
（熊谷市）記者クラブ取材情報 

事業の名称等 

あついぞ!熊谷 Ｊ１リーグ公式戦 大宮アルディージャ対サガン鳥栖 

１．実施日時等   平成２４年９月１５日（土）午前・午後 ６時３０分キックオフ 

２．会場・主催地 

３．主催者・関係者 

（１）団体名等 

（２）代表者名                    ＴＥＬ 

４．事業内容 

 

 

 

 

５．目的・理由 

 

 

６．経緯・経過 

 

 

７．影響・効果 

 

 

８．この事業の実施による特記事項 

 

 

 

 

（１）県内の状況 

  ア．県内で初めて イ．県内で    番目     

（２）他市が実施している事業に比べて本市の特色 

 

 

 

  ・他市と同じ 

※ 資料の有無（ 有 ・ 無 ） 

担当課                     担当者 

連絡先 ＴＥＬ                                                    

 

★大宮アルディージャ対サガン鳥栖のＪ１リーグ公式戦が熊谷で開催される。 

・「あついぞ！熊谷」冠エントリー事業として『ラストサマーＡＫＢ４０．９』と銘打ち、 

 市民団体などが協力し、４０を超えるブースやイベントでゲームを盛り上げる。 

・敬老の日並びに熊谷開催にちなんだ割引チケットが販売される。※詳細は下記に。 

  

【割引チケットの概要】 

・敬老の日「ワンコインチケット」は、シニア（６０歳以上）および小中学生を対象 

に５００円で販売する。 

・「感謝デー特別チケット」は、熊谷市近隣地域に在住・在勤・在学の方が対象である。 

 

 

・J リーグ熊谷開催を通じて、来場者に本市を中心とした県北地域の PR が図れる。 

 

熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場 

 

大宮アルディージャ 

048-658-5511（担当：原木） 代表取締役社長 鈴木 茂 

 

・大宮アルディージャは毎年、さいたま市以外唯一熊谷市でホームゲームを開催している。 

・毎年、市とのコラボレーションにより来場者への企画イベントを実施している。 

 

・多くの市民並びに近隣の方に、国内最高レベルのサッカー観戦の機会を提供できる。 

・多数の企画イベント等の実施により、スポーツによる地域の活性化が図れる。 

日下部 

048-524-1111（内 391） 

熊谷市総合政策部スポーツ振興課 

平成 24 年 8 月 29 日発表 

担当課 スポーツ振興課 



※対象地域は裏面を
ご確認ください。

詳しくは裏面へ

※本クーポン1枚で、1回のみのご利用とさせていただきます。　※本クーポンは、購入前に切り離してスタッフへお渡しください。　※11ゲート外売店 （松屋、TORIMARU、
green-pal、サラス、じゃぱん亭、秩鉄商事、天雷軒）、6ゲート外売店（さいたま市公園緑地協会）、コンコース売店（三宝苑）でご利用いただけます。　※ご利用可能日：9月15日（土）
サガン鳥栖戦試合会場のみとさせていただきます。　※本クーポンを紛失した場合、再発行はいたしませんのでご了承ください。

※本クーポン1枚で、1回のみのご利用とさせていただきます。　※本クーポンは、購入前に切り離してスタッフへお渡しください。　※11ゲート外売店 （松屋、TORIMARU、
green-pal、サラス、じゃぱん亭、秩鉄商事、天雷軒）、6ゲート外売店（さいたま市公園緑地協会）、コンコース売店（三宝苑）でご利用いただけます。　※ご利用可能日：9月15日（土）
サガン鳥栖戦試合会場のみとさせていただきます。　※本クーポンを紛失した場合、再発行はいたしませんのでご了承ください。

１００円 割引券 5０円 割引券
熊谷開催限定のお得なクーポン 熊谷開催限定のお得なクーポン

生ビール・缶ビール ソフトドリンク

＃748407　熊谷開催チラシ　表



http://www.ardija.co. jp
http://m.ardija.co. jp

048-658-4916

大宮アルディージャ
公式サイト

大宮アルディージャ
ケータイ公式サイト

大宮アルディージャ
インフォメーションダイヤル

土・日・月・祝日を除く
10：00～18：00

購入方法

企画チケット

イベント情報

インターネット経由で、24時間いつでも予約・購入が
できます。

オンラインチケットサービス
「アルチケ」で購入する。

コンビニエンスストアで
購入する

オレンジスクウェアでの直接購入のステップです。

さいたま市大宮区高鼻町1-20-1
大宮中央ビルディング

レジにてチケットの
販売を承ります。

クレジットカード（VISA・Master・JCB・
American Express・Diners Club・
DC・UFJ・NICOS）でのお支払いが可能です。

各プレイガイドともに会員登録が必要（一部有料）。
CNプレイガイド以外は24時間購入可能（但し販売初日は10：00から）。

※手数料については各プレイガイドをご確認ください

チケットぴあ
0570-02-9999（オールジャンル）
音声認識予約
24時間受付／販売初日10：00～

ローソンチケット
0570-000-7777
オペレーター対応（10：00～20：00）
0570-084-0003
（24時間購入可能／Ｌコード必要／販売初日10：00～）

CNプレイガイド
0570-08-9999　オペレーター対応（10：00～18：00）

クラブショップ
「オレンジスクウェア」で購入する。

インターネットで購入する（PC） 電話で購入する

〒360-0037　埼玉県熊谷市筑波2丁目111
048-524-5525

熊谷、羽生、寄居、秩父の4駅

プロショップ クマスポ

秩父鉄道

オレンジスクウェアへ
ご来店
チケット購入

携帯電話で24時間いつでも予約・
購入ができます。

「アルチケ」モバイルで
購入する

STEP 01

STEP 02

アルチケ

コンビニ

オレンジスクウェア プレイガイド

地元販売

24時間購入可能／販売初日10：00～

熊 谷 開 催 チ ケット・イベ ント情 報

開催スタジアム

〒360-0004　埼玉県熊谷市上川上300　TEL：048-526-2004
■JR熊谷駅北口より臨時シャトルバス（14：30～・有料）
■JR熊谷駅よりタクシーで約15分
■JR熊谷駅北口 国際バス2番乗り場「犬塚」行きにて「陸上競技場入口」下車徒歩3分
■JR熊谷駅北口 国際バス3番乗り場「熊谷スポーツ文化公園」行きにて「熊谷スポーツ文化公園」下車徒歩3分
■JR熊谷駅北口 国際バス3番乗り場「くまがやドーム」行きにて終点「くまがやドーム入口」下車 徒歩3分

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

対象者にワンコイン／500円でチケットを販売中！！

埼玉県北部に在住・在勤・在学の方は超お得！！

敬老の日「シニア・こどもワンコインチケット」

  注意事項
●ご入場の際、年齢を証明できるものを確認する場合がございます。必ずご持参いただくようお願いいたします。●当日券
は販売状況により、ご購入いただけない場合がございます。●他の割引との併用はできません。●前売で完売の場合は当
日の販売はありません。

  対象者

  注意事項

熊谷開催での「感謝デー特別チケット」

※ホームゴール裏A自由およびホーム追加席Ａ自由につきましてはシニア・小中は敬老の日「シニア・こどもワンコインチ
ケット」としてそれぞれ500円にて販売しております。

●引換券の販売となります。試合当日に対象エリア在住・在勤・在学の確認をさせていただいた後に入場券と引換させていた
だきます。●引換券のままではご入場いただけません。必ず観戦チケットにお引換下さい。●引換券の払い戻しや他のチケッ
トとの交換はいたしません。●他の割引との併用はできませんので、予めご了承下さい。●前売で完売の場合は当日の販売
はありません。

3,500円

2,000円

2,500円

2,500円

一般

小中

一般

一般

席種 当日 前売 特別優待価格（前売・当日）

3,000円

1,500円

2,000円

2,000円

2,000円
500円

1,000円
1,000円

自由席

ホームバックＳＡ自由

ホームゴール裏A自由

ホーム追加席A自由

2,000円

1,500円

2,500円

1,500円

シニア

小中

シニア

小中

席種 当日 前売 特別優待価格（前売・当日）

1,800円

1,000円

2,000円

1,000円

500円自由席

ホームゴール裏A自由

ホーム追加席A自由 ファミリーマート店頭での限定販売です

限定60枚（A,B各30枚）

  注意事項

※Ａはホーム側、Ｂはビジター側となります。
※座席は指定席となります。

●フィールド内に入りましたら、お席でのご観戦のみ
とさせていただきます。ピッチ内を自由に動きまわる
ことはできませんので予めご了承下さい。●飲食物
の持ち込み、ご飲食は禁止させていただきます。飲
食につきましては、ご利用場所をご用意させていた
だきます。※但し、水のみ（ペットボトル可）持ちこみ
ＯＫとさせていただきます。●未就学児童につきまし
ては、チケット1枚につき1名まで膝上観戦を条件に
ＯＫとさせていただきます。●試合中の写真・ビデオ
の撮影は禁止させていただきます。※但し、ウォーミングアップ中（18:15～18:40頃）は撮影可とさせていただきます。●ハイ
ヒールなど陸上トラックを傷つける恐れのある履物はご遠慮下さい。●応援フラッグ、鳴り物など応援機材の持ち込みは禁止と
させていただきます。●試合中の退出・移動につきましては禁止とさせていただきます。※但し、トイレ等のやむを得ない場合の
み、係員の指示のもとＯＫとさせていただきます。●フィールドシートでのカサの使用はお断りさせていただきますので予めご了
承下さい。※ポンチョ、合羽をご利用下さい。●ビジターチームのユニフォーム・グッズの着用および立ち上がっての応援は禁止
とさせていただきますのでご了承下さい。●場内は禁煙です。喫煙につきましては所定の場所でお願いいたします。●試合終了
後、選手が挨拶に回ってくる際の握手・サイン・写真ビデオ撮影はご遠慮下さい。●選手がロッカールームに退出後、スタッフ・警
備員の指示の元、速やかにご退場していただきますのでご協力お願いいたします。●上記注意事項を守れない場合は、ご退場し
ていただく場合がございます。予めご了承下さい。

  販売枚数

  販売場所

ファミリーマート限定「フィールドシート」

5
ゲ
ー
ト

10ゲート

12
ゲ
ー
ト

1ゲート

ホームバック
S指定

ホームバック
SA自由

ホーム
追加席
A自由

ビジター
ゴール裏
A自由

ビジター
SA指定ホーム

メイン
SA自由

ホーム
ゴール裏
A自由

ホームバック
SA自由

バックスタンド

メインスタンド

ホームメイン
SA指定

ホームメイン
S指定

アルディージャシート

ホームメイン
SA指定

A B

“熊谷スポーツ文化公園陸上競技場”
シートカテゴリーレイアウト

小学生、中学生／シニア（60歳以上の方が対象となります）

■熊谷にアルディージャがやってくる！
・選手ふれあいイベント -サイン会-（会員限定）
・アルディとPK対決（会員限定）
・ウイニングハイタッチ（会員限定・勝利時のみ）
・ラッキーマッチデー（来場者限定 景品抽選会）
・スーベニアバケット＆ポップコーン販売
・カードフェスティバル in 熊谷
■外国籍選手の故郷を知ろう！
・ブラジル料理販売（シュラスコなど）
・ブラジルサンバ隊パフォーマンス
・韓国料理販売（チヂミなど）
・韓国テコンドー演舞
・スロベニアワイン販売
■LOVE地元！埼玉県関連企画！
・ゆる玉応援団大集合
・熊谷/行田B級グルメ販売
・ご当地サイダー飲み比べコーナー
・武州伝統の藍染体験教室
・埼玉県物産販売コーナー

■参加無料！アトラクションゾーン！
・蘇る忍城！お城巨大ふわふわ
・サッカーコーナー
・スカイクロスコーナー
・かわいい犬とのふれあいコーナー
・キャンドルナイト
・昔あそびコーナー（お手玉・おはじき）
・折り紙教室
・フェイスペインティングコーナー
■大迫力のステージショー！
・よさこいパフォーマンス
・おやじバンド生ライブ
・吹奏楽演奏

★その他イベント企画も調整中！！
※会員限定イベントは、シーズンシートをお持ちの方、ファンクラブ会員の方を対象とした事前抽選制のイベントとなります。
※イベントは予告なく変更となる場合がございます。詳細はクラブ公式サイトをご確認ください。

24時間購入可能／販売初日10：00～ 24時間購入可能／販売初日10：00～ 7：00～23：00／販売初日10：00～

遊んで、食べて、楽しめる！
イベント広場は15時スタート！
３連休初日は、家族みんなで

スタジアムへGO！

北部地域：熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 
県央地域：鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
秩父地域：秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
利根地域：行田市、加須市、羽生市

  対象エリア 

クラブマスコット：アルディ

4,000円一般

席種 当日 前売

ホームメインフィールドシートA・B 3,500円

＃748407


