
埼玉・熊谷

大型ビジョンで
迫力のラグビー観戦を
楽しもう！

[ GUIDE BOOK ]
ガイドブック

会場：熊谷市コミュニティひろば

開催日：9.20Fri./9.21Sat./9.22Sun./9.24Tue.
 9.28Sat./9.29Sun./10.4Fri./10.5Sat.
 10.6Sun./10.9Wed. 合計10日間

ラグビー ワールドカップ2019TM

ファンゾーンin埼玉・熊谷

STAMP RALLY
ファンゾーンに遊びに来た日にスタンプを押してもらおう。
スタンプをためて素敵な景品が当たる抽選会にチャレンジ！

＜スタンプ・抽選場所＞
インフォメーションブース内
＜対象期間＞
ファンゾーン開催期間中に限る
＜抽選のルール＞
2回来場、4回来場、6回来場、8回来場、10回来場で
それぞれ抽選会に参加いただけます。
例）会期中に6回来場の場合は、抽選には3回参加できます。
※スタンプは当該日の欄に押印されます。
　複数回来場しても1営業日に1箇所のみ押印します。

２回来場抽選会参加の
チェック欄
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４回来場 6回来場
8回来場 10回来場

大会公式マスコット
「レンジー」
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ハイネケン（9/20～10/9）

LAND ROVER（9/20～22・10/4～6）

DHL（9/24）・大正製薬（9/20・29）

NTTドコモ（9/28・29・10/4～6・9）

飲料販売（9/20～10/9）

RWC2019公式グッズ販売（9/20～22・24・28・29・10/5・9）

アルゼンチン大使館（10/9）

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局（9/28・29）

パートナーブース
A

B

C

D

E

F

G

H

FANZONE MAP
［ ファンゾーンマップ ］

ラグビータウン熊谷のファンゾーンで
一生に一度を満喫しよう！

ステージ・パブリック
ビューイング
ラグビー界のスターたちと
盛り上がろう！

インフォメーションブース
スタンプラリーの抽選や、シャトルバス案内

フードコーナー
熊谷グルメやラグビーフードを食べて
熱く応援しよう！

ラグビーアトラクションホール
360°のプロジェクションマッピングで
ラグビーの迫力を体感しよう！

詳しくは

オールラグビーチャレンジ
熊谷ならではの本格ラグビー体験
（ラン＆パス／スクラム／キック／トライ）

1

3

5

6

熊谷ミュージアム
貴重なアイテムで辿る歴史：ラグビータウン熊谷ヒストリー
一生に一度をカタチに：モザイクアート

4

P.10

詳しくはP.9

詳しくは
P.7-8

詳しくはP.3-6

熊谷物販
地元の名産品の販売

2

詳しくは
P.9-10
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PROGRAMS
9 Fri.

17:00-22:00
20

［ ステージプログラム ］

ラグビーワールドカップ ついに開幕！
勇壮なパフォーマンスで盛り上がろう！

・オープニングセレモニー
 太鼓集団「天邪鬼」生演奏
 熊谷女子校 書道部 パフォーマンス など
・ラグビートークショー
 ワイルドナイツ選手、ラグビー指導者 など

放映試合

日本代表戦

日本 vロシア

日替わりステージプログラムで熱く盛り上がろう！

※出演者は都合により変更となる場合があります。

9 Sat.
12:00-21:00

28
日本代表戦

19:45

9 Sat.
12:00-21:00

21 ラグビー指導者から学ぶ！
ラグビーの楽しみ方と選手の育て方

放映試合

13:45 16:15 18:45

9 Sun.
12:00-21:30

22 ラグビー芸人と一緒に！
みんなで楽しむラグビー観戦

放映試合

オーストラリアvフィジー フランス vアルゼンチン ニュージーランドv 南アフリカ

14:15 16:45 19:15
イタリアvナミビア アイルランドvスコットランド イングランドvトンガ

いよいよラグビータウン熊谷に
世界のトップ選手たちがやってきた！

放映試合

ロシア vサモア
19:15

強敵との一戦！決勝トーナメント
目指し、アツい声援を！

放映試合

13:45 16:15 18:45

熊谷での熱戦2試合目！
さらにアツく盛り上がろう！

放映試合

アルゼンチンvトンガ 日本vアイルランド 南アフリカvナミビア

14:15 16:45
ジョージアvウルグアイ オーストラリアvウェールズ

9 Tue.
15:30-21:30

24
熊谷ラグビー場試合日

9 Sun.
10:00-20:00

29
熊谷ラグビー場試合日

・ラグビートークショー
 ワイルドナイツ選手、ラグビー指導者 など
・スクマム！クマガヤ プロジェクト
・田中美里 ミニライブ
 ラグビー応援歌「Go Forward」 など

・ラグビートークショー
 ホラニ龍コリニアシ、ラグビー芸人 しんや など
・スクマム！クマガヤ プロジェクト
・田中美里 ミニライブ
 ラグビー応援歌「Go Forward」 など

・テレビ埼玉 番組企画
 はなわ（芸人）、馬場俊英（歌手）  など
・ラグビートークショー
 ワイルドナイツ選手、ドーキンズ英里奈  など
・スクマム！クマガヤ プロジェクト

・ラグビートークショー
 ワイルドナイツ選手、ラグビー指導者 など
・KUMAGAYA
 応援パフォーマンス
 熊谷西高ダンス部、
 埼玉県六校応援団連盟  など

・ラグビートークショー
 大戸裕矢、ドーキンズ英里奈  など
・スクマム！クマガヤ プロジェクト

田中美里 ワイルドナイツ

スクマム！クマガヤ プロジェクト

太鼓集団「天邪鬼」

しんや

ドーキンズ英里奈

＜総合司会＞田中美里
＜解説・トークショー協力＞
ワイルドナイツ

ドーキンズ英里奈大戸裕矢

金沢篤コーチ青柳勝彦コーチ 熊谷西高ダンス部 埼玉県六校応援団連盟
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PROGRAMS

※出演者は都合により変更となる場合があります。

10 Fri.
17:00-22:00

4 ラグビーとお酒と音楽と。
一夜限りの大人ファンゾーン

・ラグビーライブ
 カルナバケーション
・KUMAGAYAナイト トークショー
 ワイルドナイツ/アルカス熊谷 選手 など

放映試合

南アフリカ vイタリア
18:45

熊谷最終試合 熊谷ゆかりの
スターたちと応援のクライマックス！

放映試合

13:45 16:15 18:45
アルゼンチンvアメリカ スコットランドvロシア ウェールズvフィジー

10 Wed.
10:00-21:00

9
熊谷ラグビー場試合日

・ラグビートークショー
 ドーキンズ英里奈 など
・スクマム！クマガヤ プロジェクト

10 Sat.
12:00-21:45

5
日本代表戦

負けられない戦い。
高校生たちとともにアツい応援を！

放映試合

14:15 17:00 19:30
オーストラリアvウルグアイ イングランドvアルゼンチン 日本vサモア

・ラグビートークショー
 ワイルドナイツ選手、ラグビー指導者 など
・KUMAGAYA
 応援パフォーマンス
 熊谷商業高バトン部、
 埼玉県六校応援団連盟 など

ラグビーファミリー大集合！
家族で楽しむラグビー観戦

放映試合

13:45 16:45
ニュージーランドvナミビア フランスvトンガ

10 Sun.
12:00-19:00

6

・ラグビートークショー
 ラグビーファミリー、ラグビー指導者 など
・KUMAGAYA応援パフォーマンス
 Rapora & MILABO（チアダンスチーム） など
・田中美里 ミニライブ
 ラグビー応援歌「Go Forward」 など

SHUTTLE BUS
9/24・9/29・10/9はファンゾーン前から
熊谷ラグビー場行きの無料シャトルバスが運行します。

各種の詳細情報は下記よりご確認ください。［ 9／24（火） ］
（往路） 15：45～19：15
（復路） 21：00～22：40
※復路は熊谷駅に直接乗り入れます。

［ 9／29（日） ］
（往路） 10：45～14：15
（復路） 16：00～17：40
［ 10／9（水） ］
（往路） 10：15～13：45
（復路） 15：30～17：10
※乗車時間は約15分です。

FAN
ZONE

熊谷郵便局

熊谷市役所

国道17号
熊谷市役所入口

無料シャトルバス乗り場

カルナバケーション Rapora & MILABO

［ ステージプログラム ］

ドーキンズ英里奈

田中美里 ワイルドナイツ

＜総合司会＞田中美里
＜解説・トークショー協力＞
ワイルドナイツ

Match information here-

www.rugbyworldcup.com/

www.kumagaya-rugby.jp/fanzone

Fanzone details here-

熊谷商業バトン部 埼玉県六校応援団連盟
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熊谷うどん 熊たまや

熊谷うどん
¥600

出店日：全日

㈱鳥末本店

ピリ辛ハーフチキン
¥300

出店日：9/20・21・24・10/9

ピッツァ プリマヴェーラ

石窯焼きピザ
¥700

出店日：10/4・5・6

熊谷ホルどん・満願堂

熊谷ホルどん
¥500

出店日：9/20・21・22・29

ラ・ベットラ・ダ・ジータ

アメリカンチーズ
フライドポテト
¥400

出店日：9/20・21・22・10/5

さんき

やきとり
¥150～

出店日：9/24・10/9

モンテビアンコ
ゴールデンポークと
深谷ネギ丼 ¥650
-196℃液体窒素で
作るジェラート ¥430

出店日：9/20・22・24・28・29・10/9

Chups
ケバブサンド ¥500
おつまみケバブ ¥500
ロングポテト ¥500

深谷ネギ使用油淋鶏 ¥600

¥600
フリフリポテト
トッピングのせ
からあげ

¥350

¥500

出店日：9/22・24・28・29・10/4

アンジェロ

メガとんドック ¥600
ハットグ ¥500

出店日：10/4・6・9

キッチンカーM

坦々焼きそば
¥500

出店日：9/24・29

元気ダマ亭

鶏のからあげ
¥500

出店日：9/20・21・22・10/4・6

Yummy

出店日：9/22・29・10/4・5・6・9

Noa

出店日：9/20・24・28・10/5・9

Pizza & カフェ La cotta

熊谷野菜使用！！
ラグビーボールPIZZA

マルゲリータ

¥1,200

¥1,100
マリナーラ ¥900

はまぽーく旨塩丼 ¥900
はまぽーく
スペアリブ丼¥1,000
厳選牛串 ¥600

日本応援クレープ
全部のせスペシャル

チョコバナナ生クリーム ¥600
¥700

さくら薫る
スモークチキン ¥600

出店日：9/20・21・28・10/4

Anne's Krua
超特特スタミナラグビー応援盛り！
1kg！限定3食！
スタミナバックス盛り（ステーキ丼）
スタミナフォワード盛り（ステーキ丼）

¥1,500
¥1,900

¥10,000

出店日：9/24・29・10/9

Café hicosuke biyori

出店日：9/21・22・28・10/5・6

KANCHI／韓家
タコライス ¥600
カレーライス ¥500
スコーン ¥200

スクラムドッグ ¥700
ノットリリースドッグ ¥700
ブレイブ
ブロッサムズドッグ ¥800

アラビアン
チキンベジタブルサンド ¥500
アラビアン
チキンベジタブルロール ¥600
アラビアンコフタドッグ ¥600

出店日：9/28・29・10/4・5・6

Ukichi-cafestation

出店日：9/28・10/5・6

アラビアンサンド

出店日：9/21

植竹製菓

出店日：9/20・21・22・24･28

三河屋
・甘露  ・ミルク  ・いちご
・いちごミルク  ・抹茶
・はちみつレモン
・キャラメル

各¥500

・イチゴミルク  ・チョコミント
・ブルーベリー  ・マンゴー
・抹茶  ・フルーツトマトチーズ
・サイダー

各¥500
出店日：9/29・10/4・5・6･9

FOODS［ ケータリングメニュー ］

熊谷銘品 うどん

熊谷銘品 雪くま（かき氷）

ハイネケンはラグビーワールドカップ™のワールドワイドパートナーです。

熊谷に来たらコレ！
ぜったいおすすめの
熊谷グルメ

埼玉県・熊谷市から集結した
パブリックビューイングに
ぴったりのグルメ！

ここでしか味わえない！
熊谷ファンゾーン
限定メニュー

ハイネケンとストロングボウサイダーのほか、冷えたドリンクも販売中！

ハイネケン

合計22店舗のイチオシメニューを味わい尽くそう！
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EXPERIENCE ［ 体験コーナー ］

オールラグビーチャレンジ
大人も子どもも大歓迎！
スクラム、ラン、パス、トライ、キック…
ラグビーの全てを本格的に楽しめる
アクティビティが集結！

ラグビータウン熊谷　ヒストリー展
熊谷が輩出したスターの貴重なアイテムと共に振り返る、
ラグビータウン熊谷の歩み。
現役トップ選手からの
直筆メッセージも！

ラグビー アトラクション ホール
360°プロジェクションマッピングで
ラグビーの迫力を間近で体感しよう！

熊谷ファンゾーンでしか味わえない！
一生に一度のラグビー体験！

6FANZONE MAP

4FANZONE MAP 4FANZONE MAP

5FANZONE MAP

ラグビータウン熊谷モザイクアート
一生に一度の想い出をカタチに。
ラグビータウン熊谷のシンボル
「熊谷ラグビー場」の
巨大モザイクアートをみんなで作ろう！

熊谷ミュージアム

大会公式マスコット
「レンジー」

大会公式マスコット「レンジー」

大会公式マスコット
「レンジー」

大会公式マスコット「レンジー」
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