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団体向けチケット販売団体向けチケット販売 ご購入方法
STEP１：
見積書をご依頼ください。
ご希望内容（試合、カテゴリー、枚数、ご予算等）を下記担当窓口にお伝えください。
STEP 2：
ご希望内容と在庫状況に応じて見積書を発行いたします。
STEP３：
チケット購入契約書を結び、請求書が発行されます。（※ご入金は原則として観戦日までにお願いいたします。）
STEP 4: 
観戦チケットはラグビーワールドカップ2019組織委員会よりお届けいたします。

団体向けチケット販売見積のご依頼・お問合せ先

Q：このセット販売で購入したチケットを、会社の商品販促に使用するのは可能ですか？（「〇〇万円以上
　 お買い上げの方にプレゼント」など）
A：できません。購入企業様のお客様への接待や従業員の方への福利厚生などにご活用いただけますが、商業目的
でのキャンペーン利用はできません。

Q：観戦チケットについて、例えば熊本会場と福岡会場のように2会場以上のものを合わせて購入することは可能ですか。
A：観戦チケットについては、対象の11 試合から１試合について最低15枚以上であれば、複数会場の組み合わせ
購入が可能です。

✔　在庫状況に応じた対応となるため、ご希望のカテゴリーをご用意できない場合があります。
✔　チケットを商業目的またはチャリティ目的でご利用いただくことはできません。チケットを、販売促進、広告宣伝、
　　オークション、懸賞、くじの賞品、キャンペーンなどの目的でご利用いただくことはできませんのでご注意ください。
✔　チケット利用者にはチケット規約が適用されます。チケットの転売や不正利用が認められた場合、当該チケットは無効
      となり観戦できません。
✔　在庫状況によりお席が１ヶ所にまとまらないことが予想されますので、ご了承ください。
✔　お申し込み１件につき、事務手数料1,000円（税込）がチケット料金とは別にかかります。

＜Q＆A＞

静岡開催分（担当：眞田）　  TEL: 050-3537-3083　
       eiji_sanada@japanrugby2019.or.jp　
豊田開催分（担当：内藤）　  TEL: 050-3537-3400　 
       akihiro_naito@japanrugby2019.or.jp
神戸開催分（担当：宮内）　  TEL: 050-3537-3694
       kentaro_miyauchi@japanrugby2019.or.jp
福岡開催分（担当：黒石）　  TEL: 050-3537-3786
       kanako_kuroishi@japanrugby2019.or.jp
熊本開催分（担当：佐原）  TEL: 050-3537-4010　 
       yumi_sahara@japanrugby2019.or.jp
大分開催分（担当：佐藤）　  TEL: 050-3537-4164　 
       kazuyuki_sato@japanrugby2019.or.jp

ラグビーワールドカップ2019組織委員会　開催都市支部　

＜注意事項＞



団体向けチケット販売 観戦チケット対象11試合 

団体向けチケット販売とは? 試合N o.  日程　キックオフ/会場　　　  試合の見どころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　カテゴリー　

通常1試合 6枚までしか購入できない観戦チケットを企業・団体様でまとめて
15枚以上を購入いただけるおすすめの商品です。
✔　観戦チケットは特定11試合に限られます。
✔　カテゴリーは、AとBになります。
✔　ご注文は１試合15枚以上から承ります。

ご購入方法
ご希望の試合、カテゴリー、枚数、ご予算を担当者にメールにてお伝えください。
在庫を確認して、見積書を作成いたします。
申込窓口：ラグビーワールドカップ2019組織委員会各支部 *
*本誌最終ページをご参照ください

✔　ご希望内容、ご予算をご連絡ください。
✔　観戦チケットは、表記対象11試合の中からお選びいただきます。

　　

（料金税込）

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

23　10月4日(金)1８:４5
      小笠山総合運動公園エコパスタジアム
　　南アフリカv イタリア

初のベスト 8進出へ。イタリア代表の挑戦は必見 　南アフリカ代表優位に見える
対戦だが、2000年からシックスネーションズ（欧州６カ国対抗戦）に参加するイ
タリア代表は、毎年、イングランド代表やアイルランド代表と戦い着実にレベルアッ
プ。2016 年には 13度目の対戦で南アフリカ代表に初勝利をあげ、自信を持って
今大会に臨む。2018 年 6 月には来日して日本代表と戦い、日本の気候、環境を体
感した。南アフリカ代表は2016年のリベンジに燃える。互角の好勝負になりそうだ。

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

24　10月5日(土)1４:１5
          大分スポーツ公園総合競技場
　　オーストラリア v ウルグアイ

世界のスター軍団の円熟のスキルを堪能 　優勝 2 回、準優勝 2回、ラグビーワー
ルドカップで常に好成績をあげるオーストラリア代表が大分県にやってくる。天才
カートリー・ビールらスーパースター、次代を担う若手も多く、トップレベルの
ラグビーを生で見る絶好の機会。オーストラリア代表が理詰めの攻撃でディフェン
スを崩すシーンはそれだけでも楽しめる。対するウルグアイ代表は、あきらめずに
戦い続ける熱い魂を持ったチーム。見る者の胸を熱くしてくれるだろう。

A ¥15,000
B ¥10,000
C ¥6,000
D ¥3,000

28　10月6日(日)1６:４5
         熊本県民総合運動公園陸上競技場
　　フランスv トンガ

トンガ代表のウォークライで、興奮は頂点に！ 　試合前の踊り「ウォークライ」を
するのは、ニュージーランド代表だけではない。トンガ代表のウォークライは「シピ
タウ」という。強い国を相手にしてのトンガ代表は凄まじい気迫でシピタウを舞う。
挑戦を受けるフランス代表も気迫ではどこにも負けない。熊本で行われる初の
ラグビーワールドカップの試合は、キックオフ前から興奮のるつぼと化すだろう。
立ち上がりからガツガツとぶつかり合う激しい試合になるだろう。

A ¥15,000
B ¥10,000
C ¥6,000
D ¥3,000

31　10月9日(水)1６:１5
          小笠山総合運動公園エコパスタジアム
　　スコットランド v ロシア

ロシア代表にチャンス？日本代表戦直前のスコットランド代表との戦い 　
ヨーロッパ地区予選 3位ながら他国の違反で繰り上げ出場となったロシア代表は、
2度目の出場で初勝利を狙っている。対するスコットランド代表は、ベスト 8の常
連で負けられない。しかし、スコットランド代表は 4 日後に日本代表戦が待って
いる。決勝トーナメント進出をかけた決戦になる可能性もあり、いかにロシア代表
戦を切り抜けるのか。日本代表のファンにとっても見逃せない一戦だ。

A ¥15,000
B ¥10,000
C ¥6,000
D ¥3,000

32　10月9日(水)1８:４5
          大分スポーツ公園総合競技場
　　ウェールズ v フィジー

攻撃的なチーム同士による魅惑のラグビー 　大分で行われるプール戦の中でもっ
とも注目度の高い試合だ。プール Dは、オーストラリア代表、ウェールズ代表の
決勝トーナメント進出が濃厚と予想されるが、フィジー代表は上位国にとって脅威
の攻撃力を持ち、グラウンドのどこからでもトライを狙ってボールをつなぐチーム
だ。そして、ウェールズ代表はヨーロッパのチームの中では珍しいランニングスタ
イルで異彩を放ってきた。めまぐるしく攻守の入れ替わる試合が期待できる。

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

33　10月11日(金)19:15
      小笠山総合運動公園エコパスタジアム
　　オーストラリアｖジョージア

ド迫力の肉弾戦が、スタジアムの感動を呼ぶ 　過去 4大会でファイナリストとなっ
たオーストラリア代表は、スーパーアスリートのイズラエル・フォラウ他、南半球
きっての才能集団。立ち上がりから圧倒的な攻撃力を披露するはずだ。しかし、プー
ル戦は毎大会、挑戦者の健闘が感動を呼ぶ。ジョージア代表は、強力スクラムを軸
にボールをキープして粘り強く戦い抜くだろう。ド迫力の肉弾戦が観客席を沸かせ
る試合になるはずだ。 

A ¥15,000
B ¥10,000
C ¥6,000
D ¥3,000

39　10月13日(日)1７:15
        熊本県民総合運動公園陸上競技場
　　ウェールズ v ウルグアイ

南米 2位のウルグアイ代表が、2大会越しのトライを狙う 　2015 年大会の「死の
プール」といえば、オーストラリア代表、ウェ―ルズ代表、イングランド代表が揃っ
たプールA。南米2位の実力を持つウルグアイ代表だが、ここでは4戦全敗に終わっ
た。ウェールズ代表に対しては、9－54と 1トライも取れなかった。今大会こそ
トライを奪いたい。ウェールズ代表にとっては、10月 9日のフィジー代表戦から
中 3日のタフな試合。ウルグアイ代表にもチャンスがあるはずだ。 

まずはお気軽に見積書をお申し付けください

試合N o.  日程　キックオフ/会場　　　 試合の見どころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　カテゴリー　
（料金税込）

８　 9月23日(月・祝)19:15
　　 豊田スタジアム
　　 ウェールズ v ジョージア

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

世界の大舞台で初対決。赤い竜に挑む格闘王国 　1960 年代から 70年代、伝説的
名選手を輩出し、世界を席巻したウェールズ代表は、日本でも根強い人気を誇る。
この国に伝わる伝説から「赤い竜」とも呼ばれるウェールズ代表は、スクラム、
ラインアウトのセットプレーを軸にした手堅い攻撃だけではなく、スピーディーに
ボールを動かす。格闘技の盛んな国からやってくるジョージア代表との肉弾戦を
いかに制するか。見どころいっぱいの試合だ。

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

15　9月28日(土)1８:４5
　　豊田スタジアム
　　南アフリカ v ナミビア

アフリカ・ラグビーをリードするNo.1 と No.2 の激突 　アフリカ大陸のラグビー
をリードするNo.1 と No.2 が激突する。ナミビアは南アフリカと国境を接し、南
アフリカに統治されていた時代があった。苦難の末に 1990 年に独立した新しい国
だ。ラグビーについては南アフリカ代表との交流で多大な影響を受けている。両者
は 2011 年大会に対戦し、南アフリカ代表が 87－0で勝った。ナミビア代表がゴー
ルラインを駆け抜ける一つ一つのトライに重い価値がある。歴史に刻まれる戦いだ。

29　10月8日(火)19:１5
          神戸市御崎公園球技場
　　南アフリカ v カナダ

1995年大会以来の激突。RWCの歴史を感じる戦い
南アフリカ代表が初めてRWCに登場したのは 1995年大会。自国開催で初出場初
優勝という離れ業をやってのけ、同国黒人初の大統領、ネルソン・マンデラ氏がウェ
ブ・エリス・カップを贈る歴史的な大会になった。そのとき同じプール戦で戦ったの
がカナダ代表だ。乱闘もある熱い試合の末、スコアは、20－0で南アフリカ代表が勝利。
その時以来の対戦は、再びタフな戦いとなることは間違いない。

A ¥20,000
B ¥15,000
C ¥10,000
D ¥5,000

11　9月2６日(木)1６:４5
　　福岡市 東平尾公園博多の森球技場
　　

福岡での初試合は、2015年大会では大接戦の好カード！敗者復活予選を勝ち抜い
たカナダ代表が北半球最強の選手権「シックスネーションズ」の一角・イタリア代
表に挑戦する。2015年大会では、23－18でイタリア代表が勝ったが、大いに苦
しめられた。カナダ代表はかつて強力 FWが特徴だったが、最近は 7人制ラグビー
でも活躍する選手を軸に “ランニングラグビー” で勝負するようになった。イタリ
ア代表は強力 FWで圧力をかけるだろう。激しいコンタクト合戦になる。

A ¥15,000
B ¥10,000
C ¥6,000
D ¥3,000イタリア v カナダ

申込締切日９/2(月) 16:00まで

申込締切日９/5(木) 16:00まで

申込締切日９/6(金) 16:00まで

申込締切日９/13(金) 16:00まで

申込締切日９/13(金) 16:00まで

申込締切日９/13(金) 16:00まで

申込締切日９/13(金) 16:00まで

申込締切日９/1７(火) 16:00まで

申込締切日９/1７(火) 16:00まで

申込締切日９/1７(火) 16:00まで

申込締切日９/1７(火) 16:00まで
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