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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

EL 王者のフランクフルトが来日！
長谷部誠の古巣・浦和レッズ、そしてガンバ大阪と対戦！

スカパーＪＳＡＴ株式会社は、ドイツ・ブンデスリーガのクラブと 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」を 11 月に開催いたします。ブンデスリーガ
ジャパンツアーは、スカパー! がブンデスリーガと 20/21 シーズンから 24/25 シーズンまで独占放送権・
配信権をはじめとした日本国内におけるパートナーシップ契約を締結してから初めての開催となります。
初開催となる今年は、アイントラハト・フランクフルトが来日し、11 月 16 日(水)に埼玉スタジアム 2〇

〇2 で『さいたまシティカップ』として浦和レッズと、同 19 日(土)にパナソニック スタジアム 吹田でガン
バ大阪と対戦します。
アイントラハト・フランクフルトは 1899 年に設立され、国内カップ戦で 5 回の優勝を数えるドイツ有数
の伝統あるクラブです。21/22 シーズンは、欧州クラブが参戦する UEFA ヨーロッパリーグを 42 年ぶりに
制覇し、来シーズンの UEFA チャンピオンズリーグへの出場が決まっています。また、長谷部誠選手・鎌田
大地選手といった日本人選手が所属しており、日本国内で高い人気を誇っています。
今回対戦する浦和レッズは長谷部選手のプロデビューのクラブであり、2008 年にドイツに渡ってから初
めての凱旋試合になります。また、ガンバ大阪は長谷部選手が浦和レッズ所属時に、国内タイトルを争った
ライバルチームとなります。来季ドイツで 16 シーズン目を迎える長谷部選手が、古巣やかつてのライバル
を相手にどのようなプレーを見せるのか注目が集まります。
コロナ禍以降、日本にドイツのクラブを招聘しての試合開催の実現に時間を要しましたが、ぜひこの機会
にブンデスリーガのサッカーを体感ください！
チケットの販売はさいたま市 ホームタウン(市民)優先販売が 8 月 5 日(金)、REX TICKET・ガンバ大阪フ
ァンクラブ先行販売は 8 月 26 日(金)、チケットぴあ先行販売は 9 月 2 日(金)、一般販売 9 月 9 日(金)とな
ります。詳細はブンデスリーガジャパンツアー2022 特設ページでご確認ください。
なお、8 月 5 日(金)のブンデスリーガ新シーズン開幕およびジャパンツアー開催に際し、本日 7 月 26 日
(火)20 時より「22/23 ブンデスリーガ開幕&ジャパンツアー2022 発表イベント」を開催いたします。まも

なく始まるシーズンの見所やジャパンツアー開催概要のほか、ドイツから日本人選手がオンライン登壇しト
ー ク セ ッ シ ョ ン を 行 い ま す 。 こ の 模 様 は ブ ン デ ス リ ー ガ ス ポ ー ツ ラ イ ブ ＋ powered by ス カ パ
ー!YouTube、Twitter にて LIVE 配信いたします。どなたでも無料でご視聴いただけますのでぜひお楽しみ
ください。

＜試合スケジュール＞

※スケジュールは変更になる場合があります。

日時

対戦カード

会場

11 月 16 日(水)
19:30 キックオフ

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

埼玉スタジアム

11 月 19 日（土）
時間未定

ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト

２〇〇２
(埼玉県さいたま市)
パナソニック
スタジアム 吹田
（大阪府吹田市）

＜関係者コメント＞
■米倉英一(スカパーＪＳＡＴ株式会社 代表取締役 執行役員社長)
「この度、ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーＪＳＡＴとしてブンデスリーガのク
ラブを日本へ招聘し、J リーグクラブとの親善試合を開催できることを嬉しく思います。コロナ禍で欧州サ
ッカーを現地で観戦することが難しい中で、ぜひこの機会にブンデスリーガのサッカーの面白さを感じて
いただきたいと思っております。今回のジャパンツアーを通して、サッカーのみならず、スポーツライブ
イベントの醍醐味を、今後もスカパーＪＳＡＴはファンの皆様にお届けしていきます。」
■ロバート・クライン(CEO Bundesliga International)
「ブンデスリーガの日本のファンの皆様、こんにちは！この度、スカパーＪＳＡＴとパートナーシップを組
み、ブンデスリーガジャパンツアーが実現できることを大変嬉しく思っています。ブンデスリーガは、他の
世界的なリーグと比較して最も多くの日本人選手が所属しており、ワールドカップイヤーである今年は素晴
らしいサッカーが展開されることが期待されている注目のリーグです。日本で皆さんにお会いできるのを楽
しみにしています。」

＜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） 8 月 5 日（金）10:00 ～ 24 日（水）11:59
抽選発表 8 月 25 日（木）
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）

9 月 2 日（金）10:00～

一般販売(先着)

9 月 9 日（金）10:00～

※チケットに関する詳細は以下の特設ページにて順次更新します。
■放送/配信情報 スポーツライブ＋(生中継)/SPOOX・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)時間未定

■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）

9 月 2 日（金）10:00～

一般販売(先着)

9 月 9 日（金）10:00～

※チケットに関する詳細は以下の特設ページにて順次更新します。
■放送/配信情報 スポーツライブ＋(生中継)/SPOOX・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
＜出場クラブについて＞
アイントラハト・フランクフルト Eintracht Frankfurt
●設立

1899 年

●ホームタウン

フランクフルト・アム・マイン

●ホームスタジアム

Deutsche Bank Park

●主なタイトル

ドイツ選手権優勝：1 回（1959）
DFB ポカール：5 回（1973-74, 1974-75, 1980-81, 1987-88, 2017-18）
UEFA カップ/UEFA ヨーロッパリーグ：2 回（1979-80, 2021-22）

●昨シーズンの成績

ブンデスリーガ 1 部（2021-22）：11 位

●日本人選手の所属歴

高原直泰（2006-2008）稲本潤一（2007-2009）、乾貴士（2012-2015）、
長谷部誠（2014-）、鎌田大地（2017-）

浦和レッドダイヤモンズ Urawa Reds
●設立

1950 年

●ホームタウン

埼玉県さいたま市

●ホームスタジアム

埼玉スタジアム２〇〇２、浦和駒場スタジアム

●主なタイトル

AFC チャンピオンズリーグ：2 回（2007、2017）
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会：8 回（1971、1973、1978、1980、
2005、2006、2018、2021）
Ｊ１リーグ（年間優勝）：１回（2006）

Ｊリーグヤマザキナビスコカップ／Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ：２回
（2003、2016）
日本サッカーリーグ：4 回（1969、1973、1978、1982）
●昨シーズンの成績

２０２１明治安田生命Ｊ１リーグ：６位

ガンバ大阪 Gamba Osaka
●設立

1980 年

●ホームタウン

大阪府吹田市、茨木市、高槻市、豊中市、摂津市、池田市、箕面市
/北摂・北河内地域

●ホームスタジアム

パナソニック スタジアム 吹田

●主なタイトル

AFC チャンピオンズリーグ：1 回（2008）
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会：5 回（1990、2008、2009、2014、
2015）
Ｊ１リーグ：２回（2005、2014）
Ｊ２リーグ：１回（2013）
Ｊリーグヤマザキナビスコカップ（現Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ）：２回
（2007、2014）

●昨シーズンの成績

２０２１明治安田生命Ｊ１リーグ：1３位

＜22/23 ブンデスリーガ開幕&ジャパンツアー2022 発表イベント＞
■開催日時

2022 年 7 月 26 日(火） 20:00～21:00

■出席者

スカパーＪＳＡＴ株式会社 代表取締役 執行役員社長

（敬称略）

公益社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン

野々村 芳和

フランクフルト

長谷部 誠 ※オンライン出演

シャルケ

吉田 麻也 ※オンライン出演

ブンデスリーガジャパンサポーター
■配信

米倉 英一

ROLAND

ブンデスリーガ スポーツライブ＋ powered by スカパー!
YouTube(https://www.youtube.com/c/sptv_soccer/featured)
Twitter アカウント(@skyperfectv)
※どなたでも無料でご覧いただけます。

