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Q：いよいよ今日の試合で、2017シーズ
ンのリーグ戦も最終節となります。改め
て現在の気持ちを聞かせてください。
「リーグ戦を締めるにあたり、良い形で終えたいと
いう気持ちは、選手、スタッフ、関係者全員が思って
います。この一年の成果を、今日の90分間に凝縮し
て表現したい。同時に今季はホームで悪天候の試合
が多かったなか、試合最後まで声を枯らして応援し
ていただいたサポーターへ感謝の気持ちも汲んで、
100％以上の力を発揮したいと思っています」

Q：今季のJ2リーグを振り返って？
「各チーム、選手のレベルも上がっているし、
戦術面でもそれぞれ独自の色が現れている。そ
れが最後まで昇格争いが団子状態となった要
因ではないかと考えています。湘南は持ち前の
勝負強さで抜け出す形にはなりましたが、各チ
ームに大きな差はありませんでしたね」

Q：湘南、福岡、名古屋が上位陣に顔を揃えるな
か、長崎や東京Vの躍進も光ったシーズンでした。
「東京Vに関しては、もともと選手の質は高いチ
ームでした。監督が変わったこともあり、持ってい
るポテンシャルをうまく生かすことが出来るよう
になったのではないでしょうか。長崎については
新卒含めて選手獲得に熱心で、予算をうまく遣り
繰りしながらチーム力をアップさせて、最後まで
手堅いサッカーをしてきたと感じています」

Q：山雅の2017シーズンの戦いを端的に言えば？
「まだシーズンは終わっていないので総括するのは
難しいですが、我々は日々努力をして毎試合戦って
きたつもりです。ただ若手の台頭など、他チームに
比べると遅れていた部分は認めざるを得ません」

Q：苦しい戦いの続くなか、印象に残る
試合を挙げるならば？
「ホームの山形戦、徳島戦は印象に残っています。
いずれも相手チームに先制されましたが、早い時
間に追いついて、逆転することが出来た。結果はも
ちろん内容でも手応えを感じた試合でした」

Q：最後に、この最終戦への意気込みをお願いします！
「やはり一年間の感謝の気持ちを込めて臨みた
い試合になります。この一年は長くて大変なシー
ズンでしたが、こうして最後まで昇格争いに関わ
ることが出来たのもファン・サポーターの皆さん
のお蔭です。その感謝の気持ちを示すためにも、
我々らしさを全面に出して良い形でリーグを締め
括りたい。それ以降（J1昇格プレーオフ）のこと
は、改めて整理したいと思います」

泣いても笑っても、今節がリーグ最
終戦。昇格プレーオフ進出への可能
性を繋げるためにも負けられない
一戦を前に、反町康治監督に混戦
模様だった2017シーズンを振り
返りつつ、最終戦への意気込みを語
ってもらいました！

感謝の気持ちを込めて、
100％以上の力を
反町康治監督
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菅野　孝憲 1984/05/03 179㎝/75㎏
清水　圭介 1988/11/25 183㎝/74㎏
永井　建成 1995/07/07 185㎝/83㎏
若原　智哉 1999/12/28 185㎝/80㎏
湯澤　聖人 1993/10/10 179㎝/74㎏
高橋　祐治 1993/04/11 187㎝/80㎏
田中 マルクス闘莉王 1981/04/24 185㎝/85㎏
本多　勇喜 1991/01/02 173㎝/67㎏
染谷　悠太 1986/09/30 184㎝/78㎏
内田　恭兵 1992/11/05 172㎝/63㎏
麻田　将吾 1998/07/06 186㎝/77㎏
下畠　翔吾 1992/05/08 178㎝/73㎏
石櫃　洋祐 1983/07/23 178㎝/73㎏
土屋　征夫 1974/07/31 177㎝/73㎏

吉野　恭平 1994/11/08 182㎝/75㎏
田村　亮介 1995/05/08 170㎝/65㎏
ハ　ソンミン 1987/06/13 184㎝/78㎏
仙頭　啓矢 1994/12/29 171㎝/64㎏
望月　嶺臣 1995/01/18 167㎝/61㎏
伊東　　俊 1987/10/29 165㎝/64㎏
小屋松知哉 1995/04/24 171㎝/64㎏
島村　拓弥 1999/03/06 170㎝/59㎏
重廣　卓也 1995/05/05 179㎝/66㎏
ケヴィン オリス 1984/12/06 192㎝/91㎏
エスクデロ 競飛王 1988/09/01 171㎝/75㎏
岩崎　悠人 1998/06/11 172㎝/69㎏
イ ヨンジェ 1991/06/08 184㎝/78㎏
大野　耀平 1994/12/06 184㎝/80㎏
大黒　将志 1980/05/04 178㎝/73㎏

松本山雅FC監督
反町  康治

自分たちの力で
笑って終われるように

最終戦を勝利で飾れるか。問われるのは“One Soul”！

第42節

2017シーズンも、いよいよ今日が最終節。アウェー2連戦を戦い抜いた
山雅は、アルウィンで今季ホームラストゲームを迎える。残念ながら自動
昇格の可能性は消滅したが、まだまだトップカテゴリー復帰のための可
能性は残されている。リーグ3位から6位までが出場できるJ1昇格プレ
ーオフを勝ち上がり、最後の切符を掴むことが出来るかに注目が集まる。
現在7位につける山雅だが、今日の試合に勝利すれば昇格プレーオフ進
出が叶うことになる。まさしくチームの“One Soul”が問われる局面だ。
今節の対戦相手は、京都サンガF.C.だ。J1の経験も長く、予算規模もJ2
上位の強豪クラブ。しかし今季は序盤から波に乗れない日々が続き、一
度も昇格争いに加われないまま最終節を迎えた。布部陽功監督にとって

も苦しい戦いとなったが、既に来季を見据えて若返りに着手。経験は少
ないながらもポテンシャルを秘めた若手を先発起用し、チームの活性化
を促している。下部組織からの生え抜きや高校選手権などを沸かせた原
石が伸び伸びと躍動しており、第32節・山形戦から9試合負けなしと上
昇傾向だ。もちろん実績充分のベテランも健在で、田中マルクス闘莉王
や大黒将志も持ち味の得点力を存分に発揮している。
京都は昇格争いにも残留争いにも関わっておらず、肩の力を抜いて挑め
る状況。その意味では難しいシチュエーションの山雅だが、多くのファン、
サポーターの後押しも期待できる。その力を借りて、最終戦をモノにし
たい。

●ホームスタジアム: 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
●活動区域／ホームタウン: 京都府／京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市、木

津川市、亀岡市、南丹市、京丹波町 
●クラブマスコット: 愛称「パーサくん」「コトノちゃん」
●J リ ー グ 加 盟 年: 1996年   ●社長名: 山中　大輔   ●監督名: 布部　陽功

松本山雅FC京都サンガF.C.
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京都サンガF.C.選手一覧

21
鈴木

3
田中

4
飯田

15
染谷

33
安川

9
高崎

30
石櫃

21
清水

14
パウリーニョ

6
本多

5
吉野

8
ハ ソンミン

7
田村

22
小屋松

14
仙頭

13 
岩崎

19
大野

31
橋内10

工藤

7
武井

19
山本

24
那須川

予想フォーメーション

対戦情報

Q：前節・福岡戦は、最後まで手に汗握
る戦いとなりました。

「福岡さんと比較すると、残念なが
ら劣っている部分もありました。た
だ運動量や諦めない姿勢など我々
には我々のストロングポイントがあ
り、それを全面的に表現することが
出来た試合だったと思います。ベン
チにも好調の選手が多いことから
早い時間で動きましたが、途中から
入ったセルジや安藤、イシが攻撃に
貢献してくれました」

Q：今日の試合で勝利すれば、6位以内
へ返り咲きます。

「順位的には現時点で7位ですが、5位・徳島と6位・東京Vが直接対決を
行うという日程もあり、今日の試合に勝利すれば昇格プレーオフ進出と
なります。振り返れば今季は最初から最後まで苦しい戦いの連続でし
たが、最後は勝って自分たちの力で笑って終えられるようにしたいと思
います」

Q：今季最終戦の対戦相手は、京都サンガF.C.になります。前回対戦（第9
節）では1-1のドローでしたが？

「布部陽功監督が開幕当初のスタイルを、ちょうど変化させた頃でした
ね。前線に能力の高いターゲットマンがいるので、その選手を最大限に
生かすような戦術に変えていました。出遅れた分だけ成績は伸びなか
ったものの終盤戦には9試合負けなしと、しぶとさを見せています。選
手層の厚さや個々のポテンシャルなどは我々よりも上で、強敵である
ことは間違いありません。難しい試合になりますが、サポーターの皆さ
んには最後まで熱い声援をよろしくお願いいたします」

GK

DF

MF

FW

試合ダイジェスト

一方はJ1昇格、一方はJ2残留を目指すチームによる一戦
は、序盤から下位の讃岐が主導権を掴む。立ち上がり以降は
持ち直してボールを持つ時間も増えた山雅だったが、プレ
ー精度に欠けて得点が遠い。スコアレスのまま迎えた後半
開始直後に高崎が得たPKを自ら決めて先制するも、60分に
森川にプロ初得点
となる同点弾を献
上。その後は村山
の好セーブもあっ
て得点こそ許さな
かったものの、最後
まで決め手に欠け
て1-1の痛み分けに
終わった。

最後まで決め手を欠いて、
敵地で痛いドロー

vs カマタマーレ讃岐 vs アビスパ福岡
第40節 第41節

パウリーニョのミドルで、
大きな勝ち点１奪取！

11月5日㈰14:00 Kickoff Ｐｉｋａｒａスタジアム 11月11日㈯14:00 Kickoff レベルファイブスタジアム

1 1
松本山雅FCアビスパ福岡

1 前半 0
0 後半 1

14,000人超のファン、サポーターが集ったレベスタ。その
熱に支えられた福岡が立ち上がりから攻勢を仕掛けるも、
山雅も運動量豊富なサッカーで対抗。しかし前半終了間際
に山瀬に先制点を決められ、1点ビハインドで後半に突入。
鈴木智の好セーブもあってスコアは動かないまま迎えた
84分、細かいパス
ワークからパウリ
ーニョが得意のミ
ドルシュートで同点
に追いつく。そのま
ま1-1でタイムアッ
プとなり、山雅は勝
ち点1を手にした。

  1 湘南ベルマーレ  82  ＋22
  2 Ｖ・ファーレン長崎  77  ＋15
  3 アビスパ福岡  73  ＋18
  4 名古屋グランパス  72  ＋18
  5 徳島ヴォルティス  67  ＋27
  6 東京ヴェルディ  67  ＋14
  7 松本山雅ＦＣ  66  ＋17
  8 ジェフユナイテッド千葉  65  ＋11
  9 横浜ＦＣ  63  ＋12
10 大分トリニータ  61  ＋7
11 モンテディオ山形  56 －5
12 京都サンガF.C.  54 ＋7
13 水戸ホーリーホック  54 －2
14 ファジアーノ岡山  54 －5
15 愛媛ＦＣ  50 －14
16 ＦＣ町田ゼルビア  49 0
17 ＦＣ岐阜  46 －9
18 ツエーゲン金沢  46 －19
19 カマタマーレ讃岐  38 －18
20 レノファ山口ＦＣ  37 －21
21 ロアッソ熊本  37 －22
22 ザスパクサツ群馬  20 －53

1 1
松本山雅FCカマタマーレ讃岐

0 前半 0
1 後半 1



6 焼きたて屋

たこ焼き10個 ￥600
たこ焼き6個 ￥400
山雅ビール

￥650～￥800

1 中島屋

お弁当 ¥650

おにぎりセット ¥350

わさび稲荷 ¥300

2 しおじり山賊焼の会

信州名物・山賊焼 ¥700
おにぎらず ¥300
ウィスキーハイボール・
キリン生ビール ¥500～

4 四川乃華

上海焼きそば ¥600
えびマヨ ¥650
山賊風一口唐揚げ

¥500

5 DOUBLE MOUNTAIN

ホットドック ¥600

チリドック ¥600

チーズドック ¥700

3 Soraya

山賊バーガー ¥500
山賊黒酢バーガー

¥500
バーガーBOX ¥850

7 バーデン・バーデン

ソーセージ3種盛
 ¥600
特大!フランクフルト
 ¥500
ホットドック ¥600

11 グラン・シャリオ・コンパニー

黄金鶏唐揚げ ¥500
特製ブレンドソース
焼そば ¥500
信州産牛串焼き ¥500

ポップコーン カップ
¥300

チャック付き パック
 ¥500

ポップコーン バケット
¥1,000

12 ジェリーズポップコーン10 Halu iro

タコライス ¥750

ピタパン ￥500～

かき氷 ¥500

15 韓国食堂HANA

塩豚どん ¥600

海鮮チヂミ ¥500

キムパ ¥800

16 ホテルブエナビスタ

ハンバーガー各種
¥300～

フリオッシュロール
¥250

14 スタ丼の王滝

スタ丼 ¥750

焼きそば ¥500

ハーブフランク ¥500

チョコバナナ ¥400
チョコバナナクリーム

¥500
ブルーベリークリーム

¥500

13 crepe shop Sunny's

17 IRORI EXPRESS

信州味噌山賊焼き
¥600

信州ポークの炙り豚丼
¥850

信州ポークの味噌豚丼
¥500

26 Sonnenblume グリルハウス

ドイツ風ホットドック
¥500

ドイツ風フランクフルト
¥500

ドイツ風ソーセージ3種
盛り合わせ ¥700

24 Dolce ViVi

金のブリュレ ¥600
信州はちみつクレープ

¥440～
ロイヤルセレクト
ソフトクリーム ¥400

ネパール風喜色（きいろ）
のカレー＆ナン ¥800
ネパール風喜色（きいろ）
のカレー＆ライス ¥800
鶏竜田黒酢あんかけ丼

¥500

23わが家のごはん22 駅そばイイダヤ軒

天玉そば ¥500

かけそば ¥350

かき揚げそば ¥550

18 肉のあづみ野屋

対戦チームご当地牛
串焼き 時価
長野県産牛串焼き

¥600
安曇野放牧豚串焼き

¥500

チョコバナナクロワッサン
¥600

ホイップクロワッサン
¥450

こだわりの塩パンドック
¥600

19 トラットリアフォルツァ 20 凌駕 movin'on

煮干醤油ラーメン¥700
王様中華そば ¥700
プレミアムロースト
ビーフ丼 ¥1,000

21 安曇野小町

山賊っクバーガー
¥600

小町の釜飯 ¥650
山賊串 ¥400

25 ソースかつ丼 明治亭

ソース勝丼 ¥1,400
J1へ華麗に勝（かつカレー）

¥1,400
ソースかつどんまん

¥450

29 第一会舘

五目あんかけ
かた焼きそば ¥550
塩焼きそば ¥450
たこ唐揚げ串 ¥300

28 トラットリアジラソーレ

スティックピッツァ各種
¥450～

イタリアンチーズ
チキン2個 ¥500
ハイネケン生ビール

¥550～

際立つ旨さ
富士宮やきそば ¥500
本場大阪牛すじ煮込み

¥500
熟成サーロインステーキ
180グラム ¥1,000

30 やきそばよっちゃん

ドネルケバブ ¥500～

おつまみケバブ ¥600～

ソフトドリンク ¥200

31 DONER KEBAB

黒毛和牛カレー ¥600

もつ煮 ¥400

ソーセージ盛り ¥500

27 ほし☆スタ

9 エイワ

　　　
穂高ビール 
　　（3～4種） 
　 大¥800
穂高ビール 

（3～4種）中¥600
ソフトドリンク各種 ¥200

鶏白湯そば ¥800
炭火焼鴨そば（夏限定）

¥750
ロイヤルスウィート
バニラ ¥400

LIVE'S KITCHEN
Kurekino8
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ファンパーク（12号広場）案内図

本日限定メニュー＆特典紹介本日限定メニュー＆特典紹介
やきそばよっちゃん
生フランクフルト炭火焼きキングサイズ150グラム!!

（通常110グラム）………………￥500（限定150本）

バーデン・バーデン
対戦相手カクテル……￥600〈嵐山〉
対戦相手コロッケ……￥500〈九条ネギと牛肉のコロッケ〉

肉のあづみ野屋
「伝統と文化の味、京都肉」の串焼き………………￥800
その上質な味わいと上品な舌触りをぜひ、お召し上がりください。

2ゲート
階段上エリア

グッズ
販売所

スロープゲート

インフォメーションセンター（迷子・落し物）・後援会ブース
ユニフォームブース
ワンタッチパス

イベントエリア❷
イベントエリア❶

ワンタッチパス

臨時喫煙所
（ハーフタイムのみ）

イベントエリア❸

※緩衝帯の位置やアウェイ自由席、
A席など、各席種の範囲は試合に
よって変動しますので、予めご了
承ください。

ホ
ー
ム
側
ス
タ
ン
ド

ファンパーク
シャトルバス
乗り場

22

総合案内所
当日券発売所

クラブガンズ会員
ポイント交換

グッズ販売所

ながぎんブース

信州ふーど
PRブース

写真撮影スポット
WAON特設イオンブース

グッズ
販売所

29
30
31

28

26

27

サウス
ゾーン
エリア

サウス
ゾーン
エリア

メインスタンドエリアメインスタンドエリア

17

20

イベントエリア❹

18
19 21

24

25

23

写真撮影
スポット

信濃毎日新聞社
号外車（試合終了後）

信濃毎日新聞社
ブース

スイーツ
フェスタ
ブース

3ゲート
エリア
3ゲート
エリア

13 14 16
バックスタンドエリアバックスタンドエリア

15

ワンタッチパス

エキサイティングピッチシート（指定席）

ア
ウ
ェ
イ
側
ス
タ
ン
ド

「ガーデンテラスエリア」「サウスゾーンエリア」
は、アルウィン会場外での販売になります。
一度入場した後でも一旦退場、再入場が可能
ですので、皆様ぜひご利用ください。 

会場外販売について

ガーデンテラス
エリア
ガーデンテラス
エリア

12

11

セブン-イレブン
ハイタッチチケット（指定席）

ワンタッチパス

（購入は会場外）（購入は会場外）

AED設置場所 出展ブース

Yellステーション

311

通行禁止

先行入場抽選会先行入場抽選会

4ゲート
エリア
4ゲート
エリア

JA全農長野ブースJA全農長野ブース

シンガポール
ブース



12:00 JA全農長野ブース開始
（シャトルバス発着場付近） 
スイーツフェスタブース開始

（スタジアム場外サウスゾーン）

12:30 シンガポールブース開始
（スタジアム場外サウスゾーン）

13:30 先行入場開始
 長野銀行ブース開始／WAON特

設イオンブース開始／（1ゲート付近）

 ミニアヒルキーホルダー＆アヒルピン
バッチ＆ボンフィンストラップ販売開始

（メイングッズ販売所）
 信濃毎日新聞社ブース開始

（バックスタンド南側）
写真撮影スポット開始／2017松本山
雅ＦＣ特別号外配布開始／「松本山雅Ｆ
Ｃサポートショップ特集」配布開始

（1・4ゲート付近）

14:00 一般開門
 ワンタッチパスポイント景品交換開始

（スタジアム場外サウスゾーン）
信州ふーどPRブース開始（2ゲート付近）

14:45 積水ハウスpresentsアルWIN TV
（ピッチおよび大型ビジョン）

15：05 ＧＩＦＣ業務提携1周年記念ピッチイベント
（ピッチ）

15:25 選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

15:48 選手紹介

15:59 選手入場

16:00頃　石原崇兆選手 「J２通算200試合出
場達成｣記念セレモニー（ピッチ）

16:00　　前半キックオフ！！

16：45頃　ハーフタイム
（15分間）　

17：00頃　後半キックオフ！！

17：45頃　試合終了

試合終了後　2017明治安田Ｊ２リーグ最終戦セ
レモニー（ピッチおよび大型ビジョン）

 試合終了後の号外配布
 （スタジアム場外サウスゾーン）

タイムテーブル

※実施時間、実施内容等は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。イベント情報  試合開始までの時間も、思いっきりアルウィンを楽しもう！！

■アルウィン史上最“大”のコレオ大作戦

■限定ステッカー付き　クライマックス アルウィン！！フラッグ販売

アルウィンの全スタンドを使っての「史上最“大”のコレオ大作戦！！」をア
ルウィンにご来場のファン・サポーターの皆さんで一緒に実現しよう！
※各席に貼られているコレオグラフィーシートを選手入場時に掲げて

ください。
※事前に貼られているコレオグラフィーシートを別の席に移動させな

いよう、ご注意ください。
※使用後のコレオグラフィーシートは観戦の記念に是非お持ち帰りく

ださいますよう、お願いいたします。

※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店での取り扱いはございません。あらかじめ
ご了承ください。

【コレオ大作戦実施時間】選手入場時

【実施場所】シンガポールブース（スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】12：30～　【販売商品】（すべて税込価格）

【販売価格】1,500円（税込）　【サイズ】約435×675㎜　【素材】ポリエステル
【販売場所】サウスゾーングッズ販売所・メインスタンドグッズ販売所・

バックスタンドグッズ販売所

ゲイラン・インターナショナルＦＣとの業務提携1周年記念イベント開催
●シンガポールブース出展

●喫茶山雅

シンガポール・Ｓリーグの「ゲイランインタ－ナショナルＦＣ（以下ＧＩＦＣ）」との業務提携1周年記念を記
念し、コラボグッズやＧＩＦＣグッズ、シンガポール名物「チキンライス弁当」の販売をいたします。

≪松本山雅×GIFCコラボグッズ≫
・松本山雅×GIFCコラボキーホルダー …………………… 600円
・松本山雅×GIFCコラボタオルマフラー ……………… 2,000円
≪ＧＩＦＣオフィシャルクラブグッズ≫
・ＧＩＦＣ公式ユニフォーム（1st）………………………… 4,500円
・ＧＩＦＣ公式ユニフォーム（2nd）………………………… 4,500円
・ＧＩＦＣマフラー …………………………………………… 1,300円
・ＧＩＦＣユニフォーム型アクセサリー ……………………… 800円
・ＧＩＦＣマグカップ …………………………………………… 500円
※数量に限りがございますので、予めご了承ください。

当たりつき！松本山雅FCミニアヒルキーホルダー＆アヒルピンバッチ＆ボンフィンストラップ販売

・喫茶山雅プレゼンツ　シンガポール名物「チキンライス弁当」…………700円
・ホットコーヒー ………………400円　・ホットハニーレモン ……………400円
・ヤッフィーぬいぐるみ（マスター・シェフ）……………………………各3,000円 
・ヤッフィーぬいぐるみキーホルダー（マスター・シェフ）……………各1,500円
・ニットシュシュ（カップマーク）………1,000円　・喫茶山雅カレー ……500円

【実施場所】クラブガンズ会員ポイント交換ブース（スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】14：00～18：30

クラブガンズ会員 ワンタッチパスポイント景品交換
クラブガンズ会員ワンタッチパスポイント獲得者へ「松本山雅ＦＣオリジナルシューズバック」の引換
を行います。

※景品交換の対象となるのはクラブガンズ会員のみです。シーズンパスは対象となりませんのでご
注意ください。

※選手は、2017年8月18日時点の登録選手（アマチュア選手は
除く）で作成しております。

※当たりの引換は当日のみとなります。
【販売場所】メイングッズ販売所
【販売時間】13：30～ 【販売価格】全商品200円（税込）
〈購入制限〉全商品、お1人様につき10個まで。

※写真はイメージです

喫茶山雅

忘新年会プラン
ガンズくんコース ￥2,500　

4名様以上から

ご注文頂けます
ガンズくんの好物を取り入れたスペシャルメニュー

選手プロデュースメニュー
堪能コース　￥3,500　

・ピリ辛ナッツと揚げそば
・ガンズくんシルエットのアボカドチーズルヴァン
・スモークサーモンとリンゴのマリネ
・シーザーサラダ
・山賊焼き　・フライドポテト
・ピッツァ マルゲリータ
・ナポリタン

・ピリ辛ナッツ&アボカドフライ
・生ハム盛り合わせ
・カリーヴルスト ・グリーンサラダ
・選手プロデュースメニュー
・石原選手　20バン特製チキン南バン
・三島選手　ミッシーオリジナル麻婆茄子豆腐
・山本選手　反さんに捧ぐ野沢菜チャーハン＆コロッケ
・宮阪選手　おかしなお菓子な目玉焼き（杏仁豆腐）

ご予約・お問合せ

TEL.0263-75-8050
松本市大手4丁目9-16 OPEN／11：00 -22：00（不定休）

お料理
10品

お料理
8品

●飲み放題120分 1,500yen

＋

11.17（金）-1月中旬頃

引換最終日！引換最終日！

【販売価格】1冊800円（税込）B4版・56ページ　【実施時間】13：30～18：30
【実施場所】信濃毎日新聞社ブース（バックスタンド南側）

信濃毎日新聞社イベント
●スクラップブック販売＆抽選会
松本山雅ＦＣの記事を保存するのにとても便利な松本山雅ＦＣ×信濃毎日新聞社コラボのスクラップ
ブックを販売いたします。また、当日ご購入いただいた方には、松本山雅ＦＣ選手サイン入りグッズな
どがあたる抽選会にご参加いただけます。
≪抽選会景品≫
・2015テディベア…15名様　・2016テディベア…15名様　・松本山雅ＦＣ選手サイン入りクリアファイル…144名様

●リーグ最終戦ガラポン抽選会

《抽選会景品》グッズなどをプレゼント！
松本山雅ＦＣ選手入サイン入りボール………１名様
ＪＴＢ旅行券 ………………………………… １名様　ＵＣギフト券 ……………………………… 4名様
松本山雅ＦＣ選手サイン入り2017シーズンカレンダー ………………………………………… 4名様
2017シーズンカレンダー …………… 40名様　オリジナルタオルマフラー …………… 30名様
オリジナルタオルハンカチ …………… 40名様　オリジナルレジャーシート …………… 50名様
オリジナルクリアファイル …………… 100名様　オリジナル箸…………………………… 30名様
長野銀行オリジナルポケットティッシュ…200名様

スタジアムバッグに封入された抽選券をお持ちのお客様を対象にガラポン抽選会を実施いたします。
（500名様）

●LINE壁紙プレゼント
長野銀行様の「LINE」にご登録頂いている皆様に松本山雅ＦＣ×長野銀行コラボ壁紙を
プレゼント！
●山雅川柳2017募集
松本山雅FCにちなんだ川柳、松本山雅FCを応援する川柳、クラブと世情を反映した川柳などなどを、
是非ご応募ください。

【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）　【実施時間】13：30～16：00

長野銀行ブース

●スイーツフェスタ最優秀スイーツの販売
「J1へUPる！！ガンズくんの信州りんご」（松本市 パティスリー ミルティーユ様）
450円（限定300個）を販売いたします。

●「デザートレシートキャンペーン」プレゼント引き換え
「デザートレシートキャンペーン」にご参加いただいた方に、オリジナルピンポン
ゲームを先着300個引き換えいたします。

【販売場所】スイーツフェスタブース（スタジアム場外サウスゾーン）
【販売時間】12：00～16：00

スイーツフェスタブース

【実施場所】WAON特設イオンブース（1ゲート付近）　【実施時間】13：30～ハーフタイム終了まで

WAON特設イオンブース
●「大好き松本山雅FC WAON」チャージキャンペーン

＜抽選会景品＞
特賞　イオンスペシャルセット………………………………………………………………5組10名様

（2018松本山雅ＦＣホーム開幕戦ペアチケット+選手サイン入りベーシックＴシャツ1枚+タオ
ルマフラー（2016ベーシック）2枚+コラボマイバスケット2個）

1等　2017 J.LEAGUEAWARDSペアご招待 ……………………… 10組20名様
２等　選手サイン入りコンフィットTシャツ …………………………………… 20名様
３等　タオルマフラー（2016ベーシック）＆選手サイン色紙 ……………… 30名様
４等　松本山雅ＦＣコラボマイバスケット ………………………………… 150名様

「WAON特設イオンブース」にて「大好き松本山雅ＦＣ　ＷＡＯＮ」にチャージいただくと1万円ごとに
1回ガラポン抽選会にご参加できます。

●「大好き松本山雅ＦＣ ＷＡＯＮ」の販売
発行手数料：300円（税込）
※ご登録手続不要、年会費無料
※チャージ上限金額5万円（1回のチャージ限度額は29,000円までになります）



７歳のときに遊びの延長でサッカーを始めました。他の子たちよりも
足が速かったので、アタッカーとしてロングボールを追ったりしていま
したね。サッカーのほかにもハンドボールも得意で、ブラジル国内で
も１、２を争う強豪の高校から特待生として誘われたんですが、両親が
行かせてくれなかったんです（笑）。今となってはそれが逆に良かった
と思います。
サッカーでは12歳のときに「アトレチコ・パラナエンセ」という有名な
チームに入って１週間練習しましたが、ホームシックになって耐え切れ
なくなってしまいました。でもそこでは「プロになるのは甘くない」「自
分の目指す道はプロなんだ」とも感じました。日本でもそうですが特

にブラジルではプロサッカー選手になりたい人が多くて競争が激し
いので、その中で生き残るにはとにかく限界までやるしかないし、グ
ラウンドの中だけでなく外でも乗り越えなければいけない壁が非常
に多かったです。
でもサッカーだけでなくどんな仕事でも向上心は必要で、常にステッ
プアップしていかなければいけないものですよね。２人の子どもが良
い人生を送れるためにも、さらに成長していきたいです。
大切なのは、自分の夢を絶対に諦めないこと。壁は必ず前に立ちはだ
かるものだけど、それを乗り越えるために諦めない気持ちを持ってほ
しいと思います！

パウリーニョが
できるまで

未来の雷鳥戦士に捧ぐ 

＊の景品は、お子様が当選した場合、別の商品をご提供
いたします。

※当選券記載の当選番号は、左記の抽選会景品順では
ありません。毎回ランダムにしておりますので、何が当
たるかお楽しみです♪

ホームゲーム抽選会

2017シーズンもスポンサーの皆様から数々の景品をご提供いただきました。
当選された方には入場時にお配りする袋の中に「当選券」が封入されています。
〈引換場所〉総合案内所　〈引換時間〉試合終了1時間後まで　※当日のみ有効

●選手サイン入りボール………………………1名様
●ゲイラン・インターナショナルＦＣとの
　業務提携1周年記念シンガポールセット……4名様

松本山雅FC提供景品

 ホームタウンご提供景品 
●ＪＡ全農長野様ご提供
　なめ茸セット（6本入り）…………………15名様
●ＪＡ全農長野 全農中信事業所ＪＡ園芸事業推進協議会 果実委員会様ご提供
　ＪＡ松本ハイランド産 サンふじ5㎏………3名様
●ＪＡ全農長野 全農中信事業所ＪＡ園芸事業推進協議会 きのこ委員会様ご提供
　ＪＡきのこセット…………………………15名様
●キリンビール株式会社長野支店様ご提供
　＊キリン一番搾り 350㎖缶24本（1ケース）…1名様
●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
　キリンメッツグレープフルーツ 350㎖缶24本入り…3名様

●株式会社泉精器製作所様ご提供
　山雅モデルシェーバー【IZF-302-G】…………………2名様
　マイナスイオンドライヤー【DR-RM56】………………2名様
●ＪＡ松本ハイランド様ご提供
　ＪＡ松本ハイランド産長芋5㎏………………………2名様
●株式会社ナリス化粧品様ご提供
　AURUS 薬用リフレッシュシャンプー＆
　AURUS 薬用リフレッシュボディソープセット…………1名様
●株式会社渡辺製麺様ご提供
　「信州味噌らぁめん」 ×2パック……………………6名様
●ダスキン信州加盟店会様ご提供
　くらしキレイＢＯＸ……………………………………3名様
●株式会社巴屋様ご提供
　tomoeyaクリーニング割引券＆
　松山三四六コンサートペアチケット………………5名様
●ミサワホーム甲信株式会社様ご提供
　ミッフィー人形………………………………………3名様
●株式会社中島屋降旗米穀様ご提供
　長野県産コシヒカリ洗わないで炊ける「愛を米」2㎏…3名様

●株式会社サンフレッシュ食品様ご提供
　信州オレイン豚セット（バラ肉・モモ肉 200グラムずつ）…3名様
●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
　ペア入浴券…………………………………………5名様
●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券…………………………………………3名様
●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里……………………………………………5名様
●株式会社白馬そだち様ご提供
　白馬村産コシヒカリ2㎏……………………………2名様
●株式会社和牛厨ふか尾様ご提供
　ふか尾のレトルト食品詰め合わせセット……………5名様●松本市様ご提供

　＊山辺ワイン赤白セット（2本1組）…………10名様
　＊地酒利き酒セット（3本1組）………………10名様
　＊松本ブルワリークラフトビールセット……10名様
 　松本産りんご5㎏…………………………10名様
 　信州松本りんごジュース（12本入）………10名様
●塩尻市様ご提供　＊お子様が当選▶ぶどうジュース
　＊塩尻産ワイン赤白セット（2本1組）…………1名様

スポンサー様ご提供景品

販売場所：サウスゾーングッズ販売所・メインスタンドグッズ販売所・バックスタンドグッズ販売所

【サイズ】直径約14㎝
【素　材】アクリル70％、ナイロン30％
【販売数】限定100個

オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/【オンラインショップ取扱い開始時間について】10時より販売開始となります。

※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店で本日より取り扱いを行う予定です。

※オフィシャルショップ全店での取り扱いはございません。
あらかじめご了承ください。

NEW

ニットシュシュ（ロゴ） 1,000円（税込）

【サイズ】約21×11㎝
【素　材】アクリル80％、ナイロン15％、ウール5％

NEW

マジックグローブ 
1,500円（税込）

【サイズ】約160×16㎝、フリンジ8㎝
【素　材】アクリル80％、ナイロン15％、ウール5％

NEW ニットマフラー　3,500円（税込）

【サイズ】約幅20×240㎜
【素　材】ポリエステル

NEW

刺繍ブレスレット 
850円（税込）

新発売商品紹介

【サイズ】1,100×200㎜
【素　材】綿100％ 

販売場所：サウスゾーングッズ販売所・メインスタンドグッズ販売
所・バックスタンドグッズ販売所・シンガポールブース（スタジア
ム場外サウスゾーン）
※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店でのお取り扱い

はございません。あらかじめご了承ください。

NEW

松本山雅×GIFC
コラボキーホルダー
600円（税込）

松本山雅×GIFC
コラボタオルマフラー 
2,000円（税込）

【サイズ】約幅33×80㎜
【素　材】ATBC-PVC、亜鉛合金

表 裏

NEW

●池田町様ご提供　＊お子様が当選▶甘酒
　＊池田町産 冬の純米酒…………………1名様
　池田町産「豆腐製品」詰め合わせセット…1名様
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