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世界トップ選手が駆け抜けるハイスピードな周回レース！

『J:COM presenrs 2019 ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム』とは？

『J:COM presenrs 2019 ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム』とは？

●大会公式HPに貴社リンク掲出をご希望の場合は、□をつけてください。

スタート／フィニッシュ
エリア観戦プラン

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

レース満喫プラン

スタート／フィニッシュ

LEDビジョン

2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム「オフィシャルサポーターズ」会員規約 (裏面参照 )について同意のうえ、以下に申込みます。
上記同意について、□欄に　印を記入願います。

J:COM presents 2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムオフィシャルサポーターズ申込書

FAX番号：03-6332-8811
同意します

大会公式HPにリンク掲出を希望します

法人サポートプラン

個人サポートプラン

法人サポートプラン（会員加入費 50,000 円 + 送料 1,000 円 =51,000 円）×

選手ふれあいプラン （会員加入費 100,000 円 + 送料 300 円 =100,300 円）×
レース満喫プラン （会員加入費 100,000 円 + 送料 300 円 =100,300 円）×

コース沿道観戦プラン （会員加入費 5,000 円 + 送料 300 円 =5,300 円） ×

（会員加入費 30,000 円 + 送料 300 円 =30,300 円） ×
（会員加入費 10,000 円 + 送料 300 円 =10,300 円） ×

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
●ご記入いただいたご担当者様宛てにご請求書を郵送いたします。
●ご請求書に記載の銀行口座へ記載の金額をお振込みください。

個人サポートプラン（選手ふれあいプラン・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・コース沿道観戦プラン）
●お申込みの方宛てにお振込みのご案内を申込書にご記入のメールアドレスまたは住所にお送りします。
●お振込みのご案内に記載の銀行口座へ記載の金額をお振込みください。

■ 料金のお支払いについて

■ 特典の発送・受け渡しについて

■ 大会公式HPへの貴社リンク掲出について

■ お問い合わせ
2019さいたまクリテリウムオフィシャルサポーターズ事務局
TEL：03-6672-5688（平日 10 時～17 時）　E-MAIL：info@criterium.jp

下記に必要事項をご記入のうえ、FAXしてください。

日  程：2019 年 10 月 27 日（日）
場  所：さいたま新都心駅周辺
今回で7回目となる、世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」
の名を冠した自転車競技イベント、それが『J:COM presents 2019ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウム』。
今年のツール・ド・フランス本大会で大活躍したスーパースター達が集結し、さ
いたま新都心駅周辺の特設コースで熱戦を繰り広げます。
世界約190カ国に国際中継されるグローバルなツール・ド・フランスブランドを
そのままに、ツール・ド・フランスが持つ価値、メッセージ、そして魅力を日本に
いながら体感できるチャンスが今年も「さいたま」にやってきます。

舞台はさいたま新都心の高層ビル群。今年は2016年大会以来3年振りにさい
たまスーパーアリーナ内を通過するコースへ。J:COM presents 2019ツール・
ド・フランスさいたまクリテリウムでは、1周約3.5kmの周回コースを走行しま
す。市街地などに距離の短い周回コースを設定し、それを何週もする形式のロー
ドレースが『クリテリウム』です。フィニッシュ直前に繰り広げられる白熱のゴー
ルスプリントなど、世界トップの選手たちが駆け抜ける、ロードレースのスピード
感と迫力を間近で体験できる、魅力的なレースを是非お楽しみください。

世界トップ選手が駆け抜けるハイスピードな周回レース！

法人サポートプラン 個人サポートプラン

法人サポートプラン 個人サポートプラン
2019年 7月10日（水）正午～2019年 10月16日（水）正午まで

大会公式 HP への貴社名掲出や
オフィシャルサポーターズヴィレッジ入場券をご用意。

法人サポートプラン ※個人でも
　お申込み
　いただけます。

50,000 円／ 1 口

限定
150口

とにかくスタート / フィニッシュの近く！スタート / フィニッシュ
ゲート周辺のプレミアムな空間で観戦したいという方はこちら！

レース満喫プラン 100,000 円／ 1 口

限定
70口

さいたまスーパーアリーナ内の指定席で
楽しみたい方はこちら！

アリーナスタンド観戦プラン 10,000 円／ 1 口

限定
1,400口

とにかく選手の近く！選手ピット周辺の
プレミアムな空間で観戦したいという方はこちら！

選手ふれあいプラン

さいたまスーパーアリーナ周辺観戦エリア

100,000 円／ 1 口

限定
70口

スタート / フィニッシュエリアの指定席で
レースの醍醐味を味わいたい方はこちら！

スタート/ フィニッシュ
エリア観戦プラン 30,000 円／ 1 口

限定
80口

屋外での立ち見観戦に加え、「オフィシャルサポーターズ
ヴィレッジ」も楽しみたい方はこちら！

コース沿道観戦プラン 5,000 円／ 1 口

限定
820口

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は、「さいたま市『ふるさと応援』寄附」で
オフィシャルサポーターズに無料で登録できます。
詳しくはさいたま市webサイトをご覧ください。
https://www.city.saitama.jp/004/006/011/p059998.html

サポーターズは６種類！

さいたまクリテリウムオフィシャルサポーターズ大募集！

オフィシャルサポーターズヴィレッジ・観戦エリアのご案内

オフィシャルサポーターズヴィレッジ

屋内またはコース沿道でレース観戦を楽しめる！
ピットエリアでの選手の様子やステージでの
表彰式を観戦するなど様々な楽しみ方ができます。

特徴 スタート/ フィニッシュ周辺観戦エリア

スタート/フィニッシュに設けたエリアは、
白熱したレース展開が期待され、
レースを楽しむには最高の環境です。

特徴

※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等の詳細が決まり次第、コースレイアウト及

び観戦エリアの内容が、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。
※「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HPをご覧くだ
さい。

今年はさいたまスーパーアリーナ内に「オフィシャルサポーターズヴィレッジ」を設置します！
「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。
※詳しくは随時更新する大会公式HPをご覧ください。

一般社団法人さいたまスポーツコミッションは、事業活動を通じて取得した個人情報の保護は、法令上の義務であると同時に社会的責務と認識し、その取扱いにつきましては、2019 ツール・ド・フランスさいたま
クリテリウム「オフィシャルサポーターズ」会員規約に基づき、適正な利用と管理に努めます。

法人サポートプラン ： 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
個人サポートプラン ： 観戦エリア入場券は10月中旬から発送予定

オリジナルグッズについては大会当日受け渡しいたします。 受け渡し方法は事務局よりお知らせいたします。

応 募 方 法

応 募 期 間 特典の発送・受け渡しについて

WEBとFAXの２通りでお申込みいただけます 先着順での受付となります

クレジットカードにてお支払いとなります。詳しくは大会公式HPをご覧ください。

WEBからも専用FAX用紙がダウンロードできます。

http://saitama-criterium.jp/

■料金お支払い方法

●ご記入いただいたご担当者様宛てにご請求書を郵送いたします。
●ご請求書に記載の銀行口座へ記載の金額をお振込みください。

（選手ふれあいプラン・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・コース沿道観戦プラン）

●お申込みの方宛てにお振込みのご案内を申込書にご記入のメールアドレスまたは住所にお送りします。
●お振込みのご案内に記載の銀行口座へ記載の金額をお振込みください。

※上記期間中でも各会員種別（プラン）において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。
※お一人様でも、複数の会員種別（プラン）にお申込みをいただけます。
※特典内容の詳細やご来場にあたっての注意事項などは、特典発送の際などに改めてご案内いたします。

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

観戦エリア入場券は10月中旬から発送予定
オリジナルグッズについては大会当日受け
渡しいたします。受け渡し方法は事務局より
お知らせいたします。

「J:COM presents 2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」は、大会として今年で7回目の開催となります。今年から主催が、さいたま市から
「一般社団法人さいたまスポーツコミッション」（以下SSC）に変わりました。
　SSCは、〝スポーツで地域活性化〝のために、その趣旨に関わる多くを担い発展させることを企図して設立された団体です。
　行政の力と民間の思考や人材とをハイブリッドで最大限活用し、５年から10年の視野で「さいたま」を、日本を代表するスポーツブランド都市にする
ために、スポーツ全般で地域が元気になる取り組みやハードとソフトの企画・運営などを多角的に推進していく必要があります。その一環として、自転
車の文化・まちづくりをさいたま市と連携して進めていかなくてはなりません。
　さいたまの自転車文化を三角形に例えると、その頂点に、フランスの文化を代表する世界最高峰の自転車レース「ツール・ド・フランス」の名を冠した
「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」が存在しており、この大会の意義を十分に活用して、三角形の裾野まで自転車文化を拡大していくべきと
考えています。
　自転車ファンのみならず、市民の皆さまと自転車との接点をいかに多様化させることが出来るかがこのイベントをさいたま市が続けてきた意義とな
り、有効活用であり、365日の自転車文化をさいたまで拡大発展させる、「きっかけ」にしなくてはなりません。
　6年前から継続している「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」は、今後も拡大・発展させるためにはSSCとさいたま市が連携を、より一層強固
にすることが必須です。私も、その前提で民間の思考を注入したいと考えています。
　これからも引き続き、さいたま市民の皆さま、オフィシャルサポーターの皆さま、ご理解とご協力とご参加とご興味ご関心を心よりお願い申し上げます。

一般社団法人さいたまスポーツコミッション　会長　池田　純

先着順受付：応募期間 ２０１９年７月１０日（水）正午～２０１９年１０月１６日（水）正午まで

オフィシャルサポーターズ募集のご案内
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※写真は過去大会のものでイメージとなります。

アリーナスタンド観戦プラン

チームピット チームピット

ステージ

LEDビジョン

選手ふれあいプラン選手ふれあいプラン

コース沿道観戦プラン／法人サポートプラン

オフィシャルサポーターズ
ヴィレッジ

観戦エリア
イメージ図

観戦エリア
イメージ図

10.27 SUN
さいたま新都心駅周辺　サイクルフェスタ /さいたまるしぇ　同日開催

www.saitama-criterium.jp

※金額はすべて税込です。※お振込み手数料はお申込み者様のご負担とさせていただきます。※何口でもお申込みいただけます。

※金額はすべて税込です。※お振込み手数料はお申込み者様のご負担とさせていただきます。※何口でもお申込みいただけます。

口＝お申込み額

口＝お申込み額

口＝お申込み額

口＝お申込み額

口＝お申込み額

http://saitama-criterium.jp/

本パンフレットの専用FAX用紙でお申込みください。

WEB

FAX




