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10月 19日(日)13:00キックオフ J2第 37節 コンサドーレ札幌戦  

ホームゲーム各種イベント開催のご案内 

 

 

カターレ富山のオフィシャルスポンサーである株式会社ケーブルテレビ富山様が、試合会場で様々な

イベントや企業 PR を行っていただくことで、会場を盛り上げていただく「ケーブルテレビ富山 ミタスト光 

スペシャルマッチ」を実施いたします。 

【写真撮影会】  ［10:10～10:30 / M3ゲート前］ 
特製パネルの前で、ミタストくんとライカくん、仮装者の写真撮影会を行います。 

【先着プレゼント】  ［10:45～ / M3・B7ゲート］ 
先着 2,000名様に「ミタストくんクリアファイル」をプレゼント！ 

【PRブース】  ［10:45～ / メインスタンドコンコース］ 

光サービス・スポーツチャンネルの紹介およびアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で

964名様に以下の賞品をプレゼント！ 

≪抽選会賞品≫ 

・カターレ賞：「全選手サイン入り色紙」  2名様 

・サッカー賞：「J SPORTSオリジナルサッカーボール」  2名様 

・A賞：「選手サイン入りフラッグ S」  10名様 

・B賞：「ミタストくんフェイスタオル」  50名様 

・C賞：「ミタストくんステーショナリーセット」  100名様 

・参加賞：「ミタストくんポケットティッシュ」  500名様 

「ミタストくんフェイスペインティングシール」  300名様 

【電光掲示 DEはしゃが～れ】  ［11:50頃～ / スタンド］ 
電光掲示にあなたの姿が映ったら、思いっきり“はしゃが～れ”！一番はしゃいでくれた方に、以下

の賞品をプレゼントいたします。 

・「GAORAオリジナル体重計」  1名様 

・「GAORAオリジナルタオル＆オペラグラスセット」  2名様 

・「J SPORTSオリジナルタオル＆オペラグラスセット」  3名様 

【企業 PR】  ［12:45頃～、ハーフタイム / フィールド］ 
試合前に、株式会社ケーブルテレビ富山 代表取締役 本林敏功様より、企業 PR を行っていただ

きます。ハーフタイムには、ミタストくん vs.ライカくんによる 2 種目（ぐるぐるジグザグ走、綱引き）の『ミ

ニミニ運動会』を行います。 

【花束贈呈】 
選手入場時に株式会社ケーブルテレビ富山 代表取締役 本林敏功様より、両チームのキャプテ

ンに「花束」を贈呈していただきます。 

【フェアプレーフラッグベアラー】 
株式会社ケーブルテレビ富山様にて事前に応募していただいたお客様 

【エスコートキッズ】 
株式会社ケーブルテレビ富山様にて事前に応募していただいたお客様 

 

 

ケーブルテレビ富山 ミタスト光 スペシャルマッチ 
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【ミタスト光賞＆MAN OF THE MATCH】  ［試合終了後 / フィールド］ 
株式会社ケーブルテレビ富山様よりクラブに「ミタスト光賞」としてチーム支援金100,000円をご提供

いただき、さらにその試合で一番活躍した選手に「MAN OF THE MATCH」として賞金 100,000円をご

提供いただきます。 

 

 

【ライカくんを探せ！】  ［10:00～15:00 / M3ゲート前特設テント］ 

スタジアム内外（M3 ゲート前、メインスタンドコンコース、ホームゴール裏など）の 15 か所に隠され

ているライカくんの写真を探し出し、記載されている文字を全て集めて並べてひとつのキーワードを完

成させよう！10:00 から特設テントで配布する記入シート（先着 500 名様）にキーワードを書いて提示

すると、ガラポン抽選会（試合終了まで）にチャレンジできます！ 

   ≪抽選会賞品≫ 

    ・1等：「ザ・ノース・フェイス BTWデイバッグ」  1名様  ［提供：株式会社ゴールドウイン 様］ 

    ・2等：「平成 26年富山県産てんたかく 2kg」  5名様  ［提供：JA全農とやま 様］ 

    ・3等：「白えび大丸 1箱」  1名様  ［提供：有限会社孫七・川田水産 様］ 

    ・4等：「カターレグッズ詰め合わせ」  3名様 

    ・5等：「お菓子セット」  50名様  ［提供：大阪屋ショップ 様］ 

    ・はずれ：「ライカくんあめ 1個」 

【特設ステージイベント】  ［10:00～13:00 / M3ゲート前特設ステージ］ 
・カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」 パフォーマンス披露 ［10:10～］ 

・バンドによる演奏 など 

【ハロウィン仮装コンテスト】  ［11:30～12:30（受付 10:30～先着 50組）/ M3ゲート前特設ステージ］ 

自慢の仮装を披露して豪華賞品をゲットしよう！どなたでも参加できますので、上記に受付時間内

に特設ステージ横にお集まりください。 

【仮装者チケット割引】  ［10:30～ / M4ゲートチケット売場］ 

仮装でご来場のお客様は、A自由席大人当日券（通常価格 2,100円）をハロウィン価格 860円で販

売いたします。仮装はワンポイントでも OKなので、ぜひ仮装をしてスタジアムへお越しください！ 

【お子様限定お菓子プレゼント】  ［10:45～ / M3・B7ゲート］ 

お子様限定で 1,000名様にお菓子をプレゼントいたします。 

［提供：大阪屋ショップ 様］ 

 

 

［10:00～13:00 / M3ゲート前］ 

・ライカくんふわふわ（1回 10分：100円） 

・キックターゲット（1回 3球：100円） ※得点に関係なく「ライカくんあめ」1個プレゼント 

 

 

［10:30～15:00 / M4ゲート ファンクラブブース］ 

ファンクラブ会員限定で「オリジナル缶バッジ」を抽選で 100名様にプレゼント！ 

 

 

 

 

 

ファンクラブ会員限定「オリジナル缶バッジ」抽選プレゼント!! 

カターレチャレンジパーク 

ハッピーハロウィン祭 



     株式会社カターレ富山  
〒939-8234 富山県富山市南中田 368 富山県総合運動公園陸上競技場内 

 

 

 

NEWS RELEASE 

2014/10/14[2014-278] 

2014 KATALLER TOYAMA OFFICIAL PARTNER 

【この件に関するお問い合わせ】 株式会社カターレ富山／瀬島・小林 TEL:076-461-5200 FAX: 076-461-5201 http://www.kataller.co.jp 

 

 

［10:30～ / M4ゲート］ 

   クラブの経営方針である「子供たちに夢と希望を与えるクラブづくり」を推進していく中で、賛同してく

ださった企業様のご協力により、富山県内在住の小学生が 2014 シーズン J2 リーグ戦のホームゲーム

全試合を無料で観戦できる「ジュニアドリームパス」を発行いたします。 

■パス申し込み対象者 

富山県内在住の 2014年度小学 1年生から 6年生までのお子様 

■お申し込み方法 

カターレ富山発行の専用申込用紙に必要事項をご記入の上、試合会場へご持参いただき、パス発

行専用ブースにてお申し込みください。パスは即時発行いたします。ブースにも申込用紙は用意してお

ります。 

※FAX・E メール・郵送でのお申し込みはできません。 ※席種は A自由席となります。 

 

 

［10:30～14:30 / M4ゲート チケット売場］ 

2014 シーズンパスおよびハーフシーズンパスをお持ちの方を対象に、お友達と一緒にご来場いただ

くとお友達が特別価格で観戦できるチケットを販売いたします。「情報カード」又は「シーズンパス（ファン

クラブ会員ではない方）」をお持ちいただき、お友達と一緒にチケット売場にお越しください。確認後、以

下の価格にて人数分のチケットを販売いたします。 

■特別価格チケット 

・S自由席（大人）2,600円 ⇒ 1,000円 

・S自由席（小中高生）1,000円 ⇒ 500円 

・A自由席（大人）2,100円 ⇒ 500円 

・A自由席（小中高生）500円 ⇒ 250円 

 

 

ファンやサポーターの皆様、選手、クラブスタッフが一体となって降格の危機を打開すべく、タオルマ

フラーを使った応援でスタジアムの一体感や盛り上げを創出して選手を後押しする「タオルマフラーデ

ー」を実施いたします。 

 

 

［10:45～13:00 / メインスタンドコンコース］ 

カターレ富山をサポートする会のご協力によりサポーターブースを設置し、「ポスター＆のぼり旗掲出

協力隊（お 1人様：1枚）」の受付や「意見箱」の設置などを行っていただきます。 

 

 

［10:45～ / 各入場ゲート］ 

当日各入場ゲートで配布するマッチデープログラムの表紙に「商品名」が記載されていたら、その場

で賞品をお渡しいたします。 

抽選会賞品 

・平日ゴルフプレー券 1名様  【提供：小杉カントリークラブ 様】 

・レストランお食事券 20名様  【提供：小杉カントリークラブ 様】 

 

「ジュニアドリームパス」発行！！ 

マッチデープログラム抽選会 

ONE DIRECTION ONE MORE FRIENDS ～ひとつに向かって ひとりの仲間を～ 

タオルマフラーデー 

サポーターブース 
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・お食事券 2,000円分 10名様  【提供：きっときっと居酒屋 癒し家 様】 

・俺のブラック 1杯プレゼント券 10名様  【提供：つけめん えびすこ 様】 

・オリジナルカクテル 1杯プレゼント券 10名様  【提供：テリーズバー 様】 

・レストランカラオケ・SHIDAX ルーム料金 1時間無料券 2枚セット」 10名様 

        【提供：シダックス富山本町クラブ 様】 

 

 

［10:50～ / メインスタンドコンコース］ 

ライカくんが対戦相手である札幌にちなんで、「豚味噌コーン焼飯」を販売してお客様におもてなしを

します！ 「豚味噌コーン焼飯」 1パック（小）100円 （先着 100名様） 

 

 

［12:00頃、12:50頃 / フィールド］ 

カターレ富山のダンスチーム「Leap-Blue（リープ ブルー）」がパフォーマンスを披露します。若さと元

気そして笑顔あふれるフレッシュでキュートなダンスに注目してください。 

 

 

［12:10～、12:20～ / フィールド］ 

ピッチ内練習開始前に試合出場メンバー18 名の選手が、メインスタンド→ゴール裏→バックスタンド

の順に「サインボール」を投げ入れます！ 

 

 

［12:10頃～ / フィールド］ 

9月に開催したホームゲーム 4試合を対象に実施した「HOT！4スタンプラリー」にて、4試合すべて

ご来場いただいた方の中から抽選で特別賞に選ばれた方の贈呈式を行います。 

・アシアナ航空就航・世界全都市共通無料航空券  【提供：アシアナ航空株式会社富山支店 様】 

 

 

[12:10頃 / スタンド] 

 団体でご来場いただいた皆さんをご紹介させていただきます。 

 ・ケーブルテレビ富山 様 

 ・富山青年会議所 様 

 ・富山セントラルライオンズクラブ 様 

 

 

［12:15～ / フィールド］ 

カターレ富山のオフィシャルパートナーであるノーブルグループ様のご協賛により、事前にご応募い

ただいた皆さんに「芝かぶりプレミアムシート」で、ピッチサイドならではの臨場感満載のプレミアムシー

トで観戦していただきます。 

 

 

 

選手「サインボール」投げ入れ 

ノーブルグループ Presents「芝かぶりプレミアムシート」 

「Leap-Blue（リープ ブルー）」ダンス披露！ 

ライカくんの「豚味噌コーン焼飯」DEおもてなし 

団体来場ご紹介 

HOT！4スタンプラリー「特別賞贈呈」 
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【キャップ DEワクチン】 ［10:45～15:00 / 総合案内所にてペットボトルキャップ回収］ 

【マッチデープログラム プレゼント】 ［10:45～ / 各入場ゲートにて］ 

★数に限りがございますので、お早めにご来場ください。 

 

               ☆『ハロウィン』特別メニュー販売！［10:00～15:00 / M3ゲート前］ 

韓国屋台チョンソル  ウッディロール  駅前ラーメンひげ  亀山社中  どんどん焼き小幡 

 

 

[10:45～15:00 / メインスタンドコンコース] 

シルバージョー [厚みの鱒寿司 など]    えびすこ [富山「俺のブラック」らーめん など] 

たこタロウ [あげたこ満足セット など]     靜月 [とうもろこしの天ぷら など] 

てば壱 [手羽先唐揚（定番味） など]      コラサン・ド・ブラジル [ソルトペッパー唐揚げ など] 

しずはな・サンチキン [韓国風チキン など] 
※バックスタンド側には［しずはな・サンチキン］の販売もございます。 

【復興支援活動】 

 

 

 

 

 

 
 

「臨時直行バスのご案内」 
【運 行 日】  2014年 10月 19日（日） 

【運行時間】  ・往路： 10:00から 12:30まで随時出発   

          ・復路： 試合終了後、随時運行 

【乗 り 場】  ・往路： JR富山駅南口バスロータリー（高速バスのりば前） 

・復路： 富山県総合運動公園西側臨時バス停留所 

【運   賃】  大人・小人共に 片道 260円  ※ICカードのご利用はできません。 

【乗車特典】  往路利用者に選手写真入り「オリジナル消臭布製シール（非売品）」を進呈！ 

 

富山駅前⇔総合運動公園 定額タクシーのご案内 

JR 富山駅前から試合会場の総合運動公園まで、タクシーを定額でご利用できます。 

◇運賃（片道）：大型・中型車の場合、通常 4,000円～4,500円のところ、3,800 円 

小型車の場合、通常 3,500円～4,000 円のところ、3,400円 
※カターレ富山ホームゲーム開催日のみ運行。※ＪＲ富山駅前タクシーのりば「ライカくん」の看板が目印。 

レギュラーイベント 

カタカフェ 

スタジアムグルメ 

【東日本大震災復興支援募金】 
[10:45～15:00] 

各入場ゲートに募金箱を設置いたします。 

皆様の温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

【～被災地の「今」をみる～ 東日本大震災 復興支援写真展】 
メインスタンドコンコース内に、被災地の「今」の姿を知っていただくた

めの写真パネルを展示いたします。 


