つのレストランで特別ランチを提供するほか、レストラン利用者を対象に

電子炊飯器や新米が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。また、10月24日（火）

より、2階ロビーでは映画のPRパネル展を開催、11月11日（土）には新米を販売いたします。 

 映画は、夏の北海道東川町を舞台に、葛藤や挫折に直面しながらも、一枚の写真に青春のすべて

を賭ける高校生たちの熱き姿を描いた青春ストーリーです。北海道の屋根大雪山を仰ぐ東川町は、

1985 年 6 月 1 日全国で初めて「写真の町」を宣言し、写真文化を核とした街づくりを推進してい

ます。全国高等学校写真選手権大会、通称「写真甲子園」は、写真文化を推進して 10年を節目に全

国の高校写真部・サークルに新しい活動の場や目標、そして、出会い、交流の機会を提供し、高校

生らしい創造性や感受性の育成と活動の向上を以って、学校生活の充実と特別活動の振興に寄与す

ることを目的として生まれました。 

 今回は、映画の舞台・東川町のお米『ななつぼし』をテーマ食材に、映画のシーンやストーリー

を表現した特別ランチを和食、洋食レストランでご提供し、写真のまち・東川町を PR いたします。 

 特別ランチを提供する和食レストランの調理長 熊谷は「大雪山の大自然が創り上げた名水から生

まれたお米を味わってほしい。そして、ひとりでも多くの方に映画を観ていただき、東川町の魅力

を体感してほしい」とコメントしております。開催概要は別紙の通りです。 

 

 

 

 

センチュリーロイヤルホテル 

映画「写真甲子園 0.5秒の夏」公開記念企画 

映画の舞台・写真のまち東川町を特別ランチで PR 
プレゼントキャンペーン、ロビーでパネル展や新米販売も 

11月 1日（水）より 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

センチュリーロイヤルホテル 営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯（おおゆ） 

TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331 



 

 

映画「写真甲子園 0.5 秒の夏」公開記念企画 開催概要 

■開催期間： 2017 年 11 月 1日（水）～11月 30 日（木）※ロビー展は 10月 24日（水）～ 

■開催店舗： 23階 スカイレストラン ロンド、19階 日本料理 北乃路（きたのじ） 

 2階  ロビー 

■主 催  東川町写真甲子園映画化支援協議会、センチュリーロイヤルホテル 

■後 援  公益財団法人北海道文化財団、 東川町、 東川町写真の町実行委員会   

         写真甲子園実行委員会、東川町農業協同組合 

※本フェアでご用意する食材は、現地からの入荷状況により品切れ、または変更となる場合がございます。 

何卒ご了承の程お願い申し上げます。 

【23 階 スカイレストラン ロンド】 

東川町ななつぼしランチ 

・北海道産飲むフルーツ酢とプティアミューズ 

・海の幸と黄プティトマトのひまわり見立て 

 お皿を写真にイメージして 東川町産ななつぼしの米ソース 

・東川町産ななつぼし入り 本日野菜のスープ 

・本日鮮魚のポワレ 貝類の東川町産トマト風味のナージュ 

・北海道産豚ロースのポワレと東川町産南瓜と米のフォワグラ入りアランチーニ 

・ティラミスの myカメラ「一瞬のインスピレーション」 

・玄米パン 

・オーガニックコーヒー 

ご利用期間：2017 年 11月 1日（水）～11 月 30日（木） 

ご利用時間：11:30～16:00 ※全席禁煙 

料  金： おひとり様 3,500円（税込価格 3,780円） 

［ご予約・お問い合わせ］TEL.011-221-3008（直通） 

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

【19 階 日本料理 北乃路】 

東川町ななつぼし膳 

【素材の宝庫】 

・コマイの子、鮭キムチ漬け、納豆たまごみそ、キュウリの 

  佃煮細切り昆布添え、 ドライトマトと肉巻きのフライ  

  パルメザンチーズ添え 

【やさしい時間】 

・ＳＡＢＡのみそ煮旬野菜添え 

【Issyunn】 

・東川町産ななつぼしのお粥 または 炊きたてご飯からお選びいただけます。 

【育む】 

・東川町産南瓜を入れたぜんざい  ・オーガニックコーヒー 



 

 

ご利用期間 2017年 11月 1日（水）～11 月 30日（木） 

ご利用時間 11：30～15：00（L.O.14：30） 

料 金おひとり様 2,700 円（税込価格 2,916円） 

備 考 1日限定 20食 

［ご予約・お問い合わせ］TEL.011-221-3007（直通） 

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

◆【映画「写真甲子園 0.5 秒の夏」ロビー展】© シネボイス 

映画の公開を記念し、ホテル 2Fロビーにてパネル展を開催。 

映画のシーンや、舞台となっている東川町の風景などのパネル展示や、 

PR 動画を放映いたします。 

開催期間：2017年 10月 24日（火）～11月 30日（木）予定 

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー  

※鑑賞無料 

◆東川町物産展 

開催日：2017年 11月 11 日（土）／開催時間 9:00～15:00 予定 

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー  

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

◆レストランプレゼントキャンペーン 

開催期間： 2017 年 11月 1日（水）～ 11月 30 日（木） 

プレゼント対象：センチュリーロイヤルホテル 23 階「スカイレストラン ロンド」、19階「日本料理   

 北乃路」にてご利用金額合計 5,000 円（税込）以上の方に抽選で各種賞品をプレゼント。 

（応募ハガキに必要事項を記入し、店内の専用箱に投函してください。） 

開催店舗：  

・23 階 スカイレストラン ロンド 

・19 階 日本料理 北乃路 

当選発表：応募締切り後、厳正なる抽選のうえ、当選者を決定し、 

 その後、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。 

（賞品の発送先は、日本国内に限ります。） 

※諸事情により賞品の発送が遅れる場合が 

 ございますので、予めご了承ください。 

※抽選結果・発送状況に関わるお問合せは一切 

 お受けしかねますのでご了承ください。 

賞 品 ：電子炊飯器×1名様、東川米 10kg×10名様、大雪旭岳源水（2本）×10名様、 

センチュリーロイヤルホテル食事券（5,000 円）×5名様 

ご 注 意：  

・諸事情により一部賞品内容が変更になる場合がございます。 

・お客様の住所、転居先が不明等で賞品がお届けできない場合は、当選無効とさせていただきます。        

 賞品の交換・換金・返金等には応じかねますので、予めご了承ください。 



 

 

◆映画「写真甲子園 0.5 秒の夏」ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル：『写真甲子園 0.5秒の夏』 

監督： 菅原浩志 

出演： 笠 菜月、白波瀬海来、中田青渚、甲斐翔真、萩原利久、中川梨花、他 

主題歌： 大黒摩季「latitude ～明日が来るから～」(ビーイング) 

挿入歌： 大黒摩季 with Booooze「Zoom Up★」(ビーイング) 

配給： BS-TBS 

2017 年 11月 11日（土）北海道先行ロードショー 

11 月 18日（土）全国順次ロードショー 

© シネボイス   
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《センチュリーロイヤルホテル施設概要》 

 

名 称    札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル               

所在地    〒060-0005 札幌市中央区北 5条西 5丁目 2番地                

連絡先    TEL：011(221)2121 FAX：011(231)2538 

    URL：http://www.cr-hotel.com/                    

開 業    1973年（昭和 48 年）5月 10日                      

代表取締役社長・総支配人 桶川 昌幸（おけがわ まさゆき）                      

施 設    地上 23階・地下 3階                           

客室数    300室                                 

収容人員   557名                                

レストラン   「YUUYOO TERRACE SAPPORO」（ユーヨーテラス サッポロ） 

          「日本料理 北乃路」「スカイレストラン ロンド」 

           「ティーラウンジ フォンテーヌ 」             

宴会場     4室 結婚式場（チャペル）                          

その他    スーベニアショップ、エステ、 

    衣裳室、写真室                     

駐車場    30台収容（地下 3階駐車場）                       

2017 年 10月 23日現在 


