会員特典一覧
会員期間

2021/ 1/ 1〜12/ 31まで

会費

プラチナ
30,000円

年会費

会員証

●
●
●

※1

保冷バッグ or ショルダーバッグ

選択式

※2 ※3

シェルリュック or トートバッグ or フラップリュック

※2 ※3

選択式

グランパスくんリュック or キッズシェルリュック or キッズフラップリュック

選択式

※2 ※3 ※4

ファンクラブガイドブック

プレゼント グランパスオリジナルパスポート
オフィシャルイヤーブック

早期入会特典 ※5

グランパスくん珪藻土コースター
オリジナルサコッシュ

継続入会特典

早期入会特典

※5

抽選

※6

8年間継続記念品
Forever８記念品
全席種招待券2枚

WEB事前申込み ※7 ※8
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上層階指定席招待券1枚

WEB事前申込み ※7 ※8 ※9
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※11 ※12 ※13
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ホームゲームチケット5％OFF

●
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●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

全席種招待券優先取得権

※11 ※12 ※13

ユニフォーム10％OFF
WEBSHOP送料無料
グッズ先行販売

※14

※17

※18

新体制発表会 優先当選権
新体制発表会 応募権

早期入会特典

早期入会特典

早期入会特典

プラチナデー参加応募権

WEB事前申込み
WEB事前申込み

WEB事前申込み

WEB事前申込み

スタジアムイベント応募権

抽選

※5 ※19 ※20 ※21

抽選

※5 ※19 ※20 ※21

抽選

抽選

※5 ※19 ※20 ※21

会員証認証 ※19 ※20 ※21

WEB事前申込み or 当日抽選

会員証認証 ※19 ※20 ※21

抽選

会員証認証 ※22

キッズ選手カード
キッズがちゃ

※15

※16

新体制発表会 超優先当選権

来場プレゼント

※7 ※8 ※9

※10

My nameユニフォーム購入権

会員証認証 ※23

会員証認証 ※23

選手とふれあいサッカー応募権
ファン感謝デー招待券
試合メンバー表

WEB事前申込み

抽選

会員証認証 ※19 ※20 ※21 ※24

WEB事前申込み ※7 ※20

ファン感謝デーチケット購入権

WEB事前申込み ※11 ※13 ※20

会員証認証

「月刊Grun」年間購読

※25

会報誌「Grafan」※25 ※26
FanClub Information

※27

ダイヤモンドパック購入権

WEB事前申込み

グランパスくんパック購入権

その他

●

ー

ー

シーズンチケット購入権

情報

●

ー

ー

チケット優先販売

イベント

●

WEB事前申込み ※7 ※8 ※9

チケット超優先販売

グッズ

ルーキー
1,000円

上層階指定席招待券2枚

親子上層階指定席招待券2枚（大人1枚+小学生1枚） WEB事前申込み

チケット

ゴールド レギュラー キッズ
10,000円 2,500円 2,500円

WEB事前申込み

数量限定抽選申込み制

※28

数量限定先着申込み制

※29

ハッピーバースデーカード ※30
オフィシャルカード入会権

※31

マイページコンテンツ
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ー

1枚
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郵送

郵送
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招待券利用およびイベントに関しては万が一実施ができなかった場合でも、ファンクラブ会費の返金対象にはなりません。
い (シーズン開始後入会の場合)。
•受付開始は各試合一般販売日の1週間後の12：00からとなります。
•チケット販売期間が短い場合は、受付期間が短くなる場合があります。
お届けまでに約1カ月ほどお時間をいただきます（早期入会期間後の入会の場合）。
※9： A指定席2階を除きます。
ご希望のグッズの中からお好きなものをお一つお選びください。数量に限りがありますの ※10： 招待券での席の取得が通常よりも2時間早い10：00からご利用いただけます。
で、在庫がなくなった特典はお選びできません。
※11： 購入枚数の制限を設ける場合があります。
お申込み後は他の特典への交換はできかねます。
※12： •ファンクラブ優先販売でチケットが完売の場合、一般販売はありません。
グランパスくんリュックは、他のキッズ特典に比べてサイズが小さく、チェストベルトの位置
•チケット販売期間が短い場合は、超優先・優先販売ともに、販売期間が短くなる場合があ
が高いので、取り扱いにはご注意ください。
ります。
早期入会特典は【2020/12/25(金)11：59】までに会費のお支払いが完了した方が対象 ※13： チケット購入をお約束するものではありません。
となります。
※14： シーズンチケットを販売しない場合もございます。その場合でもファンクラブ会費の返金
2020シーズンファンクラブから継続してご入会いただいた方のみのプレゼントとなります。
対象にはなりません。
招待券を使うには、WEBでの事前申込みが必要です。
※15： •ユニフォーム・ネーム&ナンバーのデザインは2020モデルとは異なります。
•販売中のチケットの中から、お好きな試合・席種が選べます。
•FP1stユニフォームが対象となります。
•チケットへの引換えをお約束するものではありません。販売しているチケットが完売となっ
•ニックネームのプリントをご希望の場合、ナンバーは「 12」のみ、ネームはアルファベット
た場合はご利用いただけません。
大文字「A～Z」
、最大11文字となります。
•セブン-イレブン限定シート・テーブル付きシート・アウェイ指定席は対象外となります。
•購入枚数はプラチナコース会員1人につき、1枚限りとさせていただきます。
•QRチケットとなりますので、店頭発券は選択できません。
•完全別注品となるため、納期は先行、一般とは異なります。詳しくはWEBSHOPでご確認
•招待券は202 1シーズンのみ有効です。ご利用いただかなかった場合でも、ファンクラブ
ください。
会費の返金対象にはなりません。
•購入期限は2021年8月31日（火）までとなります。
•シリアルキーの発行には入会後1週間ほどお時間がかかります。あらかじめご了承くださ ※16： トレマッチユニフォーム、クラブユニフォームなどは割引対象外となります。W EB S H O P

必ずご確認ください。

※1：
※2：
※3：
※4：
※5：
※6：
※7：
※8：

ファンクラブ入会に
関するお問い合わせ

T E L.
Mail.

050 - 2018 - 3902 月〜金〈祝日を除く〉10：00〜17：30
fanclub@nagoya-grampus-eight.co.jp

※ファンクラブ会員の方はご本人さま確認のため、
「会員番号、お名前、生年月日（西暦）
」をメールにご記入の上、お問い合わせください。
※返信にはお時間をいただきます。また、内容により、ご回答やお返事ができないこともございますので、あらかじめご了承ください。
※チケットやグッズなどに関するお問い合わせは、それぞれの窓口にお願いいたします。

送料無料との併用はできません。
※17： ユニフォーム10％O FFとの併用はできません。ただし、ユニフォームと同時注文される、
その他商品（ネーム＆ナンバー加工は対象外）の合計金額が6,600円を超える場合は、送料が無料
となります。
※18： 完売や予定数終了の場合は、先行期間中でも購入できない場合があります。
※19： 参加希望者が多数の場合は抽選となります。
※20： 2 0 2 1シーズン中の開催回数および時期は未定です。万が一実施できなかった場合でも、
ファンクラブ会費の返金対象にはなりません。
※21： 応募方法はイベントごとに異なります。
※22： ご来場時にファンクラブブースでの『来場プレゼント』の来場認証が必要です。
※23： ご来場時にファンクラブブースでの『キッズ特典』の来場認証が必要です。
※24： 対象コースの小学生のみ応募できます。
※25： 入会時期により年間のお届け冊数は異なります。
※26： 年5回発行予定です。
※27： 配信は不定期です。メールの受信には、JリーグIDとの会員情報連携が必要です。
※28： 募集期間にプラチナコースにご入会いただいた方のみお申込みいただけます。
※29： ファンクラブ入会手続き時にお申込みいただけます。
※30： お誕生日月の前月1日に会費のお支払いが完了している方へのお届けとなります。
※31： カード発行にはクレジットカード会社の審査があります。
※本パンフレット掲載の金額表示はすべて税込です。

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

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

ファンクラブ入会案内

無料招待券でおトクに観戦するなら
レギュラーがオススメ！

レギュラー

グランパスファンクラブは、応援していただいているみなさまに
グランパスをもっと好きになっていただける〈楽しめるファンクラブ〉を目指しています。
みなさまにチームや選手をもっと身近に感じていただくために、
ファンクラブ限定のさまざまなイベントや特典をご用意しています。
あなたの応援スタイルに合ったコースをお選びいただき、
ファンクラブでグランパスをもっと楽しんでください！

上層階指定席招待券2枚（最大7,600円相当）は、
1人で2試合に分けて使うことも、2人で1試合を一緒に観戦することもできます！

年会費

限定イベントにいち早く申し込め、
プラチナ限定特典やメンバー表も受け取れる！

プラチナ
30,000 円

2,500 円

お子さまが喜ぶグッズと、
一緒に楽しむファミリー向け特典が盛りだくさん！

プラチナコースの方のみが受け取れるグッズや
権利などさまざまな特典をご用意しています！

年会費

詳細は
P10、
P11を
チェック!

キッズ

詳細は
P6、P7を
チェック!

入会対象生年月日 ▶ 2008/4/2以降に生まれた方

スタジアムでも限定グッズがもらえて、
ホームゲームの楽しみが増えます。お子さまと一緒に観戦できる
親子招待券（最大5,700円相当）もついています。

人気試合のチケットを一番早く買うなら、
超優先販売があるゴールドがオススメ！

ゴールド

詳細は
P12、
P13を
チェック!

お好きな席種で使える全席種招待券（最大13,800円相当）や
会報誌のお届け、トートバッグやフラップリュックなどの
選べるグッズ特典も充実しています。

年会費

特典パッケージ

「ダイヤモンドパック」に加えて、
「グランパスくんパック」が新登場!
豪華な特典パッケージで
さらにお楽しみください!
2

GRAMPUS FanClub 2021

10,000 円

グランパスをさらに後押しする
特典パッケージ！

詳細は
P8、P9を
チェック!

グランパスくんをもっと好きになる
特典パッケージが新登場!

グランパスくんパック

※プラチナコースの入会者のみ、追加でお申込みいただけます。

※ファンクラブにご入会いただいた方が、追加でお申込みいただけます。

年会費

150,000 円

2,500 円

チケットを買うなら断然おトク！
！
気軽に入会して、スタジアムで観戦しよう！

ダイヤモンドパック
選手サイン入りグッズやVIP席へのご招待など、
豪華特典をご用意しています!

年会費

グランパスくんをモチーフにした限定特典が盛りだくさんの
新たな特典パッケージをご用意しました!

年会費

5,000 円

ルーキー

1,000円で最大3,800円相当の指定席で観戦できる
特典招待券に加え、ユニフォームやチケットの
割引特典も受けられ、来場プレゼントももらえます！

年会費

1,000 円

詳細は
P14を
チェック!

●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。
●金額表示はすべて税込みです。

グランパス ファンクラブ 2021

3

全席種招待券2枚
対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

ファンクラブでグランパスを
もっと楽しもう！

席の場合は、座席も選ぶことができます。1人で2試合に分けて使うことも、2人で1試合を一緒に観
戦することもできます！

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

キッズ

ルーキー

選択式

合皮生地で男女問わず使える
シンプルなデザインのショル
ダーバッグ。ポケット付きなの
でスマホなどすぐに使う物の出
し入れが楽々！ 観戦の時はも
ちろん、貴重品だけを持ち運
ぶお出掛けにもぴったりのコン
パクトサイズになっています。
裏地とジッパータブの色でグ
ランパスをアピール！

サイズ：約H180×W250×D80（底部）mm 容量：約3L

シェルリュック

普段使いにもオススメのア
イテムです。グランパスカ
ラーを使用したシンプルな
デザイン。ユニフォームや
タオルといった応援グッズ
はもちろん、A4サイズの書
類も収納可能です！
サイズ：約H460×W350×D130（底部）mm
容量：約23L

トートバッグ

シンプルなデザインにワン
ポイントでチームカラーを
使っているので、普段使い
や試 合 観 戦で活 躍！ 十 分
な容量で、外側にも内側に
もポケットがあるので、小分
けも可能です！
サイズ：約H320×W520×D180（底部）mm
容量：約30L

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

ルーキー

キッズ

ルーキー

2020シーズンに好評だった ｢オリパス｣ がバージョ

選択式

My nameユニフォーム購入権
対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

ルーキー

WEB事前申込み

抽選

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

キッズ

ルーキー

早期入会受付期間にファンクラブにご入
会いただいた方の中から抽選で500名

さまに、グランパスくんの顔形オリジナ
ル珪藻土コースターをプレゼント！

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

キッズ

オーセンティックユニフォームとレプリカユニフォーム、ネーム＆
ナンバー加工が割引価格で購入できます。

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

超優先

継続入会特典

キッズ

ルーキー

アジャスター付きのベルトで長
さ調節ができ、使い勝手が抜群!

キッズがちゃ
対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

レギュラー キッズ

ルーキー

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー
サイズ：約H170×W250mm

ルーキー

会員証認証

キッズ

ルーキー

グランパスくんパック購入権
WEB事前申込み

全席種招待券優先取得権

街中やスタジアムで目立つこと
間違いなしのアイテムです。

キッズ

ホームゲームのファンクラブブースで来場認証いただくと、毎回
認証時にオリジナルのがちゃがちゃにチャレンジできます。

優先

プラチナ ゴールド

会員証認証

ホームゲームのファンクラブブースで試合ごとに変わる選手カー
ドを先着でプレゼントします。

超優先販売はチケットを一番早く購入可能。優先販売は超優先販
売の次に早く購入できます。

ルーキー

の認証時にファンクラブオリジナルアクリルボールチェーンキー
ホルダーをプレゼントします。

チケット超優先販売・優先販売
※2個で1セットとなります。

キッズ

キッズ選手カード

ルーキー

会員証認証

ホームゲームのファンクラブブース来場回数が1・2・3・8回目

ユニフォーム10％OFF

グランパスくん珪藻土コースター
対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

来場プレゼント

ルーキー

ントをして、あなただけのユニフォームを作れます！

け い そ う ど

早期入会特典

キッズ

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）を
購入できます。選手のネーム＆ナンバーやお好きなネームプリ

フラップリュック

ファンクラブ限定のテキスタ
イルには、ファミリーとクラ
ブがサッカーを通じてどこま
でもつながっていくという意
味が込められています！ サ
イドにはドリンクホルダー、
外側と内側にポケットがつい
ていて、収納力も抜群です！

キッズ

選んで使えるシリアルキーがついてきます。

ネーム＆ナンバーがプラチナカラーとなる、2021シーズン新

ンアップ！ ｢オリパス｣ を見せれば、掲載している飲
食店や施設がファンクラブ特別価格で楽しめます。

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー
キッズ

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

WEB事前申込み

※A指定席2階を除く。

オリジナルサコッシュ

シェルリュック or トートバッグ or フラップリュック

上層階指定席招待券1枚

のチケットを大人が利用することはできません）
。※A指定席2階を除く。

※割引内容は店舗ごとに異なります。
詳細はパスポートをご確認ください。

ショルダーバッグ

ランチバッグに最適なサイズ
で保冷機能が活躍すること間
違いなし。500mlのペットボト
ルが2本入るのでスタジアム
での観戦にもぴったりです。前
面のポケットは小物入れとして
お使いください！

選んで使えるシリアルキーがついてきます。1人で2試合に分けて使うことも、2人で1試合を一緒に
観戦することもできます！ ※A指定席2階を除く。

お好きな試合で、上層階（2・3・4階）指定席およびホームゴール裏指定席の中からお好きな席種を

グランパスオリジナルパスポート

保冷バッグ

容量：約8L

ルーキー

WEB事前申込み

ルーキー

お好きな試合で、上層階（2・3・4階）指定席およびホームゴール裏指定席の中からお好きな席種を

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

サイズ：約H200×W310×D130（底部）mm

キッズ

キッズ

お好きな試合で、上層階（2・3・4階）指定席およびホームゴール裏指定席の中からお好きな席種を

親子上層階指定席招待券2枚（大人1枚+小学生1枚）

選んで使えるシリアルキーがついてきます。大人のチケットはお子さまでもご利用できます（小学生

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

WEB事前申込み

ルーキー

お好きな試合で、全席種の中からお好きな席種を選んで使えるシリアルキーがついてきます。指定

みなさまにグランパスを長く応援してもらいたい！
そんな想いで、2021シーズンもさまざまな特典をご用意しました。
当ページでは、ファンクラブがオススメする
特典の一部をピックアップしてご紹介いたします。

保冷バッグ or ショルダーバッグ

キッズ

上層階指定席招待券2枚

キッズ

ルーキー

ファンクラブの招待券をいち早く取得いただけます。

数量限定先着申込み制

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

キッズ

ルーキー

グランパスくんをモチーフにした限定特典が盛りだくさんの特典
パッケージをご用意しました!

お手続き完了が 2020/ 12/25（金）11:59までの 早期入会特典
特典

サイズ：約H450×W270×D130（底部）mm

容量：約16L

1

2021シーズン リーグ戦のホーム開幕戦までに会員証をお届け！
対 象 プラチナ

ゴールド

レギュラー

キッズ

ルーキー

お手続き完了が2020/12/25（金）12：00以降の場合、会員証などのファンクラブ特典がリーグ戦のホーム開幕戦までにお届けできない可能性があります。

グランパスくんリュック or キッズシェルリュック or キッズフラップリュック
グランパスくんリュック

会員証、チケットなどを入れ
てスタジアム観戦にお出掛け
できます！ キッズがちゃの缶
バッジをつけたりして、あなた
だけのオリジナルリュックにア
レンジしてください！
※チェストベルトの位置が高いため、
取り扱いには十分ご注意ください。
サイズ：約H300（ヒレ含まず）
×W220×
D100（底部）mm 容量：約6L

4
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キッズシェルリュック

大 人 用 のシェルリュックと
ペアになるキッズ用シェル
リュック。グランパスの応援
グッズだけでなく、水筒やレ
ジャーシートも収納可能な
サイズのため、学校の遠足
にもぴったりです。
サイズ：約H390×W300×D130（底部）mm
容量：約13L

対 象 プラチナ ゴールド レギュラー

キッズ

ルーキー

選択式

2

キッズフラップリュック

大人用のフラップリュックと
色違いでペアになるデザイ
ンです。応援にはもちろん、
学校や外遊びなどさまざま
な場面で活躍します！ サイド
にはドリンクホルダー、外側
にポケットがついていて、収
納力も抜群です！
サイズ：約H383×W230×D111（底部）mm

特典

新体制発表会 超優先当選権・優先当選権・応募権
超優先当選権 対 象 プラチナ

優先当選権 対 象 ゴールド

WEB事前申込み

応募権 対 象 プラチナ

ゴールド

レギュラー

抽選
キッズ

ルーキー

ファンクラブ会員のみが参加できる新体制発表会にご応募いただけます。プラチナコースとゴールドコースの方は優先的に当選させていただきますが、参加希望者が多数の場合は抽選となります。

特典

3

容量：約10L

け い そ う ど

グランパスくん珪藻土コースター
対 象 プラチナ

ゴールド

レギュラー

キッズ

抽選

特典

4

オフィシャルイヤーブック
対 象 プラチナ

ゴールド

抽選で500名さまに、グランパスくんの
顔形オリジナル珪藻土コースターをプレゼント！

オフィシャルイヤーブック2021を
もれなくプレゼント！

※2個で1セットとなります。

※写真は2020シーズンのプレゼントイメージです。

●お手続き完了は、会費をお支払いいただいた時間となります。 ●早期入会特典は、新規入会も対象となります。 ●画像はすべてイメージです。 ●予定は変更になる可能性があります。

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品のカラーが予告なく変更となる場合がございます。
●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。 ●予定は変更になる可能性があります。

グランパス ファンクラブ 2021
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シェルリュック

限定イベントにいち早く申し込め、
プラチナ限定特典やメンバー表も受け取れる！

プラチナ
年会費

トートバッグ

or

シンプルなデザインにワンポイントでチームカラー
を使っているので、普段使いや試合観戦で活躍！
十分な容量で、外側にも内側にもポケットがある
ので、小分けも可能です！

ファンクラブ限定のテキスタイルには、ファミリーとクラ
ブがサッカーを通じてどこまでもつながっていくという
意味が込められています！ サイドにはドリンクホルダー、
外側と内側にポケットがついていて、収納力も抜群です！

サイズ：約H460×W350×D130（底部）mm

サイズ：約H320×W520×D180（底部）mm

サイズ：約H450×W270×D130（底部）mm

容量：約23L

グランパスくん

Forever8記念品

グランパスオリジナルパスポート

プラチナコースだけの特典
保冷バッグ or ショルダーバッグ

選択式

合皮生地で男女問わず使えるシンプルなデザインの
ショルダーバッグ。ポケット付きなのでスマホなどす
ぐに使う物の出し入れが楽々！ 観戦の時はもちろん、
貴重品だけを持ち運ぶお出掛けにもぴったりのコン
パクトサイズになっています。裏地とジッパータブの
色でグランパスをアピール！

WEB事前申込み

ナンバー「12」に
限りプリント『なし』も
選択できます

サイズ：約H180×W250×D80（底部）mm 容量約3L

抽選

2 02 1シーズンのチーム始動にあたり開催する、
新体制発表会にご応募いただけます。また、優先
的に当選させていただきます。
※参加希望者が多数の場合は抽選となります。

ネ ー ム＆ナンバ ー が プ ラチ ナカラ ーとなる、
2 0 2 1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）を購入できます。
選手のネーム＆ナンバーやお好きなネームプリン
トをして、あなただけのユニフォームを作れます！

輝く
プラチナカラーで
ネーム&ナンバーが
入ります

ランチバッグに最適なサイズで保冷機能が活躍する
こと間違いなし。500mlのペットボトルが2本入るの
でスタジアムでの観戦にもぴったりです。前面のポ
ケットは小物入れとしてお使いください！

早期入会特典

My nameユニフォーム購入権

プラチナデー参加応募権
WEB事前申込み

抽選

会員証認証

プラチナコース限定のイベントにご応募いただけ
ます。
※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった場合
でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

試合メンバー表
両チームのスターティ
ングメンバ ーや 選 手
情報が記載された関
係 者 用 資 料をスタジ
アムでお渡しします。
また、マイページから
もダウンロードいただ
けます！

「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「月刊Gr u n」を毎
月ご自宅にお届けします。

会員証認証

2021年夏頃
お届け予定

ファンクラブ継続入会年数が「 1 8」
年目「 2 8」年目のみなさまに特別な
記念品をお届けします。2 0 2 1シー
ズ ンは、会 員 番 号 が1 99 4また は
2004から始まる方が対象です。

2020シーズンに好評だった｢オリパス｣がバージョンアップ！
｢オリパス｣ を見せれば、掲載している飲食店や施設がファ
ンクラブ特別価格で楽しめます。

けいそうど

全席種招待券2枚

グランパスくん珪藻土コースター

WEB事前申込み

早期入会特典

お好きな試合で、全席種の中からお好きな席種を選んで使えるシリアルキーがつい
てきます。指定席の場合は、座席も選ぶことができます。1人で2試合に分けて使う
ことも、2人で1試合を一緒に観戦することもできます！

抽選

早期入会受付期間にファンクラブにご
入会いただいた方の中から抽選で500
名さまに、グランパスくんの顔形オリジ
ナル珪藻土コースターをプレゼント！
※2個で1セットとなります。

WEBSHOP送料無料

グッズ先行販売

6 , 6 0 0円以上購入いただくと、お届
け送料が無料になります。

ユニフォームなど、一番早く購入でき
る商品があります。

オフィシャルイヤーブック
早期入会特典

ユニフォーム10％OFF

会報誌「Grafan」

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お届けします。

オーセンティックユニフォームとレプ
リカユニフォーム、ネーム＆ナンバー
加工が割引価格で購入できます。

選手たちのプライベート
な一面を掲載している
会報誌をお届けします。

全席種招待券優先取得権

来場プレゼント

選手とふれあいサッカー応募権

会員証認証

WEB事前申込み

ホームゲームのファンクラブブース
来場回数が1・2・3・8回目の認証
時にファンクラブオリジナルアクリル
ボールチェーンキーホルダーをプレ
ゼントします。

オフィシャルカード入会権
ファンクラブ会員しか持つことができな
い、オリジナルデザインのクレジットカー
ドにお申込みいただけます（ 1 8歳以上
の方のみ）
。 【発行：トヨタファイナンス株式会社】

抽選

容量：約16L

継続入会特典

アジャスター付きのベルトで長さ調節ができ、使い勝手が抜群! 街中やスタジアム
で目立つこと間違いなしのアイテムです。サイズ：約H170×W250mm

1993 758758

※割引内容は店舗ごとに異なります。詳細はパスポートをご確認ください。

新体制発表会 超優先当選権

容量：約30L

オリジナルサコッシュ

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。

プラチナコースの方のみが受け取れるグッズや権利
などさまざまな特典をご用意しています！

選択式

普段使いにもオススメのアイテムです。グラン
パスカラーを使用したシンプルなデザイン。ユニ
フォームやタオルといった応援グッズはもちろん、
A4サイズの書類も収納可能です！

会員証

30,000 円

サイズ：約H200×W310×D130（底部）mm
容量：約8L

or フラップリュック

会員証認証

ファンクラブの招待券をい
ち早く取得いただけます。

8年間継続記念品

2021年夏頃
お届け予定

グランパス「エイト」にちなみ、ファ
ンクラブ継続8年目のみなさまに特
別な記念品をお届けします。2 0 2 1
シーズンは、会員番号が2 01 4から
始まる方が対象です。

ファンクラブガイドブック
選手の写真やプロフィール・試合情
報・ファンクラブ特典の使用方法な
どがこの1冊でわかります！

スタジアムイベント応募権
WEB事前申込み or 当日抽選

抽選

会員証認証

試合日にスタジアムで実施するイベ
ントにご応募いただけます。
※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった
場合でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

チケット超優先販売
チケットを一番早く購入できます。
NAGOYA GRAMPUS

Fastest!

小学生限定！ 選手と一緒にサッカー
をすることができます。

ホームゲーム
チケット5％OFF

シーズンチケット購入権

※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった
場合でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

Jリーグチケット・試合会場チケット売場
でチケットが割引価格で購入できます。

1会員につき、1席のシーズンチケッ
トをご購入できます。

新体制発表会 応募権
早期入会特典

WEB事前申込み

抽選

2021シーズンのチーム始動にあたり開
催する、新体制発表会にご応募いただけ
ます。

ハッピーバースデー
カード

マイページ
コンテンツ

お誕生日月に選手の動画
にアクセスできるU R Lが
ついたバースデーカード
をお届けします。

ファンクラブ会員さま限定
ページ！ イベントに応募し
たり、オリジナル壁紙をダウ
ンロードできます。

Information

FanClub

ファン感謝デー招待券2枚＋
チケット購入権 WEB事前申込み

メールで各種ファン
クラブに関するイベ
ントや情報などをお
届けします。

チーム・選手から、いつも応援していただいてい
るファンクラブのみなさまへ感謝をお伝えする
イベントにご招待します。また、ファン感謝デー
のチケットを購入できます。

ダイヤモンド
パック購入権
年会費

150,000 円

WEB事前申込み

数量限定抽選申込み制

豪華な特典パッケージをご用意！
詳細はこちらから

グランパスくん
パック購入権
年会費

グランパスくんパックは募集
期間、ファンクラブ入会手続き
時にお申込みいただけます。

5,000 円

WEB事前申込み

数量限定先着申込み制

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
チケット価格は変更となる場合がございます。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケッ

6

GRAMPUS FanClub 2021

グランパス ファンクラブ 2021

7

会員証

人気試合のチケットを一番早く買うなら、
超優先販売があるゴールドがオススメ！

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。

ゴールド
年会費

オリジナルサコッシュ
1993 758758
グランパスくん

継続入会特典

アジャスター付きのベルトで長さ調節ができ、使い勝
手が抜群! 街中やスタジアムで目立つこと間違いなし
のアイテムです。サイズ：約H170×W250mm

グランパスオリジナルパスポート

Forever8記念品

2020シーズンに好評だった ｢オリパス｣
がバージョンアップ！ ｢オリパス｣ を見せ
れば、掲載している飲食店や施設がファ
ンクラブ特別価格で楽しめます。

10,000 円

ファンクラブ継続入会年数が「 1 8」
年目「 2 8」年目のみなさまに特別
な記念品をお届けします。2 0 2 1
シーズンは、会員番号が1994また
は2004から始まる方が対象です。

ファンクラブガイドブック

お好きな席種で使える全席種招待券（最大13,800
円相当）や会報誌のお届け、フラップリュックやトート
バッグなどの選べるグッズ特典も充実しています。

※割引内容は店舗ごとに異なります。
詳細はパスポートをご確認ください。

オフィシャルイヤーブック

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
きな席種を選んで使えるシリアルキー
がついてきます。指定席の場合は、座
席も選ぶことができます。1人で2試
合に分けて使うことも、2人で1試合を
一緒に観戦することもできます！

最大
13,800円
相当

早期入会特典

2021年夏頃
お届け予定

選手の写真やプロ
フィー ル・試 合 情
報・ファンクラブ特
典の使用方法など
がこの1冊でわか
ります！

ネームタグにお
名前と会員番号
が入っています！

けいそうど

グランパスくん珪藻土コースター
早期入会特典

早期入会受付期間にファン
クラブにご入会いただいた
方の中から抽選で5 0 0名
さまに、グランパスくんの
顔形オリジナル珪藻土コー
スターをプレゼント！
※2個で1セットとなります。

グランパスのすべてが詰まったオフィシャルイヤー
ブックをお届けします。

WEBSHOP送料無料

グッズ先行販売

6 , 6 0 0円以上購入いただくと、お届
け送料が無料になります。

ユニフォームなど、一番早く購入でき
る商品があります。

ユニフォーム10％OFF

会報誌「Grafan」

オーセンティックユニフォームとレプ
リカユニフォーム、ネーム＆ナンバー
加工が割引価格で購入できます。

選手たちのプライベート
な一面を掲載している
会報誌をお届けします。

全席種招待券優先取得権

NAGOYA GRAMPUS

Fastest!

ファンクラブの招待券をいち早く取得いただけます。

ホームゲームチケット5％OFF

HOME GAME

5 %OFF

Jリーグチケット・試合会場チケット売場でチケット
が割引価格で購入できます。

シーズンチケット購入権

NAGOYA GRAMPUS

SEASON

1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入できます。

シェルリュック

トートバッグ

or

普段使いにもオススメのアイテム
です。グランパスカラーを使用
したシンプルなデザイン。ユ
ニフォームやタオルといった
応援グッズはもちろん、A 4サ
イズの書類も収納可能です！

シンプルなデザインにワンポイント
でチームカラーを使っているの
で、普段使いや試合観戦で活躍！
十分な容量で、外側にも内側に
もポケットがあるので、小分け
も可能です！

サイズ：約H460×W350×D130（底部）mm
容量：約23L

試合日にスタジアムで実
施するイベントにご応募
いただけます。

抽選

会員証認証

NAGOYA GRAMPUS

Fastest!
グランパス「エイト」にちなみ、ファンクラブ継続8年目の
みなさまに特別な記念品をお届けします。2021シーズ
ンは、会員番号が2014から始まる方が対象です。

会員証認証

新体制発表会 優先当選権＋応募権

売り切れ確実の
試合のチケットを
最速でゲット!

WEB事前申込み

ファン感謝デー招待券2枚＋チケット購入権
抽選

会員証認証

小学生限定！ 選手と一緒にサッカーをすることができます。
※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった場合でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

2021年夏頃
お届け予定

WEB事前申込み

抽選

※参加希望者が多数の場合は
抽選となります。

ファンクラブ会員しか持つことができない、オリジナ
ルデザインのクレジットカードにお申込みいただけま
す（18歳以上の方のみ）
。 【発行：トヨタファイナンス株式会社】

選手とふれあいサッカー応募権

早期入会特典

2021シーズンのチーム
始 動にあたり開 催 する、
新体制発表会にご応募い
ただけます。

オフィシャルカード入会権

チケット超優先販売
チケットを一番早く購入できます。

来場プレゼント

ホームゲームのファンクラブブース来場回数が1・2・
3・8回目の認証時にファンクラブオリジナルアクリ
ルボールチェーンキーホルダーをプレゼントします。

サイズ：約H450×W270×D130（底部）mm
容量：約16L

8年間継続記念品
※新型コロナウイルスなどの影
響で実施ができなかった場合で
もファンクラブ年会費の返金対
象にはなりません。

選択式

ファンクラブ限定のテキスタイルには、
ファミリーとクラブがサッカーを通
じてどこまでもつながっていくと
いう意味が込められています！ サ
イドにはドリンクホルダー、外側と
内側にポケットがついていて、収
納力も抜群です！

サイズ：約H320×W520×D180（底部）mm
容量：約30L

スタジアムイベント応募権
WEB事前申込み or 当日抽選

or フラップリュック

抽選

WEB事前申込み

チーム・選手から、いつも応援して
いただいているファンクラブのみ
なさまへ感謝をお伝えするイベン
トにご招待します。また、ファン感
謝デーのチケットを購入できます。

FanClub

Information

ハッピーバースデー
カード

マイページ
コンテンツ

メールで各種ファン
クラブに関するイベ
ントや情報などをお
届けします。

お誕生日月に選手の動画
にアクセスできるU R Lが
ついたバースデーカード
をお届けします。

ファンクラブ会員さま限定
ページ！ イベントに応募し
たり、オリジナル壁紙をダウ
ンロードできます。

グランパスくんをモチーフにした
限定特典が盛りだくさんの
特典パッケージをご用意しました!

グランパスくん
パック購入権
年会費

WEB事前申込み

募集期間、ファンクラブ入会
手続き時にお申し込みいただ
けます。

5,000 円
数量限定先着申込み制

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。
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会員証

無料招待券でおトクに観戦するなら
レギュラーがオススメ！

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。

レギュラー
年会費

ファンクラブガイドブック
選手の写真やプロフィール・試合情報・ファンクラブ特典
の使用方法などがこの1冊でわかります！

1993 758758
グランパスくん

け い そ う ど

グランパスくん珪藻土コースター

グランパスオリジナルパスポート

早期入会特典

2020シーズンに好評だった ｢オリパス｣
がバージョンアップ！ ｢オリパス｣ を見せ
れば、掲載している飲食店や施設がファ
ンクラブ特別価格で楽しめます。

抽選

早期入会受付期間にファンクラブにご入
会いただいた方の中から抽選で5 0 0名さ
まに、グランパスくんの顔形オリジナル珪
藻土コースターをプレゼント！
※2個で1セットとなります。

2,500 円

来場プレゼント

上層階指定席招待券2枚（最大7,600円相当）は、1
人で2試合に分けて使うことも、2人で1試合を一緒
に観戦することもできます！

※割引内容は店舗ごとに異なります。
詳細はパスポートをご確認ください。

上層階指定席招待券2枚

WEB事前申込み

お好きな試合で、上層階（ 2・3・4階）指定席
およびホームゴール裏指定席の中からお好き
な席種を選んで使えるシリアルキーがついて
きます。1人で2試合に分けて使うことも、2人
で1試合を一緒に観戦することもできます！

最大

新体制発表会 応募権

早期入会特典

WEB事前申込み

ホームゲームのファンクラブブース来場回数が1・2・
3・8回目の認証時にファンクラブオリジナルアクリ
ルボールチェーンキーホルダーをプレゼントします。
抽選

2021シーズンのチーム
始 動にあたり開 催 する、
新体制発表会にご応募い
ただけます。

※参加希望者が多数の場合は
抽選となります。

WEB事前申込み

2021年夏頃
お届け予定

チケット優先販売

抽選

会員証認証

※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった場合でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

ファン感謝デーチケット購入権

NAGOYA GRAMPUS

Fast!

超優先販売の次に、チケットを早く購入できます。

小学生限定！ 選手と一緒にサッカーをすることができます。

相当

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年目のみなさまに特別な記念品
をお届けします。2 0 2 1シーズンは、会員
番号が2014から始まる方が対象です。

選手とふれあいサッカー応募権

7,600円

会員証認証

WEB事前申込み

ホームゲームチケット5％OFF

HOME GAME

5 %OFF

Jリーグチケット・試合会場チケット売場でチケット
が割引価格で購入できます。

ファン感謝デーのチケットを購入できます。

シーズンチケット購入権

NAGOYA GRAMPUS

1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入できます。

オリジナルサコッシュ
継続入会特典

アジャスター付きのベルトで長さ調
節ができ、使い勝手が抜群! 街中や
スタジアムで目立つこと間違いなし
のアイテムです。

6 , 6 0 0円以上購
入いただくと、お
届け送 料 が 無 料
になります。

スタジアムイベント応募権
WEB事前申込み or 当日抽選

ユニフォーム
10％OFF

WEBSHOP送料無料

※A指定席2階を除く。

抽選

会員証認証

試合日にスタジアムで実施するイベントにご応募いただけます。

オフィシャルカード入会権

グッズ
先行販売
※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった場合でもファンクラブ年
会費の返金対象にはなりません。

ユニフォームな
ど、一 番 早く購
入できる商品が
あります。

選手たちのプライベートな一面を掲載している
会報誌をWEBにて閲覧いただけます。

FanClub

マイページ
コンテンツ

メールで各種ファンクラ
ブに関するイベントや情
報などをお届けします。

ファンクラブ会員さま限定ペー
ジ！ イベントに応募したり、オリ
ジナル壁紙をダウンロードでき
ます。

Information

オーセンティックユニフォームと
レプリカユニフォーム、ネーム＆
ナンバー加工が割引価格で購入
できます。

送料無料

会報誌「Grafan」

ファンクラブ会員しか持つことができない、オリジナ
ルデザインのクレジットカードにお申込みいただけま
す
（18歳以上の方のみ）
。【発行：トヨタファイナンス株式会社】

サイズ：約H170×W250mm

SEASON

グランパスくんをモチーフにした
限定特典が盛りだくさんの
特典パッケージをご用意しました!

グランパスくん
パック購入権
年会費

WEB事前申込み

募集期間、ファンクラブ入会
手続き時にお申し込みいただ
けます。

5,000 円
数量限定先着申込み制

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。

10 GRAMPUS FanClub 2021

グランパス ファンクラブ 2021

11

会員証

お子さまが喜ぶグッズと、一緒に楽しむ
ファミリー向け特典が盛りだくさん！

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。

キッズ

お好きな試合で、上層階（ 2・3・4
階）指定席およびホームゴール裏指
定席の中からお好きな席種を選んで
使えるシリアルキーがついてきます。
大人のチケットはお子さまでもご利
用できます（小学生のチケットを大
人が利用することはできません）
。

WEB事前申込み

早期入会受付期間にファン
クラブにご入会いただいた
方の中から抽選で5 0 0名
さまに、グランパスくんの
顔形オリジナル珪藻土コー
スターをプレゼント！

キッズシェルリュック

5,700円
相当

キッズフラップリュック

選択式

大人用のフラップリュックと色違
いでペアになるデザインです。
応援にはもちろん、学校や外
遊びなどさまざまな場面で
活躍します! サイドにはド
リンクホルダー、外側にポ
ケットがついていて、収納力
も抜群です!

※チェストベルトの位置が高いため、
取り扱いには十分ご注意ください。

アジャスター付きのベ
ルトで 長さ調 節 が で
き、使い勝手が抜群!
街 中やスタジアムで
目立つこと間違いなし
のアイテムです。
サイズ：約H170×W250mm

継続入会特典

サイズ：約H390×W300×D130（底部）mm
容量：約13L

会員証認証

ホームゲームのファンクラブブースで来場認証い
ただくと、毎回認証時にオリジナルのがちゃがちゃ
にチャレンジできます。

2 0 2 1シ
ーズンも
毎回がち
ゃがちゃ
が
できるよ
！

キッズ選手カード

Fast!
HOME GAME

5 %OFF

Jリーグチケット・試合会場チケット売場でチケット
が割引価格で購入できます。

シーズンチケット購入権

WEB事前申込み or 当日抽選

抽選

会員証認証

試合日にスタジアムで実施
するイベントにご応募いた
だけます。

ユニフォーム10％OFF

6 , 6 0 0円以上購入いただくと、お届
け送料が無料になります。

オーセンティックユニフォームとレプ
リカユニフォーム、ネーム＆ナンバー
加工が割引価格で購入できます。

会員証認証

抽選

早期入会特典

WEB事前申込み

抽選

2 0 21シーズンのチーム始動
にあたり開催する、新体制発
表会にご応募いただけます。
※参加希望者が多数の場合は抽選と
なります。

ファン感謝デー招待券1枚＋
チケット購入権

選手とふれあいサッカー応募権
WEB事前申込み

SEASON

WEBSHOP送料無料

新体制発表会 応募権

来場プレゼント

NAGOYA GRAMPUS

1会員につき、1席のシーズンチケットをご購入できます。

ホームゲームのファンクラブブース来場回数が1・2・
3・8回目の認証時にファンクラブオリジナルアクリ
ルボールチェーンキーホルダーをプレゼントします。

会員証認証

WEB事前申込み

チーム・選手から、いつも応援していただいているファンクラブのみなさまへ感謝を
お伝えするイベントにご招待します。また、ファン感謝デーのチケットを購入できます。

※新型コロナウイルスなどの影響で実施ができなかった場合でもファンクラブ年会費の返金対象にはなりません。

サイズ：約H383×W230×D111（底部）mm
容量：約10L

キッズがちゃ

NAGOYA GRAMPUS

ホームゲームチケット5％OFF

グランパス「エイト」にちな
み、ファンクラブ継続8年目
のみなさまに特別な記念品
をお届けします。2021シー
ズンは、会員番号が20 1 4
から始まる方が対象です。

小学生限定！ 選手と一緒にサッカーをすることができます。

オリジナルサコッシュ

チケット優先販売

2021年夏頃
お届け予定

※新型コロナウイルスなどの影
響で実施ができなかった場合でも
ファンクラブ年会費の返金対象に
はなりません。

or

大人用のシェルリュックとペア
になるキッズ用シェルリュッ
ク。グランパスの応援グッズ
だけでなく、水筒やレジャー
シ ートも 収 納 可 能 な サ イ
ズのため、学校の遠足にも
ぴったりです。

サイズ：約H300（ヒレ含まず）
×W220×D100（底部）mm
容量：約6L

※割引内容は店舗ごとに異なります。
詳細はパスポートをご確認ください。

超優先販売の次に、チケットを早く購入できます。

スタジアムイベント応募権

最大

※A指定席2階を除く。

会員証、チケットなどを入れ
てスタジアム観戦にお出
掛けできます！ キッズが
ちゃの缶バッジをつけた
りして、あなただけのオ
リジナルリュックにアレ
ンジしてください！

抽選

8年間継続記念品

親子上層階指定席招待券2枚（大人1枚+小学生1枚）

or

早期入会特典

※2個で1セットとなります。

スタジアムでも限定グッズがもらえて、ホームゲー
ムの楽しみが増えます。お子さまと一緒に観戦でき
る親子招待券（最大5,700円相当）もついてきます。

グランパスくんリュック

グランパスくん

グランパスくん珪藻土コースター

選手の写真やプロ
フィー ル・試 合 情
報・ファンクラブ特
典の使用方法など
がこの1冊でわか
ります！

2,500 円

2020シーズンに好評だった ｢オリパス｣
がバージョンアップ！ ｢オリパス｣ を見せ
れば、掲載している飲食店や施設がファ
ンクラブ特別価格で楽しめます。

1993 758758

けいそうど

ファンクラブガイドブック

入会対象生年月日 ▶ 2008/4/2以降に生まれた方

年会費

グランパスオリジナルパスポート

会員証認証

ホームゲームのファンクラブブースで試合ごとに
変わる選手カードを先着でプレゼントします。

会報誌「Grafan」
選手たちのプライベートな一面を掲載している
会報誌をWEBにて閲覧いただけます。

グッズ
先行販売
ユニフォームなど、一
番早く購入できる商
品があります。

FanClub

Information

マイページ
コンテンツ

メールで各種ファン
クラブに関するイベ
ントや情報などをお
届けします。

ファンクラブ会員さま限定ペー
ジ！ イベントに応募したり、オリ
ジナル壁紙をダウンロードでき
ます。

グランパスくんをモチーフにした
限定特典が盛りだくさんの
特典パッケージをご用意しました!

グランパスくん
パック購入権
年会費

WEB事前申込み

募集期間、ファンクラブ入会
手続き時にお申し込みいただ
けます。

5,000 円
数量限定先着申込み制

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。
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※A指定席2階を除く。

オフィシャル
カード入会権

ファンクラブ会員しか持つことがで
きない、オリジナルデザインのクレ
ジットカードにお申込みいただけます
（18歳以上の方のみ）
。

【発行：トヨタファイナンス株式会社】

簡単
&
オススメ
方

WEB

スタジアム
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。

ファン感謝デー
チケット購入権

WEB事前申込み
早期入会特典

新体制発表会 応募権

ファン感謝デーのチケットを購入でき
ます。

ユニフォーム
10％OFF
FanClub

Information

マイページ
コンテンツ

オーセンティックユニフォー
ムとレプリカユニフォーム、
ネーム＆ナンバー加工が割
引価格で購入できます。
メールで各種ファ
ンクラブに関する
イベントや情報な
どをお届けします。
ファンクラブ会員さま限定
ページ！ イベントに応募し
たり、オリジナル壁紙をダウ
ンロードできます。
WEB事前申込み

年会費

WEB事前申込み

抽選

2021シーズンのチーム始動にあたり開催
する、新体制発表会にご応募いただけます。
※参加希望者が多数の場合は抽選となります。

WEBSHOP送料無料
シーズンチケット購入権

6 ,6 0 0円以上購入いただくと、お届
け送料が無料になります。
1会員につき、1席のシーズンチケッ
トをご購入できます。

グッズ先行販売
ホームゲームチケット5％OFF

ユニフォームなど、一番早く購入でき
る商品があります。
Jリーグチケット・試合会場チケット売場
でチケットが割引価格で購入できます。

グランパスくん
パック購入権

5,000 円

数量限定先着申込み制

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。

ファンクラブ入会方法 入会受付は2021/ 8/31（火）まで

法

パソコン・スマートフォンからお申込みできます。
https://club.nagoya-grampus.jp/gw/register/

ホームゲーム開催日にファンクラブブースにお越しください。新規入会の場合は、
右ページの入会申込書をご記入のうえお持ちいただくと、お手続きがスムーズです。

●スタジアム来場予定がない場合、インターネット環境がなくWEBからの手続きができない場合には、チケットストア（052-308-8855／平日11：00～15：00）までお問い合わせください。

会員証認証

来場プレゼント

ホームゲーム
の ファンクラ
ブブース来場
回数が1・2・3・
8回 目 の 認 証
時にファンクラブオリジナルアクリル
ボールチェーンキーホルダーをプレ
ゼントします。

会報誌「Grafan」

選手たちのプライベートな一
面を掲 載している会 報 誌を
WEBにて閲覧いただけます。

グランパスくんをモチーフにした
限定特典が盛りだくさんの
特典パッケージをご用意しました!

募集期間、ファンクラブ入会
手続き時にお申し込みいただ
けます。

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

いつ入会しても、
年会費は同じ!
早く入会した
ほうがおトクなんだわ！

会費お支払い方法
決済手数料

クレジットカード
無料

コンビニ
220円

現金
無料

電話番号

① 自宅

★

都 道
府 県

ご紹介者

事務 局使用欄

郡

区

市

★

年生

キャンペーン

ルーキー

月

（1,000円）

日

保冷バッグ

学年

ご署名：

受領日：20

年

入会特典を受け取りました。
月

グランパスくんリュック or キッズシェルリュック or キッズフラップリュック

ファンクラブガイドブック

or ショルダーバッグ

アパート・マンション名・部屋番号も省略せずにご記入ください。

20

年

スタジアム入会のみ使用
招待券

女

生年
月日

19

西暦

入会 対 象 生年月日
2008 年 4 月 2 日 以降

シェルリュック or トートバッグ or フラップリュック

仮会員証

@

② 携帯

性別

（2,500 円）

男

キッズ
（2,500 円）

レギュラー

キリトリ

スクール生
番号

スクール名

B. グランパススクールに入校している方はご記入ください。

お名前

会員番号

A. キャンペーン時は、紹介者情報をご記入ください。

A・B は該当する方のみご記入ください。

メールアドレス

★

① ② のどちらかは必須

〒

ゴールド
（10,000 円）

プラチナ
（30,000 円）

会員証

★

住所

フリガナ

お名前

フリガナ

ご希望のコースを ◯で
囲んでください。

コース

（2020年1月1日～）

グランパスファンクラブ会員規約

キリトリ

(1)個人情報の利用目的
入会申込書にご記入いただいた個人情報は、以下の利用目的に必要な範囲内でのみ利用させていただき
ます。
・チケット等の販売促進のための利用
・会員に対する各種特典・サービスの提供
・名古屋グランパスのスポンサーから会員に対する商品・サービスのご案内
・各種イベント、キャンペーン、懸賞等に関する諸連絡事項や当選可否等の通知、景品等の送付
・当社業務上必要な範囲における、部署間及び職員間の諸連絡事項の通知
・会員からの各種お問合せ、ご依頼、ご要望への対応
(2)個人情報の第三者への開示・提供について
以下の場合を除き、個人情報は第三者に開示・提供いたしません。なお、取得した個人情報を加工して、個
人を特定できない統計的なデータとして第三者に提供することがあります。
・事前に会員の同意をいただいた場合
・会員に対するサービスの提供などの際に一部業務を代理店、運送業者、決済業者などに委託する場合
・当社／Jリーグが適切と判断した第三者（主としてクラブやJリーグパートナーを指すが、これに限らない）が商品･サービ
ス等の広告案内等の販売促進活動を行うために提供する場合
・個人情報保護法その他法令で認められた場合
(3)個人情報の管理について
当社は、個人情報を開示、提供する業務委託先に対しては、機密保持契約の締結などを行うとともに、個人
情報を適切に管理するため厳正な指示・監督を行います。

個人情報の取り扱いについて

住所・電話番号など会員の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに事務局が定める方法で変更手続き
をとっていただきます。なお、届出事項の変更前に事務局からの送付物が不着になるなどの不便が生じた
場合でも、当社は責任を負いかねます。

届出事項の変更

退会

会員は、当会への入会に際し、本会則に違反しもしくは会員証を不正利用した場合、または当会の行事もし
くは名古屋グランパスの試合開催時等において事務局または係員の指示に従わない場合、その他事務局
が当会の会員としてふさわしくないと認めた場合は、会員資格の有効期間中であっても当会を退会してい
ただきます。この場合、納入済みの入会金・年会費は「会費」(4)に準じて扱うものとします。

会員には、事務局から、事務局が定める期間に会員資格の継続のご案内をいたしますので、継続を希望さ
れる場合は、都度、継続のお手続きをして下さい。

会員資格の継続

会員資格の有効期間は、1月1日から1 2月末日までとします。ただし、期間途中に入会された場合の有効
期間は、事務局が入会を認めた日からその年の12月末日までとします。有効期間の途中での会員区分の
変更はできません。

会員資格の有効期間

( 1 ) 会員は事務局所定の入会金・年会費を事務局の定める方法により納めるものとします。納められた入
会金・年会費は、下記の事由がある場合、返金させていただきます。
① 会員の死亡、疾病その他のファンクラブサービスを受けることが不可能もしくは著しく困難な事情が生
じた場合
② 会員資格に基づくファンクラブサービスを受ける前に退会を申し出た場合
③ 会員資格の有効期間開始前に退会を申し出た場合
(2) 解約をお申入れの際にはお申入れの事情により、医師の診断書等解約事由のあることを証明する資料
の提出をお願いする場合があります。また、前項②および③による解約は、会員資格に基づき受領した物
品・特典を未使用の状態で返品いただいた場合に限ります(会員資格の有効期間開始前に提供される早期
入会特典含む)。なお、物品・特典の返送にかかる費用は会員が負担するものとします。
(3) 解約時には、会員が納めた会費から次の金額を控除した残額を返金させていただきます。
① 当会の運営に発生した費用
② 退会手続きにかかる事務手数料として1,000円＋消費税
( 4 ) 前3項にかかわらず、法令の定めにより入会無効・取消し・解除となる場合は、当該法令の定めるとこ
ろにより取り扱うものとします。

会費

会員証

会員には、事務局が会員証を交付します。会員証は、会員証に印字された会員ご本人のみが、事務局が定
める有効期間中に限り、利用できるものとします。なお、会員証は第三者に貸与・譲渡・名義変更すること
はできません。
会員証を紛失・破損された場合、事務局所定の手続きにより再発行いたします。再発行手数料として、
1,000円＋消費税がかかります。

当会に入会を希望される方は、本会則を承諾の上、希望する会員区分を明示して、事務局に入会申込書を
提出していただきます。事務局が入会を認めた方を正式会員（以下「会員」）とします。会員は、以下の資格を
満たしている方に限ります。
(1)日本国内に住所を有すること。
(2)未成年の方は親権者の同意があること。
(3)反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう）の組員、構
成員もしくは関係者に該当しないこと。
(4)その他事務局において、会員としてふさわしくないと判断した者でないこと。

会員

株式会社名古屋グランパスエイト（以下「当社」）は、名古屋グランパスを応援していただく皆様のために、
「グ
（以下「当会」
）を運営し、会員になっていただいた皆様に対して、様々な特典を提供さ
ランパスファンクラブ」
せていただきます。ファンクラブ事務局（以下「事務局」）は当社本社内に設置します。

1 , 0 0 0円で最大3, 8 0 0円相当の指定席で観戦でき
る特典招待券に加え、ユニフォームやチケットの割
引特典も受けられ、来場プレゼントももらえます!

ご連絡のつきやすい電話番号・メールアドレスをご記入ください。
（必須） ★事務局からご連絡させていただくことがありますので、
青枠の中をすべてご記入ください。

月

1,000 円

グランパスファンクラブ事務局 宛 : 私はグランパスファンクラブ会員規約を承諾し、グランパスファンクラブに入会します。

14 GRAMPUS FanClub 2021
日

超優先販売の次に、チケットを早く購
入できます。

年

WEB事前申込み

20

チケット優先販売

記入日

お好きな試合で、上層階（2・3・4階）
指定席およびホームゴール裏指定席
の中からお好きな席種を選んで使え
るシリアルキーがついてきます。

上層階指定席招待券1枚

入会申込書

年会費

キリトリ

ルーキー

キリ トリ

チケットを買うなら、断然おトク!!
気軽に入会して、スタジアムで観戦しよう!

キリトリ

