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2017年7月吉日 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会  
ワーキング委員会及びカテゴリー委員会所属 
全委員会 委員長 各位 
県協会加盟チーム 代表者 各位 
 
                           
                          事 業 委 員 会 
                          有料試合集客部会長 
                             牧野  義之 
 
 

ラグビー日本代表 VS オーストラリア代表  
テストマッチ 

『インナーチケット事前予約申し込み』協力のお願い 
 
いつも大変お世話様です。 
 
 さて、2017年秋シーズンに向けてラグビー日本代表のテストマッチ開催の
日程及びチケットの発売予定が日本ラグビーフットボール協会より発表されま
した。それを受けて神奈川県ラグビーフットボール協会では、8月12日（土）
から開始されるJRFUメンバーズクラブチケット先行販売を前に、開催地協会
として「インナーチケット事前予約申し込み」の受付を行います。 
この事前予約申し込みは、当日の試合観戦チケットを当協会経由でお買い求め
いただくことを前提に事前の購入予約申し込みを受け付けるものです。 
つきましては、神奈川県ラグビー協会各委員会及び加盟チームの皆様を介して 
より多くの方々より、チケット購入の事前予約申し込みを頂きますようお願い
申し上げます。何卒宜しくお願いします。 
 
対戦相手であるオーストラリア代表について 
 
世界ランキング：4位 （2017年7月現在、日本代表は、11位） 
ラグビーワールドカップでの戦績： 
優勝：2回（1991年/1999年）準優勝：2回（2003年/2015年） 
3位：1回（2011年）過去8大会で全てベスト8以上の強豪 
 
 
この歴史的試合を是非ライブで観戦を！！ 



前売り価格 当日価格 販売可能席数
カテ1指定 一般 ¥12,000 ¥13,000 4,221

一般 ¥9,000 ¥9,500

小中 ¥2,000 ¥2,500

一般 ¥9,000 ¥9,500

小中 ¥2,000 ¥2,500

一般 ¥9,000 ¥9,500

小中 ¥2,000 ¥2,500

一般 ¥4,500 ¥5,000

小中 ¥1,000 ¥2,500

一般 ¥4,500 ¥5,000

小中 ¥1,000 ¥2,500

一般 ¥4,500 ¥5,000

小中 ¥1,000 ¥2,500
一般 ¥3,000 ¥3,500
小中 ¥1,000 ¥1,500

KRFU重点販売シート
（カテ3及びカテ4+ス
チューデントシート）
合計

49,119

62,440

カテ4自由 32,574

総合計

カテ３エリア自由（メイ
ン2階）

4,449

カテ３エリア自由（バッ
ク1階）

6,047

カテ3エリア自由（バック
2階）

6,049

カテ2指定（メイン1階） 3,048

カテ2指定（メイン2階） 3,914

カテ2指定（バック1階） 2,138

インナーチケット事前予約申し込みについて 
 
申込期間： 
1次締切：2017年7月29日（土）-8月11日（金）（カテゴリー１＆２は必着） 
2次締切：2017年9月1日（金） 
最終締切：2017年10月27日（金） 
対象チケット：主にカテゴリー3エリア自由（メイン2F及び、バック1F/2F)及びカテゴリー4 
        自由 チケット並びにスチューデントシート（カテゴリー3もしくは4に設定さ 
                      れることを想定） 
販売予定枚数：49,119枚（カテゴリー3＆4合計） 
＊カテゴリー1及び2のチケットについても１次締切までは個別に受付をいたします。また、全
てのチケット代金は、基本前売り価格でのご提供となります。 
申し込み方法：添付の申込用紙に必要事項を記入の上、加盟チーム、所属委員会毎に神奈川県
ラグビーフットボール協会事務局までメール/FAXにて申し込みをお願いします。なお、当初の
申し込み締め切りは、8月11日（金）といたします。 
 
申し込み先：県協会 波多野 事務局 宛 
メール：yoshishige.hatano@rugby-kanagawa.jp 
FAX：045-504-9891 
 
夏休み期間中で恐縮ですが、よろしく対応をお願いいたします。 
本件に関するお問い合わせは、康乗RWC2019委員長もしくは、牧野までメールにてご連絡く
ださい。 
康乗RWC委員長メールアドレス：k.yasunori@flag-in.com 
牧野メールアドレス：yoshiyuki.makino@spglobal.com / makinoy@ab.em-net.ne.jp 
注）JRFUメンバーズクラブのチケット抽販売選（８/12)、先行販売（８/1913:00)が予定さ
れています。カテゴリー１＆２チケットについては、この販売状況によって日本協会と調整が
必要な場合がありますので申し込み＝購入確定に至らない場合があります。また高校生は、一
般チケットが必要です。 
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インナーチケット予約申し込み 
ラグビースクール/タグ/中学・高校加盟チーム用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
チーム名：                      
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
スチューデントシート希望申込み枚数：      枚 
 
有料チケット（カテゴリー3又は4） 
申し込み枚数：一般     枚 小中      枚 
 
有償チケットは、スチューデントシートの設置場所に合わせてカテゴリーが変更 
となる場合があります。よって、現時点でのお申し込みは、カテゴリー3もしく 
は4となりますこと予めご了承ください。 
 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、 
別途県協会事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致し 
ます。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャン 
セルは一切受け付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、 
別途申込書を作成いただくことで対応させていただきますので予めご了承願い 
ます。 
 



インナーチケット予約申し込み 
大学・社会人・クラブ加盟チーム用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
チーム名：                      
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
有料チケット（カテゴリー3又は4） 
申し込み枚数：一般   枚  小中   枚 
 
有料チケット（カテゴリー1もしくは2） 
カテゴリーの別：          
申し込み枚数：一般   枚  小中   枚 
座席の並び横並び1列希望の有無： 
 
有償チケットの現時点でのお申し込みは、カテゴリー3もしくは4について優先受付致します。 
カテゴリー1及び2のチケットは、8月11日までの申し込みに限り受付をいたします。 
（それ以降は、チケットぴあ等でご購入ください。） 
カテゴリー1又は2のチケットについて座席の横並び1列に関しては、可能な限り対応を致しますが、対応が 
できない場合もありますことご了承ください。また、テゴリー１＆２チケットの販売については、日本協会 
のサポートメンバーズクラブ抽選販売などの申し込み結果等を確認の上、配分調整が必要となる場合もあります。 
つきましては、申し込み＝購入確定とならない場合もありますこと予めご了承ください 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、別途県協会 
事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致します。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャンセルは一切受け 
付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、別途申込書を作成頂くことで 
対応させていただきますので予めご了承願います。 
 



インナーチケット予約申し込み 
県協会各委員会経由申し込み用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
所属委員会名：                    
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
有料チケット（カテゴリー3又は4） 
申し込み枚数：一般   枚 小中    枚 
 
有料チケット（カテゴリー1もしくは2） 
カテゴリーの別：          
申し込み枚数：一般   枚 小中    枚 
座席の並び横並び1列希望の有無： 
 
有償チケットの現時点でのお申し込みは、カテゴリー3もしくは4について優先受付致します。 
カテゴリー1及び2のチケットは、8月11日までの申し込みに限り受付をいたします。 
（それ以降は、チケットぴあ等でご購入ください。） 
カテゴリー1又は2のチケットについて座席の横並び1列に関しては、可能な限り対応を致しますが、対応が 
できない場合もありますことご了承ください。また、テゴリー１＆２チケットの販売については、日本協会 
のサポートメンバーズクラブ抽選販売などの申し込み結果等を確認の上、配分調整が必要となる場合もあります。 
つきましては、申し込み＝購入確定とならない場合もありますこと予めご了承ください 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、別途県協会 
事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致します。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャンセルは一切受け 
付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、別途申込書を作成頂くことで 
対応させていただきますので予めご了承願います。 
 



インナーチケット予約申し込み 
神奈川県/横浜市関係及び一般団体申し込み用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
団体名：                    
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
有料チケット（カテゴリー3又は4） 
申し込み枚数：一般   枚 小中   枚 
 
有料チケット（カテゴリー1もしくは2） 
カテゴリーの別：          
申し込み枚数：一般   枚 小中   枚 
座席の並び横並び1列希望の有無： 
 
有償チケットの現時点でのお申し込みは、カテゴリー3もしくは4について優先受付致します。 
カテゴリー1及び2のチケットは、8月11日までの申し込みに限り受付をいたします。 
（それ以降は、チケットぴあ等でご購入ください。） 
カテゴリー1又は2のチケットについて座席の横並び1列に関しては、可能な限り対応を致しますが、対応が 
できない場合もありますことご了承ください。また、テゴリー１＆２チケットの販売については、日本協会 
のサポートメンバーズクラブ抽選販売などの申し込み結果等を確認の上、配分調整が必要となる場合もあります。 
つきましては、申し込み＝購入確定とならない場合もありますこと予めご了承ください 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、別途県協会 
事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致します。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャンセルは一切受け 
付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、別途申込書を作成頂くことで 
対応させていただきますので予めご了承願います。 
 



インナーチケット予約申し込み 
KRFUサポートメンバーズクラブ会員申し込み用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
団体名：                    
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
有料チケット（カテゴリー3又は4） 
申し込み枚数：一般   枚 小中   枚 
 
有料チケット（カテゴリー1もしくは2） 
カテゴリーの別：          
申し込み枚数：一般   枚 小中   枚 
座席の並び横並び1列希望の有無： 
 
有償チケットの現時点でのお申し込みは、カテゴリー3もしくは4について優先受付致します。 
カテゴリー1及び2のチケットは、8月11日までの申し込みに限り受付をいたします。 
（それ以降は、チケットぴあ等でご購入ください。） 
カテゴリー1又は2のチケットについて座席の横並び1列に関しては、可能な限り対応を致しますが、対応が 
できない場合もありますことご了承ください。また、テゴリー１＆２チケットの販売については、日本協会 
のサポートメンバーズクラブ抽選販売などの申し込み結果等を確認の上、配分調整が必要となる場合もあります。 
つきましては、申し込み＝購入確定とならない場合もありますこと予めご了承ください 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、別途県協会 
事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致します。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャンセルは一切受け 
付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、別途申込書を作成頂くことで 
対応させていただきますので予めご了承願います。 
 



インナーチケット予約申し込み 
カテゴリー1＆2申し込み専用 
 
神奈川県ラグビーフットボール協会事務局 御中 
 
申し込み日：2017年  月   日 
 
所属委員会名：                    
 
申し込み代表者名：                  
 
連絡先電話番号：                   
 
Eメールアドレス                    
 
有料チケット（カテゴリー1もしくは2） 
カテゴリーの別：          
申し込み枚数：一般   枚 小中   枚 
座席の並び横並び1列希望の有無： 
 
カテゴリー1及び2のチケットは、8月11日までの申し込みに限り受付を致します。 
（それ以降は、チケットぴあ等でご購入ください。） 
カテゴリー1又は2のチケットについて座席の横並び1列に関しては、可能な限り対応を致し 
ますが、対応ができない場合もありますことご了承ください。また、カテゴリー１＆２チケ 
ットの販売については、日本協会のサポートメンバーズクラブ抽選販売などの申し込み結果 
等を確認の上、配分調整が必要となる場合もあります。 
つきましては、申し込み＝購入確定とならない場合もありますこと予めご了承ください。 
 
 
事前申し込み後、チケットの受け渡し及び代金のお支払方法に関しましては、別途県協会 
事業委員会有料試合集客部会長牧野より別途メールにてご連絡致します。 
 
インナーチケットの申し込みに関しては、原則申し込み枚数の変更及びキャンセルは一切受け 
付けません。ただし、有料チケットの追加予約に関しましては、別途申込書を作成頂くことで 
対応させていただきますので予めご了承願います。 
 
 

8月11日必着 

FAX: 045-504-9891 Eメール：yoshishige.hatano@rugby-kanagawa.jp  

mailto:yoshishige.hatano@rugby-kanagawa.jp


2019ラグビージャパンテストマッチ 
 
集客目標：スタンドを満員にすること。 
     多くの有償チケットの販売を実行する。 
  バックスタンドを中心にたくさんの観客の動員が必須。 
 
オーストラリア戦チケット販売における今後のスケジュール 

 
7月下旬：キックオフ時間等の決定 
     JRFUのHPにてチケット情報発信開始 
     企画チケットなどの内容確定 
 
8月12日（土） JRFUメンバーズクラブチケット抽選販売開始 
8月19日（土） JRFUメンバーズクラブチケット先行販売開始 
 
9月2日（土） チケット一般販売開始 
 

神奈川県協会としての取り組み 
 

チケット一般販売開始前までに、出来る限り多くのチケットを   
当協会経由で販売する。特に、カテゴリー3＆４の49,119枚の 
販売に注力をしていく予定です。宜しくご協力をお願いします。 
 
過去のテストマッチ観客動員 
2017年6月10日 対ルーマニア戦 熊本    18,585人 
2017年6月17日 対アイルランド第1戦 静岡  27,381人  
2017年6月24日 対アイルランド第2戦 東京  29,354人 
2016年6月25日 対スコットランド戦   東京    35,754人* 
                       *過去最高 
 過去最高の観客動員数でも、日産スタジアムでは50％程度 
 多くの観客動員に是非ご協力ください！！ 
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