
報道機関 各位                

浦和レッズとの連携による地域経済活性化

「サッカーのまち 浦和応援デー」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、浦和レッズとの

連携による「サッカーのまち 浦和応援デー」を実施します。

 １０月以降の浦和レッズ及び浦和レッズレディースホームゲーム開催日に、浦和駅

周辺商店街の参加店舗において試合観戦者を対象とした割引等の特典サービス情報を

提供することにより、試合観戦前後のまちなかへの誘客を促進いたします。

１ 目的

埼玉スタジアム２〇〇２及び浦和駒場スタジアムにおける試合観戦者を対象に、浦

和駅周辺商店街において利用可能な割引等の特典サービス情報を提供することにより、

試合観戦日における浦和駅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 協力

浦和レッズ

３ 実施概要

（１）実施内容

埼玉スタジアム２〇〇２における 2019 シーズン J1 リーグ及び浦和駒場スタジアム

における 2019 なでしこリーグの試合観戦者を対象とした割引等の特典サービスを実

施する店舗情報を、特典サービス実施の対象試合開催日に浦和駅、東浦和駅、浦和美

園駅周辺におけるチラシ配布等により提供いたします。 

特典サービス実施日に、参加店舗において当日観戦チケット、またはシーズンチケ

ットを提示すると、割引等の特典サービスを受けることができます。 

また、埼玉スタジアム２○○２「サッカーのまち 浦和シート ※」で観戦された方、

または浦和レッズレディース戦を観戦された方は、更に追加サービスを受けることが
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できます。

なお、本事業の実施については、浦和駅中ノ島地下通路に設置されているデジタル

サイネージにおいても周知いたします。 

※「サッカーのまち 浦和シート」とは、浦和レッズがホームタウンの方により多くご来場いただきたい

という思いから、主にホームタウン在住の方や新たに転入された方を対象に「サッカーのまち浦和」な

らではのお楽しみがあるメインロアースタンド南側に新設した観戦シートのこと。

（２）各参加店舗における特典サービス実施日

浦和レッズ及び浦和レッズレディースのホームゲーム（全５試合）開催日に実施し

ます。

（３）参加店舗

主に飲食、小売、生活関連サービスを中心に、下記のとおり３２店舗が特典サービ

スを実施します。なお、各参加店舗は特典サービス実施店の目印として、店舗入口等

にステッカー表示、のぼり掲出をしています。

●浦和レッズホームゲーム開催日

No. 開催日 キックオフ 対象試合 対戦チーム 会場

1 10月6日（日） 17:00 J1リーグ第28節 清水エスパルス

2 10月18日（金） 19:30 J1リーグ第29節 大分トリニータ

3 11月23日（土・祝） or 同月5日（火）※ 14:00 or 19:00 J1リーグ第32節 川崎フロンターレ

4 12月7日（土） 14:00 J1リーグ第34節 ガンバ大阪

※AFCチャンピオンズリーグ2019において浦和レッズが決勝に進出した場合、開催日が11月5日（火）19:00キックオフに変更になります。

●浦和レッズレディースホームゲーム開催日

No. 開催日 キックオフ 対象試合 対戦チーム 会場

1 10月27日（日） 14:00 なでしこリーグ1部第17節 伊賀フットボールクラブくノ一 浦和駒場スタジアム

埼玉スタジアム２〇〇２

▲ 浦和駅中ノ島地下通路におけるデジタルサイネージの配置 ▲ デジタルサイネージにおける表示
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NO 店舗 所在地 業種 特典サービス 追加サービス

1 Coeur Vierge（クールヴェルジュ） 仲町2-13-14 生花店 フラワーショップ商品10％オフ
お花をお買い上げのお客様に
Thank you! ブーケ（¥390税別）をプレゼント

2 SOMETHING サムシング浦和本店 仲町2-1-5 イタリアン お会計額より5%オフ グラスワイン一杯サービス

3 田の十 仲町1-8-12 焼肉屋 ご飲食代より5％オフ ドリンク1杯サービス

4 やまいち家 仲町1-5-1-2F 居酒屋 お会計額より10%オフ 刺身1点サービス

5 キャンティパパ 東高砂町14-6 イタリアン お会計額より10％オフ 小生ビールorグラスワインサービス

6 高砂や 東仲町9-3 和菓子屋 お会計額より10％オフ ドラヤキ1個サービス

7 婦人服専門店 ファッションハウス ノザキ 本太1-37-14 婦人服 全商品20％オフ 靴下1足プレゼント

8 CUT・スタジオ Te・ん 東高砂町8-3 美容室 カット料金半額（シャンプー・ブロー付） パーマ、カラー、カット3点 6,000円 女性限定

9 手焼せんべい 内田屋 本太2-1-4 煎餅屋 全品（サービス品除く）30％オフ 堅焼きせんべい 1枚サービス

10 手打ちそば 梅玉 高砂2-2-2 そば お会計1,000円以上で50円引き 小生ビールorソフトドリンクサービス

11 炭火 焼肉 萬大 高砂2-11-13-1F 焼肉屋 お会計額より5％オフ ナムル盛り合わせサービス

12 椿山荘（浦和ワシントンホテル12F） 高砂2-1-19-12F 懐石・飲食 お会計額より10％オフ ドリンク1杯サービス

13 TINA LOUNGE（浦和ワシントンホテル1F） 高砂2-1-19-1F スポーツバー 17:30以降ご来店 飲食合計10%オフ ポストカードプレゼント

14 いっさい 高砂1-15-1伊勢丹店内 天ぷら・和食 お会計額より10％オフ 小生ビールorソフトドリンクサービス

15 アズーリ クラシコ 高砂1-15-1 伊勢丹店内 イタリアン料理 お会計額より10％オフ ドリンク1杯サービス

16 麻布茶房 高砂1-15-1 伊勢丹店内 和食・甘味・喫茶 お会計額より5％オフ ドリンク1杯サービス

17 つな八 高砂1-15-1 伊勢丹店内 天ぷら・和食 お会計額より5％オフ ウーロン茶サービス

18 彩懐石 うらわ高砂 高砂1-14-2 懐石・飲食 お会計額より5%オフ 乾杯ドリンク１杯サービス

19 和真 浦和本館 高砂1-13-2 メガネ
メガネ一式、フレーム、レンズ
サングラス購入時5%オフ

更に税込5,000円以上お買上げの場合は
「浦和レッズアイチャート」を1枚プレゼント

20 和真 浦和県庁通り店 高砂2-1-1 メガネ
メガネ一式、フレーム、レンズ
サングラス購入時5%オフ

更に税込5,000円以上お買上げの場合は
「浦和レッズアイチャート」を1枚プレゼント

21 江戸前がってん寿司 浦和西口店 高砂2-6-13 寿司 お会計額より10％オフ お好きなドリンクをお一人様につき1杯サービス

22 ヘアートリップうらわ 東仲町1-15-3A 理容店
カット料金半額
（顔剃り、シャンプー、ブロー付）

石鹸シャンプープレゼント

23 薬膳鍋粥 なつめ庵 仲町1-11-2-201 粥・薬膳料理 お会計額より5％オフ 自家製ドリンク1杯サービス

24 Melty浦和 仲町2-2-2 ボディサロン お会計額より5％オフ 次回予約時10分延長サービス

25 ぱいかじ 浦和パルコ店 東高砂町11-1 浦和パルコ5F 沖縄料理 お会計額より10％オフ ドリンク1杯サービス

26 りゅうらーめん浦和店 高砂1-5-9 らーめん・中華 お会計額より50円お値引き 大盛りorトッピング（100円）サービス

27 ビストロやま 高砂3-1-4 埼玉会館1F フランス料理 お会計額より5％オフ ドリンク1杯サービス　

28 石塚とうふ店 本太2-9-7 豆腐 お会計額より10％オフ 自家製商品1品半額

29 ラ ココリコ浦和店 仲町1-2-3 イタリア料理 お会計額より10％オフ 乾杯用スパークリングワイン1杯サービス

30 タイ料理 ディージャイ 仲町1-10-11 タイ料理 お会計額より5％オフ ミニデザートサービス

31 タピパンダ 高砂2-8-9 ナカ銀座 タピオカ飲料 お会計額より50円お値引き タピオカシングル増量サービス

32 やきとり チキンエイト 高砂2-8-13 ナカ銀座 居酒屋 お会計額より200円お値引き 串1本サービス

▲ 特典サービス実施店であることを表示するステッカー及びのぼり


