
ファンクラブ入会案内

新規入会方法

2017シーズンの入会受付は

2017年8月31日（木）まで

WEBまたはスタジアムでのお申し込みが簡単＆おトク！

いつ入会しても、年会費は同じなので、
早く入会したほうがおトクです。

2016シーズン、ご好評いただいたプラチナコースを追加募集します！
追加募集期間内はプラチナへのコース変更、ならびに新規入会が可能です。

プラチナコースは定員に達し次第終了となります。WEBで定員に達した場合、スタジアム受付は行いませんのでご了承ください。

シーズンチケットをご購入いただくみなさまへ
●シーズンチケットをご購入されるみなさまのファンクラブ入会を必須とさせていただいております。シーズンチケットは1会員につき1席のみ 
購入可能です。複数枚のシーズンチケットをご購入される方は、お連れの方のファンクラブ入会をお手続きください。

●シーズンチケットをご購入いただいたみなさまには、1席につき1枚のグランパスmanaca（ワンタッチパスカード）をお持ちいただきます。

株式会社 名古屋グランパスエイト　〒460－0008 愛知県名古屋市中区栄5－28－12 名古屋若宮ビル4F

ファンクラブ入会に関するお問合せ　TEL.052-308-8758 （火～土〈祝日を除く〉10：00～18：00）
※本パンフレット掲載の金額表示はすべて税込です。

プラチナコースを200名追加募集

受付開始日 方法 会費お支払い方法 決済手数料

WEB 9月30日（金） 
12：00

パソコン・スマホで
https://club.nagoya-
grampus.jp/gw/register/ 

クレジットカード 無料

コンビニ 216円

スタジアム 10月1日（土） ホームゲーム開催日にファンクラブブースにて受付。 現金 無料

郵送 10月1日（土）

専用申込書または公式サイトファンクラブページより入
会申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
下記宛先までお送りください。

※恐れ入りますが、切手代（82円）のご負担をお願いいたします。

コンビニ 540円

追加募集期間 方法 会費お支払い方法 決済手数料

WEB 9月30日（金）12：00～

コース変更 公式サイト マイページ コンビニ 216円

新規入会
パソコン・スマホで
https://club.nagoya-
grampus.jp/gw/register/ 

クレジットカード 無料

スタジアム
10月1日（土）10：30～
アビスパ福岡戦
パロマ瑞穂スタジアム

ファンクラブブースにお越しください。
※コース変更をご希望の方は、2016シーズン会員証をお持ち
ください。

クレジットカード 無料

現金 無料

先着200名様の募集です。

［公式サイト］ http://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

〒460－0008 愛知県名古屋市中区栄5－28－12
名古屋若宮ビル4F
グランパスファンクラブ事務局 宛

プラチナコースは
入会方法が異なります

ゴールド レギュラー ルーキー

プラチナ



あなたの想いが、
チカラになる。

グランパスファンクラブは観戦スタイル   に合わせて選べる4つのコース！
プラチナ
年会費：30,000円

ゴールド
年会費：10,000円

ルーキー
年会費：1,000円

レギュラー
年会費：3,000円

至高のサポーターライフを
味わいたいあなたに
プラチナコースでしか手に入らない、
特別な特典をご用意したコース

充実のチケット特典でスタジアム
観戦を満喫したいあなたに

パワーアップした招待券が2枚ついた、
指定席で試合観戦するあなたにぴったりのコース

お手軽にファンクラブ会員に
なりたいあなたに

チケットやグッズの割引特典がついたおトクなコース

チームや選手を身近に感じられる特典で
サポーターライフを楽しみたいあなたに

試合観戦はもちろん、限定イベントやグッズで
スタジアム観戦をより楽しむコース

たとえば「頑張れ！」という声に背中を押されて、もう一歩足を踏み出す―。
そんな経験が誰にでもあるように、ファンクラブ会員のみなさまの声援は

いつも選手たちのチカラです。
選手たちをもっと後押しするために、ファンクラブはひとりでも多く、

みなさまの想いをひとつに集め、もっと大きなチカラに変えて、選手たちに届けます。
観戦スタイルに合わせて選べる4つのコースで、あなたらしく、力強く。

あなたの想いと声で、選手たちの背中を押してください。

P.8 P.10 P.14P.12

●各コースとも入会初年度のみ、入会金（1,000円）が必要です。　●金額表示はすべて税込です。

プラチナ ゴールド レギュラー ルーキー
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サポーターの証「12」
※ナンバーは「12」のみとなります

輝くプラチナカラーで
ネーム&ナンバーが入る

ご自身の名字、名前、
プリントなしが選べます

※特典の画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
特典のカテゴリーによってカラーを分けています。　入会・継続特典：■　チケット：■　グッズ：■　イベント：■　情報：■　その他：■

※2017年1月発売号～12月発売号
までをお届けします。

※ユニフォームデザインは、
2017シーズンの新モデルとなります。

2017シーズン新モデル!
選手と同じユニフォームに、

あなたの名前を。

プラチナMyName
ユニフォーム

なかなか手に
入らない貴重品。

試合メンバー表

対象コース：

グランパスの
最新情報が毎月届く。

月刊「Grun」
年間購読

対象コース：

自分の
好きな席が選べる!

座席指定購入

チケット優先販売日より
1日早く購入できる!

チケット超優先販売

チケットが一般発売より
早く購入できる!

チケット優先販売

対象コース：

家族や仲間を誘って
観戦できる。

自由席招待券１枚
［WEB事前申込み］

対象コース：

［ 最大3,600円相当 ］

ネームタグにご自身のお名前と
会員番号が入ります

すべてのカテゴリーから
選んで使える招待券。

全席種招待券２枚
［WEB事前申込み］

［ 最大14,400円相当 ］

プラチナカラーでネーム&ナンバーが
入れられるのは、プラチナコースだけ!

ファンクラブ会員になるとうれ しい楽しい特典が盛りだくさん！

ありがとうの
想いを込めて。

8年間継続
記念品

対象コース：

スタジアムで繰り広げられる、
様々なイベントに参加。

スタジアム
イベント応募権

好きな座席を
選んで買える！

NEW

NEW

NEW

対象コース：
プラチナ

プラチナ

プラチナ

プラチナ

いつまでも、
これからも、いつまでも。

継続年数に「8」のつく記念の年に
特別な記念品をお届けします。

Forever8
記念品

対象コース：
プラチナ ゴールド

対象コース：
プラチナ ゴールド

対象コース：
プラチナ ゴールド

ゴールド

毎年デザインが変わる
スポーツタオルを

新規＆継続の方にプレゼント！

ファンクラブ
タオル

対象コース：
プラチナ ゴールド レギュラー

対象コース：
プラチナ ゴールド レギュラー

レギュラー

レギュラー

対象コース：
プラチナ ゴールド レギュラー

レギュラー

ルーキー

ルーキー

ファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれファンクラブ会員になるとうれ しいしいしいしいしい楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！楽しい特典が盛りだくさん！しい楽しい特典が盛りだくさん！
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\特典招
待券について /座席指定購入が全コースに拡大！

すべてのカテゴリー※で使える
全席種招待券2枚［WEB事前予約］が登場！

レギュラーコースの特典に
自由席招待券1枚［WEB事前予約］がついてくる！

パロマ瑞穂スタジアム 豊田スタジアム

チケット購入がより便利になりました！ これまでプラチナ・ゴール
ドのみの特典だった座席指定購入を全コースへと拡大。さらに
試合日のキックオフまで購入できます。すべての会員さまが、
お好きな指定席の座席を選択してご購入いただけます。

プラチナ・ゴールドの会員特典だった招待券が、カテゴリー4
限定から全席種を選べるチケットへ変更になりました。全席
種招待券（2枚）を使うと、カテゴリー1からホームサポータ
ーズシートまで、お好きなカテゴリーでご観戦いただけます。

レギュラー会員のみなさまには、自由席（カテゴリー4・5・
ホームサポーターズシート）のどこでも使える招待券
（1枚）が特典についています！

POINT

1

POINT

2

POINT

3

2016 シーズン 2017 シーズン

対象コース：

対象コース：

■カテゴリー4  ■ホームサポーターズシート　■カテゴリー5（瑞穂のみ）

好きなカテゴリーで
観られなかった
特典招待券がカテゴリー4限定のため、
他カテゴリーを選べませんでした。

プラチナ カテゴリー1からホームサポーターズシート
まで、お好きなカテゴリーが選べます。
※一部席種を除くゴールド

レギュラー 自由席（カテゴリー4・5・ホームサポーターズシ
ート）の中から、お好きなカテゴリーが選べます。

カテゴリーが選べる
ようになりました！

シーズンチケットを
買っているのに

友達と一緒に観られなかった
カテゴリー4以外のシーズンチケットお持ちの方が、
お連れの方と隣どうしの席を選べませんでした。

アディショナルサービス　シーズンチケットをご購入されていない同伴者の方と
一緒にご観戦いただく場合、隣どうしのお席をご用意します。

◯チケットが完売した対象試合・カテゴリーでは、特典招待券がご利用できません。
◯特典招待券は、天皇杯、アウェイゲーム等、一部の試合が対象外となります。

プラチナ シーズンチケットをお持ちの方は、アディショナ
ルサービスと合わせて使うことで、お持ちのシ
ーズンチケットと同じカテゴリーの隣どうしの席
で観ることができます!
※スタジアムのチケット売場で当日のみのお申込みとなります。

ゴールド

レギュラー

隣どうしの席で
観戦できる！

人気の試合で
使えなかった

チケットの販売状況によって、特典招待券が
使用できないことがありました。

プラチナ
販売中のチケットの中からお好きな試合を
選べます!ゴールド

レギュラー

行きたい試合で
使用可能に！

ファンクラ
ブ会員なら

好きな座席
を

選んで買
えるよ！

選べる席
が多くて

迷っちゃう
ね！

レギュラー
コースの

みんなも

特典招待
券が

もらえるよ
！

特典招待券が
使えるかが分からなかった
試合直前にならないと、特典招待券が使用できるか

どうかが分かりませんでした。
プラチナ 一般販売日の1週間後からWEBで予約が

できるため、あらかじめ試合観戦の予定を
立てることができます。

ゴールド

レギュラー

WEBで
事前予約ができる！

特典招待券
でこんな経

験

ありません
でしたか？

2017シーズンは、特典 がさらにパワーアップします！

好きな座席を
選んで買える！

対象コース：
プラチナ

プラチナ

ゴールド

ゴールド

レギュラー

レギュラー

ルーキー

※Sスタンドはアウェイサポーターズシートとなる場合があります。
※メイン・バックスタンド、Sスタンドのホームサポーターズシートは閉鎖となる場合があります。

※一部席種を除く

2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典2017シーズンは、特典 がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！がさらにパワーアップします！
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スタジアム来場プレゼント
ホームゲームのファンクラブブースで、来場記
念品をお渡しします。

至高のサポーターライフを味わいたいあなたに

プラチナコース700名様限定

プラチナMyNameユニフォーム
2017シーズン新デザインのオーセンティックユニフォーム（選手着用モデル）にあな
たのお名前とナンバーが輝くプラチナカラーで入ります！

試合メンバー表
両チームのスターティングメンバーなど選手情
報が記載された関係者用メンバー表をプラチナ
会員のみなさまだけに特別にお渡しします。

ファンクラブガイドブック
グランパスファン初心者
でも、これさえあれば大
丈夫!! 選手の写真やプロ
フィール・試合情報・ファ
ンクラブ特典などがこの
1冊で分かります！

座席指定購入
指定席の購入時に、お好きな座席を選んでチケ
ットが購入できます。

小学生サッカー教室応募権
スタジアムやテレビで観ている選手たちと、ク
ラブハウスのグラウンドでサッカーをしながら、
楽しめるチャンスです！

プレミアムチケット購入権
「選手バスお出迎え」や「エスコート隊」などに
参加できる、イベントつきチケットが通常前売価
格で購入できます。

スタジアムイベント応募権
試合日に行われる人気のスタジアムイベントに
参加できます。

GRAMPUS Information
選手や試合情報をメールでお届けします。

会員証
グランパスファンの証！ 毎年変わるデザインの
カードにお名前と会員番号を印字して、あなた
だけの会員証をお届けします。

ファンクラブタオル
オリジナルデザインのスポーツタオルはファン
クラブ会員だけの限定アイテムです。

オフィシャルイヤーブック
［早期入会特典］
グランパスのすべてが詰まったオフィシャルイ
ヤーブックを早期入会の方にお届けします。

Forever8記念品
ファンクラブ継続18年目・28年目･･･、入会して
から「8」のつく年数となったみなさまだけに特別
な記念品をお届けします。

8年間継続記念品
グランパス「エイト」にちなみ、
ファンクラブ継続８年目の
みなさまだけに特別な記念品
をお届けします。

チケット手数料無料
発券手数料&システム利用料&決済手数料 
（1枚最大540円）が無料!!

シーズンチケット購入権
1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入
いただけます。

グッズ優先販売
一般のみなさまに先行して、ユニフォームなどが
購入できます。

ファン感謝デー［2名さまご招待］

みなさまをおもてなしする盛りだくさんの内容
で、選手たちともふれあえるイベントです。

全席種招待券２枚
［WEB事前申込み］

お好きな試合で、全席種の中からお好きなカテゴリーを選んで
使える引換券が２枚ついています。指定席の場合は、座席も選
ぶことができます。シーズンチケットをお持ちの方も、カテゴリ
ーを問わず、お連れの方を誘っていただきやすくなりました！

「月刊Grun」年間購読
中日新聞社発行のサポーターズマガジン
「Grun」を毎月ご自宅にお届けします。

ご招待券2枚＋購入権1枚

※やや細身の仕上がりとなります。ゆったりめで着用される場合は、ワンサイズ上位のものをご検討ください。

S M L XL 2XL 3XL
身長（cm） 162～168 167～173 172～178 177～183 182～188 187～193

胸囲（cm） 85～91 89～95 93～99 97～103 101～107 105～111

ウエスト（cm） 71～77 75～81 79～85 83～89 87～93 91～97

会報誌「GRAFAN♪」
選手たちをより身近に感じられる、
プライベート情報も満載の会報誌
「GRAFAN♪」をお届けします。

NEW

プラチナコースは
すべての特典を
網羅している！
継続年数：6年

自分だけのオリジナル
ユニフォームが

手に入るのが魅力です！
継続年数：11年

大好きなグランパスに
誰よりも貢献できる
コースです♪
継続年数：18年

いつもスタジアムに
行く人にとっては
試合のメンバー表が
うれしい記念品です！

継続年数：9年

サポーターの証「12」
※ナンバーは「12」のみとなります

輝くプラチナカラーで
ネーム&ナンバーが入る

ご自身の名字、名前、
プリントなしが選べます

※ナンバーは「12」のみとなります※ナンバーは「12」のみとなります

MEMBER’S VOICE

※特典の画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

入会金：1,000円
年会費：30,000円

プラチナ★限定特典

［ 最大14,400円相当 ］

チケット超優先販売
ファンクラブのチケット優先販売日よりさらに 
１日早く、チケットが購入できます。

ホームゲームチケット割引
グランパスチケットス
トア・試合会場チケッ
ト売場が対象。 5OFF

%

グッズ割引
試合会場オフィシャル売
店&グランパス･ダイレ
クト（インターネット販
売）が対象。

10
OFF

%

ネームタグにご自身のお名前と
会員番号が入ります

プラチナカ
ラーで

ネーム&ナ
ンバーが

入れられる
のは、

プラチナコ
ースだけ!

!

プラチナ
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入会金：1,000円
年会費：10,000円

充実のチケット特典でスタジアム観戦を満喫したいあなたに

ゴールドコース

全席種招待券２枚
［WEB事前申込み］

お好きな試合で、全席種の中からお好き
なカテゴリーを選んで使える引換券が２枚
ついています。指定席の場合は、座席も
選ぶことができます。シーズンチケットを
お持ちの方も、カテゴリーを問わず、お連
れの方を誘っていただきやすくなりました！

小学生サッカー教室応募権
スタジアムやテレビで観ている選手たちと、ク
ラブハウスのグラウンドでサッカーをしながら、
楽しめるチャンスです！

スタジアムイベント応募権
試合日に行われる人気のスタジアムイベントに
参加できます。

グッズ優先販売
一般のみなさまに先行して、ユニフォームなどが
購入できます。

ファン感謝デー［1名さまご招待］

みなさまをおもてなしする盛りだくさんの内容
で、選手たちともふれあえるイベントです。

Forever8記念品
ファンクラブ継続18年目・28年目･･･、入会して
から「8」のつく年数となったみなさまだけに特別
な記念品をお届けします。

チケット超優先販売
ファンクラブのチケット優先販売日よりさらに
１日早く、チケットが購入できます。

オフィシャルイヤーブック
［早期入会特典］
グランパスのすべてが詰まったオフィシャルイ
ヤーブックを早期入会の方にお届けします。

ご招待券1枚＋購入権1枚

お持ちの方も、カテゴリーを問わず、お連
れの方を誘っていただきやすくなりました！

チケット特典や
来場プレゼントなど
特典が盛りだくさん！

継続年数：8年

特典が盛りだくさんで、
チケットの

超優先販売がうれしい！
継続年数：9年スタジアムの抽選会に

参加できて、素敵な
プレゼントがもらえます！

継続年数：3年

特典の招待チケットを使えば、
家族みんなで来場できます！

継続年数：8年

グッズ割引
試合会場オフィシャル売
店&グランパス･ダイレ
クト（インターネット販
売）が対象。

10
OFF

%

MEMBER’S VOICE

※特典の画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

NEW

Forever8記念品
ファンクラブ継続18年目・28年目･･･、入会して
から「8」のつく年数となったみなさまだけに特別

ネームタグにご自身のお名前と
会員番号が入ります

8年間継続記念品
グランパス「エイト」にちなみ、ファンクラブ継続
８年目のみなさまだけに特別な記念品をお届け
します。

ファンクラブガイドブック
グランパスファン
初心者でも、これ
さえあれば大丈
夫!! 選手の写真
やプロフィール・
試合情報・ファン
クラブ特典などが
この1冊で分かり
ます！

GRAMPUS Information
選手や試合情報をメールでお届けします。

会員証
グランパスファンの証！ 毎年変わるデザインの
カードにお名前と会員番号を印字して、あなた
だけの会員証をお届けします。

ファンクラブタオル
オリジナルデザインのスポーツタオルはファン
クラブ会員だけの限定アイテムです。

チケット手数料無料
発券手数料&システム利用料&決済手数料 
（1枚最大540円）が無料!!

シーズンチケット購入権
1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入
いただけます。

会報誌「GRAFAN♪」
選手たちをより身近に感じられる、
プライベート情報も満載の会報誌
「GRAFAN♪」をお届けします。

ホームゲームチケット割引
グランパスチケットス
トア・試合会場チケッ
ト売場が対象。 5OFF

%

座席指定購入
指定席の購入時に、お好きな座席を選んでチケ
ットが購入できます。

プレミアムチケット購入権
「選手バスお出迎え」や「エスコート隊」などに
参加できる、イベントつきチケットが通常前売価
格で購入できます。

スタジアム来場プレゼント
ホームゲームのファンクラブブース
で、来場記念品をお渡しします。

エスコート隊

カテゴリー
1から

ホームサポ
ーターズシ

ートまで

好きなカテ
ゴリーで

観戦できる
よ！

好きな座席を
選んで買える！

ゴールド

［ 最大14,400円相当 ］
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チケット手数料無料
発券手数料＆システム利用料＆決済手数料 
（1枚最大540円）が無料！

スタジアム来場プレゼント
ホームゲームのファンクラブブースで、来場記
念品をお渡しします。

スタジアムイベント応募権
試合日に行われる人気のスタジアムイベントに参加できます。

小学生サッカー教室応募権
スタジアムやテレビで観ている選手たちと、ク
ラブハウスのグラウンドでサッカーをしながら、
楽しめるチャンスです！

ファン感謝デー［購入権1枚］
みなさまをおもてなしする盛りだくさんの内容
で、選手たちともふれあえるイベントです。

会員証
グランパスファンの証！ 毎年変わるデザインの
カードにお名前と会員番号を印字して、あなた
だけの会員証をお届けします。

グッズ優先販売
一般のみなさまに先行して、ユニフォームなどが
購入できます。

自由席招待券１枚
［WEB事前申込み］

お好きな試合で、自由席（カテゴリー4・5・ホームサポーターズ
シート）の中からお好きなカテゴリーを選んで使えます。

ファンクラブガイドや
グッズ割引、来場プレゼント
など、特典が魅力的！

継続年数：6年

年会費に見合った
特典に満足しています！

継続年数：1年

タオルや会報誌など
様々な特典があって、

レギュラーコースでも大満足！
継続年数：9年

スタジアムでイベントの
抽選会に参加できる！

入会特典も盛りだくさんで
うれしい！
継続年数：2年

8年間継続記念品
グランパス「エイト」にちなみ、ファンクラブ継続
８年目のみなさまだけに特別な記念品をお届け
します。

MEMBER’S VOICE

座席指定購入
指定席の購入時に、お好きな座席を選んでチケットが購入できま
す。

プレミアムチケット購入権
「選手バスお出迎え」や「エスコート隊」などに
参加できる、イベントつきチケットが通常前売価
格で購入できます。

※特典の画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

ピッチサイド見学会

グラウンドキーパー体験

エスコート隊

グランパスフラッグ隊

NEW NEW

ファンクラブガイドブック
グランパスファン初心者でも、これさえあれば
大丈夫!! 選手の写真やプロフィール・試合情報・
ファンクラブ特典などがこの1冊で分かります！

チケット優先販売
一般のみなさまに先行して、チケットが購入でき
ます。

入会金：1,000円
年会費：3,000円

チームや選手を身近に感じられる特典で
サポーターライフを楽しみたいあなたに

レギュラーコース
ファンクラブタオル
オリジナルデザインのスポーツタオルはファン
クラブ会員だけの限定アイテムです。

ホームゲームチケット割引
グランパスチケットス
トア・試合会場チケッ
ト売場が対象。 5OFF

%

グッズ割引
試合会場オフィシャル売
店&グランパス･ダイレ
クト（インターネット販
売）が対象。

10
OFF

%

会報誌「GRAFAN♪」
選手たちをより身近に感じられる、
プライベート情報も満載の会報誌
「GRAFAN♪」をお届けします。

GRAMPUS Information
選手や試合情報をメールでお届けします。

シーズンチケット購入権
1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入
いただけます。

好きな座席を
選んで買える！

試合ごとに違う
イベントが楽しめるよ！

レギュラー

［ 最大3,600円相当 ］
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ファンクラブ会員向けの
メールが届いて、グランパスを

身近に感じられる！
継続年数：1年

プラチナ ゴールド レギュラー ルーキー

会 

費
入会金（新規入会時のみ） 1,000円

年会費 30,000円 10,000円 3,000円 1,000円

入
会
・
継
続
特
典

会員証 ● ● ● ●

プラチナMyNameユニフォーム ※1 ● － － －

ファンクラブタオル ● ● ● －

ファンクラブガイドブック ● ● ● ●

オフィシャルイヤーブック［早期入会特典］ ※2 ● ● － －

8年間継続記念品 ● ● ● －

Forever8記念品 ● ● － －

チ
ケ
ッ
ト

チケット超優先販売 ※3 ● ● － －

チケット優先販売 － － ● ●

座席指定購入 ※4 ● ● ● ●

全席種招待券２枚［WEB事前申込み］ ※5 2枚 － －

自由席招待券１枚［WEB事前申込み］ ※6 － － 1枚 －

ホームゲームチケット割引 5％OFF

チケット手数料無料 ※7 ● ● ● ●

シーズンチケット購入権 ● ● ● ●

プレミアムチケット購入権 ● ● ● －

グ
ッ
ズ

グッズ割引 ※8 10％OFF

グッズ優先販売 ● ● ● ●

イ
ベ
ン
ト

スタジアムイベント応募権 ※9 ● ● ● －

小学生サッカー教室応募権 ※10 ● ● ● ●

ファン感謝デー 招待券2枚・購入権1枚 招待券1枚・購入権1枚 購入権1枚

情 

報

ファンクラブ会報誌「GRAFAN♪」 ※11 ● ● ● －

試合メンバー表 ● － － －

「月刊Grun」年間購読 ※12 ● － － －

GRAMPUS Information ※13 ● ● ● ●

その他 スタジアム来場プレゼント ※14 ● ● ● －

※1：ネームは、入会時に登録いただく「名字」または「名前」または「プリントなし」のいずれ
かとなります。ニックネームなどは受付できません。ナンバーは「12」のみとなります。
2017シーズンユニフォームのデザインは変わります。

※2：早期入会期間（2016年11月30日）までに入会または継続手続きが完了した方のみが
対象です。

※3：チケット販売期間が短い場合は、超優先販売期間が短くなる場合があります。
※4：試合直前まで購入できます。WEBのみのサービスとなります。スタジアムのチケット

売場での座席選択はできません。
※5：セブンイレブン限定シート・ペアシート・アウェイサポーターズシートは対象外となり

ます。WEBでの事前予約が必要です。事前予約はチケット一般販売日の1週間後から可
能になります。販売中のチケットの中から、お好きな試合・カテゴリーが選べます。コン
ビニ受取をご希望の場合、発券手数料はお客様負担になります。QR会場発券の場合、発
券手数料は無料です。シーズンチケットをお持ちの方は、アディショナルサービスを使
って、隣の席をご用意することができます。ただし、スタジアムのチケット売場で当日
のみのお申込みとなります。

※6：アウェイサポーターズシートは対象外となります。WEBでの事前予約が必要です。事
前予約はチケット一般販売日の1週間後から可能になります。販売中のチケットの中か
ら、お好きな試合・自由席のカテゴリーが選べます。コンビニ受取をご希望の場合、発券
手数料はお客様負担になります。QR会場発券の場合、発券手数料は無料です。

※7：一部対象外商品があります。グランパス・ダイレクトで割引を適用するには、事前に会
員登録（無料）をしていただき、ファンクラブの会員番号登録が必要です。

※8：一部対象外商品があります。グランパス・ダイレクトで割引を適用するには、事前に会
員登録（無料）をしていただき、ファンクラブの会員番号登録が必要です。

※9：事前抽選と当日抽選の2種類があり、応募方法はイベントごとに異なります。
※10：参加希望者が多数の場合は、抽選となります。
※11：年間のお届け冊数は入会時期により異なります。
※12：年間購読は2017年1月発売号～12月発売号の1年間となります。ただし、入会時期

により年間のお届け冊数は異なります。
※13：配信は不定期です。
※14：プレゼントは先着で、なくなり次第終了となります。

必ずご確認ください。

会 員 特 典 一 覧

［会員期間］
2017年1月1日～12月31日

至高のサポーター
ライフを味わいたい

あなたに

充実のチケット特典で
スタジアム観戦を
満喫したいあなたに

チームや選手を
身近に感じられる特典
でサポーターライフを
楽しみたいあなたに

お手軽に
ファンクラブ会員に
なりたいあなたに

ファンクラブ会員向けのファンクラブ会員向けの
メールが届いて、グランパスをメールが届いて、グランパスを

身近に感じられる！

ファンクラブ会員向けのファンクラブ会員向けの
メールが届いて、グランパスをメールが届いて、グランパスを

身近に感じられる！

MEMBER’S VOICE チケットの優先購入が
できて、手数料も無料に
なるのがおトク！
継続年数：4年

ファンクラブ
ガイドブック
グランパスファン初心者でもこれさえあれば大
丈夫！　選手の写真やプロフィール、試合情報、
ファンクラブの特典を分かりやすく掲載してい
ます!!

入会金：1,000円
年会費：1,000円

お手軽にファンクラブ会員になりたいあなたに

ルーキーコース
会員証
グランパスファンの証！ 毎年変わるデザインの
カードにお名前と会員番号を印字して、あなた
だけの会員証をお届けします。

チケット優先販売
一般のみなさまに先行して、チケットが購入でき
ます。

チケット手数料無料
発券手数料&システム利用料&決済手数料 
（1枚最大540円）が無料!!

シーズンチケット購入権
1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入
いただけます。

ホームゲームチケット割引
グランパスチケットス
トア・試合会場チケッ
ト売場が対象。 5OFF

%

グッズ割引
試合会場オフィシャル売
店&グランパス･ダイレ
クト（インターネット販
売）が対象。

10
OFF

%

グッズ優先販売
一般のみなさまに先行して、ユニフォームなどが
購入できます。

ファン感謝デー［購入権1枚］
みなさまをおもてなしする盛りだくさんの内容
で、選手たちともふれあえるイベントです。

GRAMPUS Information
選手や試合情報をメールでお届けします。

小学生サッカー教室応募権
スタジアムやテレビで観ている選手たちと、クラブハウスのグラウンドでサッカーをしながら、楽しめるチャ
ンスです！

座席指定購入
指定席の購入時に、お好きな座席
を選んでチケットが購入できます。

NEW

NEW

プラチナ ゴールド レギュラー ルーキー
700名様限定

好きな座席を
選んで買える！

2017シ
ーズンは、

ルーキーも
ガイドブッ

クが

もらえるよ
！

ルーキー

ルーキープラチナ ゴールド レギュラー

※特典の画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。GRAMPUS Fan Club 201714 グランパス ファンクラブ 2017 15


