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一般社団法人さいたまスポーツコミッションは、「J：COM presents 2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」

（10 月 27 日（日）／さいたま新都心駅周辺にて開催）を盛り上げていただく法人・個人の皆様を対象に「オフィシャル

サポーターズ」の募集を 7月 10日（水）正午から開始します。 

オフィシャルサポーターズは、目的に合わせたプランを全６種類（5,000 円～100,000 円）用意し、これまで以上にイ

ベントを満喫いただける特典となっております。 

10万円のプランでは、目的別に「選手ふれあいプラン」と「レース満喫プラン」をそれぞれ 70口ご用意いたしました。

「選手ふれあいプラン」は、レース当日に選手ピットエリアのバックヤードを見学できるなど選手と同じ空間で過ごす時

間を満喫できる魅力的な特典を、「レース満喫プラン」は、レース観戦に加え、フランス料理のスペシャルランチなどの

特典をご用意いたしました。 

 「スタート／フィニッシュエリア観戦プラン」と「アリーナスタンド観戦プラン」は指定席で観戦を楽しみたい方、「コー

ス沿道観戦プラン」は気軽に立ち見で観戦を楽しみたい方向けのプランとなります。また、「法人サポートプラン」にも

立ち見での観戦エリア入場券をご用意いたしました。 

全プラン共通で、オフィシャルサポーターズヴィレッジやビジョン等でのレース展開をお楽しみいただけます。 

オフィシャルサポーターズだけのプレミアムな体験をお楽しみください。 

 

 

 

◼ 応募期間 

 2019年 7月 10日（水） 正午 ～ 10月 16日（水） 正午 （全カテゴリー共通）  

 

◼ 応募方法 

① 大会公式ホームページ（http://saitama-criterium.jp/） 

② FAX（専用 FAX用紙） 

③ さいたま市『ふるさと応援』寄附者枠（さいたま市外在住の方のみ） 

※ ③の詳細は、さいたま市ホームページ（https://www.city.saitama.jp/004/006/011/p059998.html）をご覧くださ

い。 

 

◼ お問合わせ 

2019 さいたまクリテリウムオフィシャルサポーターズ運営事務局 

TEL：03-6672-5688（平日 10:00～17:00） ／ FAX：03-6332-8811 ／ E-mail：info@criterium.jp 

※ 2019年 7月 10日（水）正午からお問合わせの受付を開始いたします。 
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2018年 07月 09日 

「オフィシャルサポーターズ」 7月 10日から募集開始！ 

～オフィシャルサポーターズだけが味わえるスペシャルな特典が満載～ 

 

オフィシャルサポーターズ募集概要 
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◼ カテゴリー／特典 

※ サポーター特典の送料は、１口につき以下金額を別途ご負担いただきます。 

法人サポートプラン：1,000円（税込）、個人サポートプラン：300円（税込） 

 

◼ 注意事項 

 先着順での受付となります。 

 募集口数に達し次第、お申込みを締切らせていただきます。 

 受付完了については、会員登録時にご登録いただきましたメールアドレスまたは、住所へ通知させていただ

きます。 

 お一人様何口でもお申込みいただけます。 

 法人サポートプランのオリジナルグッズは 8月下旬から、観戦エリア入場券は 10月中旬から発送予定で

す。個人サポートプランの観戦エリア入場券は 10月中旬から発送予定です。オリジナルグッズは大会当日

受け渡しいたします。受け渡し方法は別途事務局よりお知らせいたします。 

プラン
金額

（税込・送料別／円）
特典① 特典②

法人サポート

（限定150口）
50,000

●大会公式HPでの社名掲出

●立ち見観戦エリア（自由）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×3枚

●さいたまスーパーアリーナ内での表彰式観覧

●大型ビジョンでのレース観戦

●BIC製ボールペン×10本

●ピンバッジ×5個

●2020年カレンダー×5部

選手ふれあい

（限定70口）
100,000

【前日】

●選手と同じエリアでのイベント観覧ご招待

【当日】

●選手ふれあいエリア（自由）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×1枚

●選手ピットエリアのバックヤード見学ツアー

●選手とのハイタッチ体験

●クリテリウム表彰選手との記念写真

●ケータリングの提供（軽食）

●大型ビジョンでのレース観戦

●CHARI&COコラボ アウトドアチェア

●CHARI&COコラボ ブランケット

レース満喫

（限定70口）
100,000

【前日】

●選手と同じエリアでのイベント観覧ご招待

●選手ピットエリアのバックヤード見学ツアー

【当日】

●レース満喫エリア（自由）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×1枚

●「フランス料理アルピーノ」と元自転車プロロード

　レーサー宮澤崇史さんによるスペシャルランチ

●レース満喫プラン専用モニターでのレース観戦

●クリテリウム表彰選手との記念写真

●ケータリングの提供（軽食）

●CHARI&COコラボ アウトドアチェア

●CHARI&COコラボ ブランケット

スタート/フィニッシュエリア観戦

（限定80口）
30,000

●スタート／フィニッシュエリア観戦席（指定）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×1枚

●ケータリングの提供（軽食）

●さいたまスーパーアリーナ内での表彰式観覧

●大型ビジョンでのレース観戦

●CHARI&COコラボ キャンバストートバッグ

アリーナスタンド観戦

（限定1,400口）
10,000

●アリーナスタンド観戦席（指定）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×1枚

●さいたまスーパーアリーナ内での表彰式観覧

●大型ビジョンでのレース観戦

●CHARI&COコラボ サコッシュ

コース沿道観戦

（限定820口）
5,000

●立ち見観戦エリア（自由）・

　オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券×1枚

●さいたまスーパーアリーナ内での表彰式観覧

●大型ビジョンでのレース観戦
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※ 各特典の詳細は大会公式ホームページをご覧ください。 

※ オフィシャルサポーターズヴィレッジおよび観戦エリアの詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

特典① 

法人

サポート

選手

ふれあい
レース満喫

スタート/フィニッ

シュエリア観戦

アリーナスタンド

観戦
コース沿道観戦

大会公式HPでの社名掲出 ●

大会前日

選手と同じエリアでのイベント観覧ご招待 ● ●

選手ピットエリアのバックヤード見学ツアー

（元自転車プロロードレーサー宮澤崇史さんによる

コーディネーター付）

●

大会当日

観戦エリア／席・

オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券

立ち見観戦エリア

（自由）×3枚

選手ふれあいエリア

（自由）×1枚

レース満喫エリア

（自由）×1枚

スタート／フィニッ

シュエリア観戦席

（指定）×1枚

アリーナスタンド

観戦席

（指定）×1枚

立ち見観戦エリア

（自由）×1枚

選手ピットエリアのバックヤード見学ツアー

（元自転車プロロードレーサー宮澤崇史さんによる

コーディネーター付）

●

選手とのハイタッチ体験 ●

「フランス料理アルピーノ」と元自転車プロロード

レーサー宮澤崇史さんによるスペシャルランチ
●

専用モニターでのレース観戦 ●

クリテリウム表彰選手との記念写真 ● ●

ケータリングの提供（軽食） ● ● ●

さいたまスーパーアリーナ内での表彰式観覧 ● ● ● ●

大型ビジョンでのレース観戦 ● ● ● ● ●

特典①

プラン
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  ■CHARI&CO コラボ アウトドアチェア   ■CHARI&CO コラボ ブランケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■CHARI&CO コラボ キャンバストートバッグ  ■CHARI&CO コラボ サコッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■BIC製ボールペン×10本    ■2020年カレンダー×5部 

 

 

 

 

 ■ピンバッジ×5個 

 

 

 

 

 

特典② 

選手ふれあい／レース満喫プラン 

スタート/フィニッシュエリア観戦プラン 

 

アリーナスタンド観戦プラン 

法人サポートプラン 

※実物と一部異なる場合がございます。 
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【別紙】 

◼ オフィシャルサポーターズヴィレッジ 

「オフィシャルサポーターズヴィレッジ」とは、ツール・ド・フランス本大会で各ステージのスタートエリアに設置さ 

れる、入場者へのホスピタリティとファンサービスをメインの目的とする「Village（ヴィラージュ）」に由来し、「オフィ 

シャルサポーターズ」会員及び、ゲスト招待関係者が入場できるエリアです。今年はさいたまスーパーアリーナ内 

に設置いたします。 

※詳しくは随時更新する大会公式ホームページをご覧ください。 

 

◼ 観戦エリア 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「オフィシャルサポーターズヴィレッジ」には、ご招待者の方々も入場されます。 

※ ネットオークション等による営利目的の出品・転売行為、また購入された入場券はすべて無効となり、会場への入場も一切で

きませんので十分にご注意ください。入場券の換金は一切できません。 

※ その他詳しくは、観戦エリア入場券発送及び大会公式ホームページをご覧ください。 

②  スタート／フィニッシュ周辺観戦エリア ①  さいたまスーパーアリーナ周辺観戦エリア 

※ 本コースはメインレースのコース設定となります。今後そ

の他レース内容詳細が決まり次第、コースレイアウト及び

観戦エリアの内容は、一部変更になる場合があります。 

※ 観戦エリアはすべて再入場可です。 

※ 各プランに応じたエリア以外のご入場はいただけません。 

※ 「オフィシャルサポーターズヴィレッジ」には、オフィシャル

サポーターズ全プランの入場券で、ご入場いただけます。 

※ 選手ふれあいプラン、レース満喫プランはテラス席（自由）

となります。 

※ スタート/ フィニッシュエリア観戦プラン、アリーナスタンド

観戦プランはコースに面したひな壇状の構造の指定席と

なります。 

※  


