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SEASON
TICKET
2019

名古屋グランパス シーズンチケット2019のご案内

最高の景 色を、
　　最高 の 場 所 で。

法人様用



名古屋グランパスでひとつになり、
共に闘っていただける法人様に

御社専用シートをご用意いたします。

名古屋グランパスを応援してくださる皆様に、2019シーズンのホームゲームにて
御社専用のお席をご用意させていただきます。ぜひシーズンチケットをご利用いただき、
名古屋グランパスを後押しいただけますと幸いです。

― シーズンチケットの活用方法は様々です。―

様々な用途に合わせてご活用ください。

NAGOYA GRAMPUS

SEASON
TICKET

2019

大切な
お取引先との

ご接待

従業員の
福利厚生 役員の観戦用 社内で希望者を

募って購入

など



シーズンチケット種別

新席種「ロイヤルVIPシート」誕生!!

NO 種別名称 説明

1 シーズンチケット シーズンを通して同じ席種で観戦できるシーズンチケットです。

2 ハーフシーズンチケット（前半戦） 2019シーズンの前半10試合をパックにしたシーズンチケットです。

3 スタジアムパック（瑞穂） パロマ瑞穂スタジアム開催試合のみをパックにしたシーズンチケットです。

4 スタジアムパック（豊田） 豊田スタジアム開催試合のみをパックにしたシーズンチケットです。

◦スタジアムパックの価格はパロマ瑞穂スタジアム、豊田スタジアムそれぞれの開催数が決定後2019年1月中旬頃に確定となります。
◦JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ・ノックアウトステージ、J1参入プレーオフは対象外となります。

購 入 特 典

特　典 シーズンチケット ハーフシーズンチケット スタジアムパック

①特別割引 ● ● ●
②シーズンチケット購入者優先販売 ● ● ●
③先行入場権 ● ● ●
④プレミアムセレクト ● ― ―

⑤早期お申込みキャンペーンプレゼント（抽選） ▲
（12/17㊊18：00までの申込者限定）

― ―

⑥ロイヤルシートサービス ▲
（ロイヤルシート購入者限定）

▲
（ロイヤルシート購入者限定）

▲
（ロイヤルシート購入者限定）

①特別割引

②シーズンチケット購入者優先販売

④プレミアムセレクト

⑥ロイヤルシートサービス

⑤早期お申込みキャンペーンプレゼント（抽選）

基本価格より最大30％オフで
試合をご観戦いただけます。

料金：1セット2席　500,000円（1人あたり250,000円）　設置席数：104席

JリーグYBCルヴァンカップのプレーオフステージ・ノックアウトステージに出場した場合、
またはJ1参入プレーオフに出場した場合、ファンクラブ超優先販売に先駆けチケットの優
先販売を行います。

早期お申込みキャンペーン期間中に
お申込みいただいた方に、抽選で素敵なアイテムをプレゼント!

ウェルカムドリンクの提供やブランケットの貸出など、
快適な試合観戦をお楽しみいただけます。

※サービス内容については変更となる場合がございます。
※ロイヤルシート購入者限定。

③先行入場権
一般開場時間の30分前からスタジアムにご入場いただけます。

※ハーフシーズンチケット、スタジアムパックの方も、
2018シーズンから先行入場権が特典に追加されました。

※2018シーズンの抽選特典「ヴィクトリーパーティー」、「スーパープレミアムシートご招待」は2019シーズンでの実施はございません。

30%OFF

総勢

100
名様 試合前の集合写真への参加権や全選手サイン入り

試合球など、抽選で豪華な特典が当たります。

試合だけでなく「お食事」も
お楽しみいただけます。

選手に会える!

特別空間でとっておきのひと時を。

駐車券付き!

パロマ瑞穂スタジアムも豊田スタジアムも
全試合お食事が付いてきます！

豊田スタジアム開催試合では試合前に選手が
ラウンジにいる皆様のもとへご挨拶に参ります！

豊田スタジアム開催試合では貴賓室ラウンジをご利用いただけます。

豊田スタジアム開催試合ではスタジアムの駐車場を
ご利用いただける駐車券が全試合付いてきます。

※パロマ瑞穂スタジアムでのラウンジ設置はございません。

特典

1

特典

3

特典

2

特典

4
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〈シーズンチケット購入特典〉

プレミアムセレクト

選手と楽しく過ごす
「スペシャルランチ」にご招待

「2019シーズン	
キックオフパーティー」ご招待

ヴィクトリーハイタッチ

「全選手サイン入り試合球」を
プレゼント選手着用サイン入りスパイク

好きな選手の
「トレーニングマッチ
ユニフォーム」プレゼント!

ご自宅や会社に選手がサプライズ登場!
「シーズンチケット
プライベートお届け隊」

非売席でサッカー観戦!
「豊田スタジアムVIP席」
ご招待

ピッチ上で見せる表情とは違う、日常の選手たちと食事
をしながら会話を楽しんでいただけます。

（2019年2月｜名古屋市内開催予定）
※高校生以上限定

※2019シーズン豊田スタジアム開催試合初勝利時に実
施いたします。

※当選するスパイクは、2019年1月31日時点のマイページ 
お気に入り登録選手のものになります。

※試合球は2019シーズンモデルとなります。

※デザインは2019シーズンモデルになります。

応募番号

1

応募番号

4

応募番号

7

応募番号

10

応募番号

8
応募番号

9

応募番号

5
応募番号

6

応募番号

2
応募番号

3

シーズンチケットのお申込み時に
ご希望の応募番号をご記入ください。

※写真はすべてイメージです。
※ハーフシーズンチケット、スタジアムパックをご購入の方は対象外となります。
※当選発表はご本人様へ当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
※当選権利を他人へ譲渡することはできません。
※イベント実施日はチームのスケジュールの都合上、指定させていただきますのでお選びいただけません。
※開催場所は指定させていただきます。なお、開催場所までの交通費、その他の諸費用はご当選者のご負担となります。

当選人数
について 1名様＝申込者本人に限る ／ ペア＝申込者＋1名

PREMIUM★SELECT

ペア10組／20名様

ペア5組／10名様

試合数×ペア1組様

試合前の写真撮影に参加!
「スターティングイレブンと
集合写真」

ホーム開幕戦のピッチへご招待!
「花束贈呈セレモニー参加」

試合前に行われる集合写真に参加することができます。
キックオフ間近の緊張感が味わえます。

セレモニーで花束を渡す相手をお選びください。

6名様

10名様

10名様

2名様

各1名様

4名様

15名様

〈応募番号〉 5－A グランパスキャプテン
 5－B 主審
 5－C アウェイチームキャプテン VIPエリアはココ!

※高校生以上限定

NAGOYA GRAMPUS

SEASON
TICKET

2019

総勢

100
名様

超プレミアムな特典が　		　	抽選で当たる！
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区分 基本価格 後援会会員 一般販売
席種 1試合 全20試合 シーズンチケット価格 シーズンチケット価格

指
定
席

ロイヤルVIPシート ― ― 250,000円 250,000円

ロイヤルシート 6,700円 134,000円 113,900円

15%
OFF

120,600円

10%
OFF

SS指定席 5,200円 104,000円 88,400円 93,600円

S指定席 4,200円 84,000円 71,400円 75,600円

A指定席 3,600円 72,000円 61,200円 64,800円

自
由
席

B自由席
大　人 3,100円 62,000円 52,700円 55,800円

小中高 1,200円 24,000円 20,400円 21,600円

ホーム自由席
大　人 2,300円 46,000円 32,200円 30%

OFF
34,500円 25%

OFF小中高 700円 14,000円 9,800円 10,500円

区分 基本価格 後援会会員 一般販売
席種 1試合 シーズンチケット価格 シーズンチケット価格

指
定
席

ロイヤルシート 6,700円 60,300円

10%
OFF

63,650円

5%
OFF

SS指定席 5,200円 46,800円 49,400円

S指定席 4,200円 37,800円 39,900円

A指定席 3,600円 32,400円 34,200円

自
由
席

B自由席
大　人 3,100円 27,900円 29,450円
小中高 1,200円 10,800円 11,400円

ホーム自由席
大　人 2,300円 18,400円 20%

OFF
20,700円 10%

OFF小中高 700円 5,600円 6,300円

※JリーグYBCルヴァンカップ グループステージは対象試合となります。
※JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ・ノックアウトステージ、
　J1参入プレーオフは対象試合に含まれません。

※JリーグYBCルヴァンカップ グループステージは対象試合となります。
※ハーフシーズンチケット（後半戦）の発売は、2019年5月頃を予定しております。

指定席の最前列席です。該当の席種をご購入の際に、ご希望の有無を選択できます。
※豊田スタジアムのみのオプションとなります。

※上記価格は消費税込みです。
※「C自由席」、「アウェイ自由席」、「ピッチサイドシート」につきましては、シーズンチケット、ハーフシーズンチケット、スタジアムパックともにお取り扱いはございません。
※「車椅子席」および「車椅子介添席」については、パロマ瑞穂スタジアム・豊田スタジアムともに「ホーム自由席」と同じ価格となります。

※スタジアムパックの価格はパロマ瑞穂スタジアム、豊田スタジアムそれぞれの開催数が決定後2019年1月中旬頃に確定となります。　※ご希望の席種によって計算方法が異なります。

シーズンチケット

ハーフシーズンチケット（前半戦）

スタジアムパック｜瑞穂 or 豊田

ホームゲーム全20試合を同じ席種でご観戦いただけます。

シーズンの前半10試合をパックにしたシーズンチケットです。

各スタジアムそれぞれの開催試合のみをパックにしたシーズンチケットです。

￥20,100お得!! ￥13,400お得!!

￥15,600お得!! ￥10,400お得!!

￥12,600お得!! ￥8,400お得!!

￥10,800お得!! ￥7,200お得!!

￥9,300お得!! ￥6,200お得!!

￥3,600お得!! ￥2,400お得!!

￥13,800お得!! ￥11,500お得!!

￥4,200お得!! ￥3,500お得!!

最前列席

価 格 表
NAGOYA GRAMPUS

SEASON
TICKET

2019

基本価格基本価格
割引率

各スタジアムの
開催試合数

各スタジアムの
開催試合数 ×× ×

￥6,700お得!! ￥3,350お得!!

￥5,200お得!! ￥2,600お得!!

￥4,200お得!! ￥2,100お得!!

￥3,600お得!! ￥1,800お得!!

￥3,100お得!! ￥1,550お得!!

￥1,200お得!! ￥600お得!!

￥4,600お得!! ￥2,300お得!!

￥1,400お得!! ￥700お得!!

0.8
（20％OFF）

料金計算方法料金計算方法
ロイヤルシート

SS指定席
ホーム自由席

S指定席
A指定席
B自由席

2019シーズンは
チケット販売において価格変動制「ダイナミックプライシング」を導入予定です。

［実施対象試合の詳細は、公式サイトにて発表いたします］※記載の基本価格から変動する場合がございます。
※消費税増税に伴う、シーズン途中の追加料金の発生はございません。

NEW!
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料金表
席　種 基本価格（1試合）

指
定
席

ロイヤルシート 6,700円
SS指定席 5,200円
S指定席 4,200円
A指定席 3,600円

自
由
席

B自由席 大　人 3,100円
小中高 1,200円

ホーム自由席 大　人 2,300円
小中高 700円

アウェイ自由席 大　人 2,300円
小中高 700円

C自由席 大　人 2,100円
小中高 500円

パロマ瑞穂スタジアム
Jリーグでも屈指の伝統と歴史を誇るパロマ瑞穂スタジアム。
夜間照明が改良され、ナイトゲームの見やすさも向上しました。
幾多の名勝負が繰り広げられてきたスタジアムで、
2019シーズンもグランパスの選手たちに熱い声援を送ろう!

メインスタンド

南
側

北
側

Ｓ
ス
タ
ン
ド（
サ
イ
ド
）

Ｎ
ス
タ
ン
ド（
サ
イ
ド
）

バックスタンド

クラブの歴史が詰まった聖地

PALOMA MIZUHO STADIUM

※対戦相手によって、Sスタンドのすべてがアウェイ自由席となる場合があります。
※対戦相手によって、Sスタンドの通行を規制させていただく場合があります。

スタジアム座席案内

360
°ビ

ュ
ー

でパロ瑞穂の
座

席
を

確

認!

NAGOYA GRAMPUS

SEASON
TICKET

2019

ゴール裏から選手を後押しする、まさし
くサポーターのための特別席になりま
す。応援に徹する方にピッタリ！

ホーム自由席

試合の流れや決定的場面、監督采配な
ど、すべてのシーンを逃さずに試合をじ
っくり観戦いただけます。

両チームの全選手の動きを見ながらご
観戦いただけるので、チーム戦術など
に注目しながら試合を楽しめます。

ロイヤルシートの上段に位置し、ピッチを
見渡すことが可能。屋根ありのお席のた
め、いつでも快適に観戦が楽しめます。

サイドスタンドに近いエリア。ゴールシ
ーンがとても見やすいのが特徴。ディ
フェンスラインの攻防も楽しめます。

ロイヤルシート SS指定席 S指定席 A指定席

センター付近からピッチ全体を見まわ
しながら観戦したり、最前列で臨場感
を味わったり、観戦の仕方は何通りも。

B自由席

※2019シーズンの席割の掲載は、2018シーズン終了後となります。

※写真は各席種エリアからの見え方のイメージです。
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Wスタンド

Ｓ
ス
タ
ン
ド

（
サ
イ
ド
）

Ｎ
ス
タ
ン
ド

（
サ
イ
ド
）

Eスタンド（バック）

料金表

Ｎ
ス
タ
ン
ド

（
サ
イ
ド

席　種 基本価格（1試合）

指
定
席

ロイヤルVIPシート 15,000円
ロイヤルシート 6,700円
SS指定席 5,200円
S指定席 4,200円
A指定席 3,600円

自
由
席

B自由席 大　人 3,100円
小中高 1,200円

ホーム自由席 大　人 2,300円
小中高 700円

アウェイ自由席 大　人 2,300円
小中高 700円

南
側

北
側

豊田スタジアム
数々の国際試合が開催される日本有数のサッカー専用スタジアム。
選手が間近に迫る1階席は臨場感溢れる試合を楽しむことができ、
最大傾斜38度を誇る上層階からはどの席でも快適な試合観戦が可能。
大歓声が響き渡る“劇場”でサッカーの魅力を堪能しよう！

　　　斜線のエリアは開放しない場合があります。
●チケット販売状況に応じて、アウェイ自由席のエリアを拡大させていただく場合がありますの

でご了承ください。
●対戦相手によって、Sスタンドのすべてがアウェイ自由席となる場合があります。
●対戦相手によって、Sスタンドの通行を規制させていただく場合があります。
●アウェイチームを応援される方は、アウェイ自由席をお買い求めください。
●斜線のお席は、試合により運用が異なりますのでご注意ください。

サッカーの魅力が存分に味わえる

TOYOTA STADIUM

36
0

°ビ
ュ

ー

で豊スタの座
席

を
確

認

!

ピッチ間近で臨場感が味わえます。シ
ート・ヒーティング機能により、寒い日
でも快適。ベンチが近いので、選手と
監督のやりとりも聞こえるかも!?

ロイヤルシート

ロイヤルシート、SS指定席、S指定席、
A指定席をお申込みの際に、「最前列
席」をお選びいただけます。

最前列席

バックスタンドの1階に位置し、中央寄
りはシート・ヒーティング機能を完備。
寒い日も快適な試合観戦が可能です。

S指定席

ピッチを上から見渡すことができるの
で、フォーメーションやディフェンスライ
ンの駆け引きなど、戦術を肌で感じな
がら観戦することができます。

B自由席

お食事や駐車場が付いてラウンジも使
用できる、ラグジュアリー感たっぷりの
お席です。

ロイヤルVIPシート

ゴール前での緊迫感溢れる攻防が見ら
れるベストエリア。ピッチ全体も見やす
く、快適な試合観戦が可能。

SS指定席
NEW!

※2019シーズンの席割の掲載は、2018シーズン終了後となります。

※写真は各席種エリアからの見え方のイメージです。

ゴール前やサイドでの攻防を楽しめる
エリア。“隠れた特等席”と言われるほ
ど、抜群の見やすさを誇る。

A指定席

Nスタンド（サイド）のゴール裏は、応援歌や声援を送り続けるサポーターたちの
エリア。前方には可動式の観客席も出現し、間近から声援を送ることができます。

ホーム自由席
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お 申 込 み 受 付 期 間

2018.

11.29
2019.

1.15
12.17

［木］12：00 ［火］18：00

［月］18：00

〈受付開始〉 〈受付終了〉

早期お申込みキャンペーン
11月29日（木）12：00から12月17日（月）18：00の期間中に
お申込みいただいた方に素敵な激レアアイテムやうれしい特典をご用意しました。

受付期間／11月29日（木）12：00〜12月17日（月）18：00
対 象 者／ 期間中にお申込みをされ、指定の期日までにご購入の確認ができた方が対象となります。

うれしい
特典＆

プレゼントを
ご用意！

指定席継続購入者限定！ 2019シーズンホーム開幕戦
スタメン選手着用ユニフォームを
11名様に抽選でプレゼント!!

※2018シーズンと同枚数のご購入に限ります。
※2018プラスP、ペアシート、ハーフシーズンチケット購入席のkeepマイシートは行

えません。

※シーズンチケットご購入1席につき1口とさせていただきます。
※お申込み方法の詳細はチケット発送時のご案内をご確認ください。
※写真と実物は異なる場合がございます。予めご了承ください。

特典

1
特典

2
指定席を継続購入されるお客様に限り、
2018シーズンと同じ席をお約束します。
2019シーズンもまた同じ席で同じ景色から
グランパスの試合観戦をしていただけます。

2019シーズンホーム開幕戦でスタメン選手が実際に
着用したユニフォームを額装してプレゼントします。

NAGOYA GRAMPUS

SEASON
TICKET

2019

早期お申込みキャンペーン期間

お申込み受付期間

株式会社名古屋グランパスエイト 〒470-0344 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230 トヨタスポーツセンター内

お申込みについて

［TEL］	052－308－8855（営業時間 10：00〜18：00）
※2018年12月27日（木）から2019年1月6日（日）は、年末年始休みをいただくため、受付業

務を停止させていただきます。

［FAX］ 052－939－5008
（申込書に必要事項をご記入の上、返信してください。送付後、確認のため上記
電話番号までご連絡願います）
※2018シーズンチケットご購入の方、および後援会会員の皆様はダイレクトメール同封の申込書を

ご利用ください。

❖お申込み席数
特に制限はございません。
※お申込み状況により、席種・席数の調整をさせていただく場合がございます。その際は申込み締切

後にご連絡させていただきます。

❖お支払い方法
法人のお客様は銀行振込によるお支払いとなります。スタジアムパ
ックをご購入の場合、スタジアムごとの試合数確定後に請求書を送
付させていただきます。

銀行振込　お申込み後3週間以内にチケットぴあより請求書を送付さ
せていただきますので、指定の口座へ期日までにお振込ください。
※振込手数料はお客様負担となります。

❖チケットお届け日
年2回に分けての発送を予定しております。
※第1回目は、2019年2月中旬発送予定

❖お問い合わせ先
〒461－0005 名古屋市東区東桜2－13－32
ぴあ名古屋ビル チケットぴあ
名古屋グランパスシーズンチケット係

［TEL］	052－308－8855（営業時間 10：00〜18：00）
※ご購入に関するお問い合わせは、2019年1月15日（火）までとさせていただきます。

［お願い・注意事項］
※座席位置のご希望につきましては、メインスタンド／バックスタンドのご希望のみ承りま

すのでご了承ください。
※請求後、スケジュール・会場等の変更により請求金額に過不足が生じた場合は、ご返金

もしくは追加請求の取扱いとさせていただきます。
※お申込み後のキャンセル等はお受けできませんので、ご了承ください。




