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ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴ

声出し応援適応試合として開催！
さらに「ガンバ大阪 vs フランクフルト」BS11 で放送決定！

スカパーＪＳＡＴ株式会社が開催いたします、ドイツ・ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフル
トと J リーグクラブが対戦する「ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴ」で
開催される 2 試合を声出し応援適応試合とすることに決定いたしました。
さらに 11 月 19 日(土)14:00 よりパナソニック スタジアム 吹田で行われる GAME2「ガンバ大阪 vs ア
イントラハト・フランクフルト」を BS11 にて放送（録画）いたします。
ヨーロッパリーグ王者・フランクフルトがいよいよ来日！“カイザー“長谷部誠選手や 2014 年ドイツを世
界王者に導くゴールを決めたゲッツェ選手など多くのタレントを擁するドイツ屈指のクラブと J リーグクラ
ブとの戦いをお見逃しなく！

＜「声出し応援適用試合」の応援ガイドラインについて＞
【GAME1】浦和レッドダイヤモンズ vs アイントラハト・フランクフルト
声出し応援エリア ホーム自由席(北・南)、ビジター自由席
※声出し応援エリアは前後左右 1 席空けての観戦となります。
※声出し応援エリアでは「不織布のマスク」を着用してください。
※声出し応援エリアへの立ち入りは対象エリアのチケット保持者に限ります。
※声出し応援エリア以外の場所では声出し応援はできません。
ガイドラインの詳細(https://www.jleague.jp/news/article/23278/)
※ガイドラインが更新された場合は、更新された内容にて試合運営を行います。あらかじめご了承ください。
◎収容人数上限 「声出し応援エリア」50％、「それ以外の観戦エリア」100％ ※J リーグ声出し応援ガイド
ライン(第 3 版)に基づく
なお、既に「声出し応援が可能なエリア（ホーム自由席・ビジター自由席）」のチケットをご購入されたお
客様で座席変更をご希望の方は、メインアッパー指定席へ座席変更をすることが可能です。（※メインアッ
パー指定席の代替チケットにつきましては座席指定はできませんのであらかじめご了承ください。）
変更をご希望される方は、試合当日のハーフタイム終了までに「メインスタンド A4 ゲート内 専用デスク」
までご入場いただいたチケットをご持参ください。
「声出し応援が可能なエリア（ホーム自由席・ビジター自由席）」以外の方は、シートチェンジはできませ
んので、ご了承ください。
詳細は、別途試合情報やチケットを購入された方へ配信するお知らせメール、当日スタジアムでのご案内な
どで必ずご確認ください。

【GAME２】ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト
声出し応援エリア:ガンバサポーターシート、ビジター自由席
※前後左右 1 席空けての配席となります。
※不織布マスクを着用してください。
※声出し応援エリアへの立ち入りは対象エリアのチケット保持者に限ります。
※声出し応援エリア外では、声出し応援はできません。
ガイドラインの詳細(https://www.jleague.jp/news/article/23278/)
※ガイドラインが更新された場合は、更新された内容にて試合運営を行います。あらかじめご了承ください。
◎収容人数上限 「声出し応援エリア」50％、「それ以外の観戦エリア」100％ ※J リーグ声出し応援ガイド
ライン(第 3 版)に基づく
なお、既に声出し応援エリア（ガンバサポーターシート・ビジター自由席）のチケットをご購入されたお客
様で声出し応援不可のエリアに座席変更をご希望の方は、カテゴリー６（指定席）へ座席変更をすることが
可能です。（※カテゴリー６の代替チケットにつきましては座席指定ができませんのであらかじめご了承く
ださい。）
変更をご希望される方は、試合当日、キックオフ 3 時間前からハーフタイム終了までに当日券売場までお持
ちのチケット（QR または紙チケット）をご持参ください。お手持ちのチケットとカテゴリー6 のチケットを
交換させていただきます。

「声出し応援が可能なエリア（ガンバサポーターシート・ビジター自由席）」以外の方は、シートチェンジ
はできませんので、ご了承ください。

＜テレビ放送・ライブ配信＞

※赤文字・太字・下線＝新規発表事項

【GAME1】浦和レッドダイヤモンズ vs アイントラハト・フランクフルト 19:30 キックオフ
（会場：埼玉スタジアム２〇〇２）
●地上波放送
テレビ東京系列にて生中継
●CS 放送
スカパー!「スポーツライブ＋」にて生中継
●ライブ配信
TVer、Paravi、YouTube(テレビ東京スポーツチャンネル)
SPOOX、ブンデスリーガ LIVE アプリ、Amazon Prime Video
チャンネル「サッカーLIVE ライト」「ブンデスリーガ LIVE」、
スカパー! 番組配信
【GAME２】ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト 14:00 キックオフ
（会場：パナソニック スタジアム 吹田）
●BS 放送
BS11 にて録画放送（20 時～21 時 55 分）
●CS 放送
スカパー!「スポーツライブ＋」にて生中継
●ライブ配信
BS11＋、SPOOX、ブンデスリーガ LIVE アプリ、Amazon Prime
Video チャンネル「サッカーLIVE ライト」
「ブンデスリーガ LIVE」、
スカパー! 番組配信

＜ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴ開催概要＞
【GAME1】
■名称

さいたまシティカップ

浦和レッドダイヤモンズ vs アイントラハト・フランクフルト

■主催

さいたま市、スカパーＪＳＡＴ株式会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ

■共催

一般社団法人さいたまスポーツコミッション

■主管

浦和レッドダイヤモンズ、公益財団法人埼玉県サッカー協会

■後援

ドイツ連邦共和国大使館、在日ドイツ商工会議所

■企画

IMG

■日時

11 月 16 日(水)19 時 30 分キックオフ

■会場

埼玉スタジアム２〇〇２（〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園２丁目１）

■対戦

浦和レッドダイヤモンズ vs アイントラハト・フランクフルト

■チケット販売

さいたま市 ホームタウン(市民)優先販売（抽選） 終了
REX TICKET 先行販売（先着）

8 月 26 日（金）10:00～

チケットぴあ先行販売（先着）

終了

一般販売(先着)

9 月 9 日（金）10:00～

■放送/配信情報 テレビ東京系列・スポーツライブ＋(生中継)/
TVer・Paravi・YouTube(テレビ東京スポーツチャンネル)・SPOOX・ブンデスリーガ LIVE アプリ・
Amazon Prime Video チャンネル「サッカーLIVE ライト」「ブンデスリーガ LIVE」・スカパー!
番組配信(LIVE 配信)
■大会方式

試合方式および勝敗の決定
90 分間（前後半各 45 分）の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。

【GAME2】
■名称

ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴ
ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト

■主催

スカパーＪＳＡＴ株式会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ

■主管

ガンバ大阪、一般社団法人大阪府サッカー協会

■後援

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、在日ドイツ商工会議所

■企画

IMG

■日時

11 月 19 日(土) 14 時 00 分キックオフ

■会場

パナソニック スタジアム 吹田（〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園３−３）

■対戦

ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト

■チケット販売

ガンバ大阪ファンクラブ先行販売（先着）8 月 26 日（金）10:00～
チケットぴあ先行販売（先着）

終了

一般販売(先着)

9 月 9 日（金）10:00～

■放送/配信情報 BS11(録画放送)/スポーツライブ＋(生中継)/BS11＋・SPOOX・ブンデスリーガ LIVE アプリ・
Amazon Prime Video チャンネル「サッカーLIVE ライト」「ブンデスリーガ LIVE」・スカパー!
番組配信(LIVE 配信)
■大会方式

試合方式および勝敗の決定
90 分間（前後半各 45 分）の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。

＜ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴ特設ページ＞

https://soccer.skyperfectv.co.jp/bundes/japantour

