
報道機関 各位                

大宮アルディージャとの連携による地域経済活性化

「さいたま市 応援キャンペーン」を実施します

 スポーツチームとの連携により地域経済活性化を図る事業として、大宮アルディー

ジャとの連携による「さいたま市 応援キャンペーン」を実施します。

９月以降の大宮アルディージャホームゲーム開催日にクラブ公式アプリを通じ、主

に試合観戦者を対象とした大宮駅東口周辺商店街の参加協力店舗による特典サービス

情報を配信することにより、試合観戦後のまちなかへの誘客を促進します。

１ 目的

NACK５スタジアム大宮におけるホームゲーム観戦者等を対象に、大宮駅東口周辺

商店街の参加協力店舗において利用可能な割引などの特典サービス情報を提供するこ

とで、試合観戦後の大宮駅東口周辺商店街への誘客を図り、地域経済の活性化を促進

します。

２ 主管

大宮アルディージャ

３ 実施概要

（１）実施内容

大宮アルディージャのクラブ公式アプリを通して、主にスタジアムにおける試合観

戦者を対象とした割引などの特典サービスを実施する店舗情報及び時限クーポンを配

信します。なお、クラブ公式アプリにおける時限クーポンダウンロードは、試合開催

日の午前５時から各参加協力店舗の対象時間内に行うことができます。

※クラブ公式アプリに関する詳細は、下記をご確認ください。

https://www.ardija.co.jp/fanpark/app.html 
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（２）店舗情報等の配信日

９月以降の大宮アルディージャのホームゲーム開催日（熊谷開催を除く）に店舗情

報等を配信します。

※ファン・サポーターの来店について、ビーコン（Bluetooth 信号を利用した情報発信端末やその 

通信方法）使用により効果測定を行うため、入店時は Wi-fi を ON にした状態で入店を推奨して

います。

（３）参加協力店舗

試合観戦後の観戦者が NACK5 スタジアム大宮から大宮駅へ向かう動線（一の宮通

り（オレンジロード）～中山道～ウエストサイドストリート～銀座通り～大宮駅まで）

を考慮し、当該動線周辺を参加協力店舗の対象エリアとして設定しました。当該エリ

アから下記のとおり３２店舗が参加します。

No. 開催日 キックオフ 対象試合 対戦チーム

1 9月 7日（土） 19:00 J2リーグ第31節 FC町田ゼルビア

2 9月22日（日） 19:00 J2リーグ第33節 東京ヴェルディ

3 9月28日（土） 19:00 J2リーグ第34節 V・ファーレン長崎

4 10月12日（土） 14:00 J2リーグ第36節 アビスパ福岡

5 11月 2日（土） 14:00 J2リーグ第39節 柏レイソル

6 11月16日（土） 14:00 J2リーグ第41節 アルビレックス新潟

No. 店舗名 ジャンル
所在地

（さいたま市大宮区）
特典サービス内容

1 創造キッチン　MAZAKA 居酒屋 大門町2-7　ヒシヤストアー4　3F ビールお1人様1杯無料

2 cafe＆bar Seagull バー・カクテル 宮町1-39-3 季節のジェラートをプレゼント！

3 HUB　大宮東口店 ダイニングバー 宮町1-35-2 パイオランドホテル1F フィッシュ＆チップス(ハーフサイズ)プレゼント！

4 肉バル　イノシカチョウ　大宮店 ダイニングバー 宮町1-48　5F フード10％OFF！

5 ディアボラ　大宮店 イタリアン・フレンチ 宮町１-77－１ ブラッドオレンジのシャンパンカクテルを１杯サービス

6 うおや一丁　大宮東口店 居酒屋 宮町1-38-1　KDX大宮ﾋﾞﾙ　B1 お会計より10％OFF

7 ディプント　大宮東口店 ダイニングバー 宮町1-42　藤堂セントラルビル２F 乾杯ドリンク人数分プレゼント！

8 カキ小屋　首領マサオ 居酒屋 宮町1-51 自慢の生ガキをお1人様1つ無料サービス！

9 トントンオンギー アジアン 宮町1-45　第6ホクシンビル 2F・3F

・サムギョプサル食べ放題・飲み放題(2時間)
　男性 4,300円→3,870円
　女性 4,000円→3,600円
　※飲み放題 90分ラストオーダー
・チーズダッカルビコース(2時間)
　料理7品＋飲み放題
　男性 4,300円→3,870円
　女性 4,000円→3,600円

10 和食　こばやし 和食 宮町1-39 生ビール1杯サービス

11 魚八＆串八珍　大宮東口店 居酒屋 宮町1-97-2　フタバビル1F ファーストドリンク1杯サービス

12 CONA大宮店 イタリアン 宮町1-57 2時間飲み放題2,000円(生ビール付)

13 CHEF’S　KITCHEN　SHUN ダイニングバー 宮町1-95 生ビール(中ジョッキ)1杯無料

14 いいとこ鶏　大宮店 居酒屋 大門町1-12-2 デザートを一名様分無料でプレゼント！

15 ConeYaki-048 イタリアン 大門町3-197　星野第二ビル1階 お試しチーズフォンデュ半額　1,000円⇒500円(税別)

16 季節料理　和色 和食 大門町2－4 生ビール料金以下のドリンク1杯無料

17 木の花 魚介料理 宮町1-44-1 クラフトジン 広島・桜尾ソーダ割りをサービス！

18 鳥ぼうず 居酒屋 宮町1-78-1　アークﾋﾞﾙ１F
お会計より15％OFF または 2時間飲み放題980円
※土曜日は2時間飲み放題1,480円

19 洋酒館　バジェナ 洋食 宮町1-71-1 ディナーのみお会計より10％OFF

20 ボンヴィアッジオ イタリアン 宮町1-5 銀座ビルB1 ドリンク1杯サービス
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No. 店舗名 ジャンル
所在地

（さいたま市大宮区）
特典サービス内容

21 煮込み大衆酒場　大太郎 居酒屋 宮町１-23　川越屋BLD 1F ブラックニッカハイボール1杯サービス！！

22 くいもの屋　わん　大宮すずらん通り店 居酒屋 大門町1-17 丸藤ビル2F
①お会計より全品15%OFF
②単品飲み放題1520円→1000円(税込)
③乾杯ドリンク人数分サービス！

23 宮崎日南市　塚田農場　大宮東口店 居酒屋 宮町1-17　飯田ビル1階 乾杯ドリンク1杯無料！(生ビールもOK)

24 甘味＆広島焼き さくら小路茶房 田むら 甘味処・お好み焼 大門町1-14-5 お会計より10％OFF

25 わからず屋　本店 居酒屋 宮町1-71 お料理全品20％OFF または 合計ご飲食より10％OFF

26 龍馬　軍鶏農場　大宮東口店 居酒屋 宮町1-49 FUJI BUILDING 1F
①お会計10％OFF
②2時間飲み放題1,500円→1,000円
※①②どちらか

27 ポプラ 洋食 大門町1-13 グラスワインorシャーベットを無料サービス

28 銀座ライオン　大宮東口店 ビアレストラン 大門町1-17-8 いろはビル１F 生ビール(小)1杯サービス！

29 ろばた家 むさし　大宮店 居酒屋 大門町１-15－2 ドリンクお1人様1杯無料サービス！

30 カフェ＆デリ　伯爵邸 カフェ・喫茶 宮町1-46 生ビールorソフトドリンクお1人様1杯サービス

31 筑前屋　大宮店 居酒屋 宮町1-95
裏メニュー「ハツのゆずこしょうあぶり」
(480円相当)を1皿サービス！

32 庄や　大宮東口店 居酒屋 宮町2-28 あじせんビル 1階 ファーストドリンクお1人様1杯サービス


