
2019 SEASON SEAT 



スタジアムで感動をともに！ 

チケットパートナー 

TICKET PARTNER 

◩ Season seat - スペシャルシート 

メインスタンド最前部、最中央部の特設シート。試合だけでなく 

セレモニーなども含め全イベントを快適にご覧いただける最上位 

ランクのシートです。お弁当・飲み物付きです。(全132席) 

◩ Season seat - SS指定席 
メインスタンド中央部分にある指定席です。快適な観戦環境 

はもちろん、指定席なのでお席を事前に確保する必要がなく、 

試合前も場外イベントなど有意義にお楽しみいただけます。 

◩ Season seat - SM自由席 
メインスタンドの両サイドにある自由席です。TVと同じアングルで 

観戦可能。初心者でも楽しく観戦できる応援席です。 

SEASON SEAT LINE UP 

◩ Season seat - エキサイティングシート 
その名の通り、ピッチレベルで観戦できる、最もエキサイティングな 

お席です。体と体のぶつかり合い、響き渡る声、目の前で 

繰り広げられる熱いプレーをご堪能ください。(全63席) 

◩ Season seat - SB自由席 
阪急西京極駅や場外イベント会場のフレンズスクエアからも最も 

近い入場口です。ピッチの横からのアングルで観戦可能で初心者
でも楽しく観戦できる応援席です。 

◩ Season seat - ホーム自由席 
お手頃価格で、比較的ゆっくりと観戦頂けるお席です。 

ゴール裏からご声援を！ 

◩ Season seat - サンガサポーター席 
サンガサポーターの集結するゴール裏応援席。 

立ち見可能。熱狂的ファンと共に！ 



シーズンシートとは・・・ 
  ・21試合全試合のチケット。 
  ・1試合当たりの単価でみると最安値！ 
  ・スペシャルシートやエキサイティングシートは大人気！ 
  ・紙タイプチケットなので1枚ずつ用途に応じて 
   ご利用可能！ 

様々なビジネスシーンで活躍！ 
①お客様への営業ツールに 
②社員の福利厚生に 
③社内のレクリエーションに 

席種 シーズンシート 

指定席 

スペシャルシート   86,400円 

エキサイティング 
シート 

大人 57,600円 

小中高 12,300円 

ＳＳ指定席 
大人 57,600円 

小中高 12,300円 

自由席 

ＳＭ自由席 
大人 32,900円 

小中高  7,100円 

ＳＢ自由席 
大人 28,800円 

小中高 6,200円 

サンガ 
サポーター席 

大人 21,600円 

小中高 4,700円 

ホーム自由席 
（ビジター席側） 

大人 21,600円 

小中高 4,700円 

15名以上の 
団体観戦お申込みで 
お得!! 
 
≪団体観戦特典≫ 
①大型ビジョンに御社名の掲出 
②バス駐車場が無料で利用可能。 
※先着順 
特典利用はメールにて事前お申し込みください。 
京都サンガF.C.団体観戦係 koukoku@kyotosanga.jp 
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■シーズンシートご購入企業様限定の特典 

① オリジナルデザインチケット 

② 配布用オリジナルチケットケース 

③ スタジアム先行入場権 

④ オフィシャルイヤーブックプレゼント 

⑤ クラブホームページに社名掲出(5万円以上) 

⑥ スタジアムボードに社名掲出(10万円以上) 

STADIUM MAP 

企業向けシーズンシートのご案内 



京都サンガF.C. ２０１９シーズンシートお申込書 

フリガナ

貴社名

フリガナ

ご氏名 部署/役職

フリガナ

〒

（ビル名）

ＴＥＬ番号 ＦＡＸ番号

メールアドレス

一般前売価格 21試合合計価格 販売価格（一席） 申込席数 金　額

¥6,170 ¥129,570 ¥86,400 席 円

大人 ¥4,110 ¥86,310 ¥57,600 席 円

小中高 ¥2,050 ¥43,050 ¥12,300 席 円

大人 ¥4,110 ¥86,310 ¥57,600 席 円

小中高 ¥2,050 ¥43,050 ¥12,300 席 円

大人 ¥2,360 ¥49,560 ¥32,900 席 円

小中高 ¥1,180 ¥24,780 ¥7,100 席 円

大人 ¥2,050 ¥43,050 ¥28,800 席 円

小中高 ¥1,020 ¥21,420 ¥6,200 席 円

大人 ¥1,540 ¥32,340 ¥21,600 席 円

小中高 ¥770 ¥16,170 ¥4,700 席 円

大人 ¥1,540 ¥32,340 ¥21,600 席 円

小中高 ¥770 ¥16,170 ¥4,700 席 円

席

ＳＳ指定席

（メインスタンド中央部）

自由席

ＳＭ自由席

（メインスタンド端部）

ＳＢ自由席

(バックスタンド)

サンガサポーター席

（サンガゴール裏）

ホーム自由席

（南スタンドゴール裏）

合       計

席種

ご住所

＠

スペシャルシート （お弁当・ドリンク付)

円

指定席

エキサイティングシート

（ベンチ横）

【注意事項】 
 シーズンシートの対象試合は、リーグ戦公式ホームゲームとなります。天皇杯並びにプレーオフの試合は対象外となります。 
 サンガサポーター席は基本立ち見可能の席となります。 
 地方開催となった場合、スペシャルシート、エキサイティングシートの席は設置の予定がない為、SS指定席と同等の席へと変更となります。 
 前半戦のチケットは２月下旬、後半戦のチケットは８月下旬より、順次発送予定となります。 
【お申込方法】 
 上記のお申込み欄に必要事項をご記入の上、FAX  075-255-0428 にお申込みください。 
【お支払い方法】 
 申込書のＦＡＸ到着確認後、前半戦分のチケットと請求書をお送りいたします。（西京極ホームゲーム開幕戦1週間前までに発送予定） 
 貴社へ請求書が到着後、請求書面に記載している所定の銀行口座へ代金をお振込みください。（手数料はご負担下さい） 

２０１９シーズンも皆様の熱いご声援、何卒宜しく御願い申し上げます！ 

●お申込締切日：2019年2月12日(火)  ●お申込：京都商工会議所 産業振興部宛 FAX 075-255-0428 

お問い合わせ 京都サンガＦ.Ｃ.使用欄 

 株式会社京都パープルサンガ 営業課 
 〒600-8009 京都市下京区四条通室町 
 東入函谷鉾町87 ケイアイ興産京都ビル7F 
 ＴＥＬ０７５－２１２－０６３５ 
 ＦＡＸ０７５－２１２－０６２８ 

受付日   管理(責) 管理 営業(責) 営業 

受付No.  KSH 

        コード   

伝票No.   


