インフォメーション

未来を、ともに。地域と、ともに。
2013大宮アルディージャ
選手激励会開催

事務局が移転
大宮アルディージャクラブハウス新築移転に伴い、後援会事務所も変更になりました。
電話番号及びＦＡＸ番号も変更になりましたので、併せてお知らせいたします。
今後ともアルディージャ後援会を宜しくお願い致します。
◆新住所
〒３３１−８５８５ さいたま市西区高木８４９番地
大宮アルディージャクラブハウスオレンジキューブ２Ｆ
◆新電話番号及びＦＡＸ
ＴＥＬ０４８−６２１−０３８１ ＦＡＸ０４８−６２１−３０５６

試合日程および大宮アルディージャの
詳しい情報は下記にアクセスしてご確認ください。

大宮アルディージャ HP
http://www.ardija.co.jp/

２ 月17日（日）ブ リ ラ ン テ 武 蔵 野 に て
2013大宮アルディージャ選手激励会を開催
いたしました。
毎年、シーズン開幕前の恒例となっており
ます選手激励会。
今年も、アルディージャ後援会・さいたま
商工会議所青年部・埼玉中央青年会議所・大
宮商店街連合会を中心に、さいたま市五区
（西区・北区・大宮区・ 見沼区・岩槻区）にもご

3月2日
新シール登場‼
ビッグジャージ
新加入選手より抱負

2月1日 後援会ホームページをリニューアルしました。

アルディージャ後援会HP
http://www.ardija.net/

協力を頂いた「アルディージャ選手激励会実
行委員会」主催にて開催いたしました。
さいたま市西・北・大宮・見沼・岩槻区長か
らは激励の花束を贈呈。大宮アルディージャ
からはベルデニック監督よりご挨拶を頂き
ました。
また、新加入選手の皆様には檀上で今シー
ズンの抱負を語って頂きました。
今回は、選手たちへの激励品として、さい
たま商工会議所青年部からは「お米90kg」、
埼玉中央青年会議所からは「マグロ一尾」、大
宮商店街連合会からはご当地サイダー「大宮
盆栽だー !!」アルディージャ後援会からは激
励 品 金10万 円 の「目 録」を 贈 呈 い た し ま し
た。キャプテンの菊地光将選手と鈴木茂代表
取締役社長よりご挨拶を頂きました。
そして、アルディージャ後援会の岡政秀副
会長による締めの言葉により、今回の選手激
励会は閉会となりました。

アルディージャ後援会法人会員募集

４ 月 ６ 日（土）に 行 わ れ ま し た「2013後
援会交流ツアー」のご報告を致します。後援
会応援ツアーは2008年12月6日の磐田戦
を最後に実施致しておりませんでしたが、
今回は新しい試みと致しまして、アウェィ
の名所を巡り、試合を応援して、アウェィ
チームの後援会と交流会を行いました。
後援会フォーラムで意気投合いたしまし
た「ＦＣ東京三鷹トレファルコ」の皆様と
交流する事となりました。
ジブリ美術館を見学し、味の素スタジア
ムで試合を応援！ 試合結果は１−０で勝

会員期間：2013年2月1日〜2014年1月31日
3万円 5万円 10万円
コース

コース

コース

※年会費、税込価格です。

●応援ペナント ●シーズン日程ポスター

「5万円、10万円コースの追加特典」
●チケットポイント
お客様がお好きな試合で好きな座席を選んで
チケットを申請できるポイントです。
●5万円コース＝50ポイント
●10万円コース＝100ポイント
＋
オフィシャルサッカーマガジン バモス
年6回 チーム情報誌バモスを各社1冊送付

●下敷き
●後援会ロゴマーク使用権
●試合会場の後援会ボードに社名掲出
※応援グッズで盛り上げよう！！
※企業のアピールもできます！！

激励品の一例

ベルデニック監督よりごあいさつ
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後援会交流バスツアー開催

Ardijaロゴ

基本特典
「3万円コース」

激励品を手渡す田中副運営委員長

参加者で記念写真

利しました。ＦＣ東京戦終了後、三鷹市内に
バスで移動し交流会場に到着。
試合終了後でしたが、試合の事、地域の
事、現在の問題点等々、楽しく語らい大いに
盛り上がりました。
ＦＣ東京三鷹トレファルコの皆様、今回
の企画、ご設営ありがとうございました。Ｊ
リーグを愛する者同志、最高に楽しい時間
でした。
アルディージャ後援会では色々な楽しい
企画をこれからも実施して行きます。会員
の皆様、是非参加してください。

入会随時可能
さらに新規入会時には、
記念の盾・会員証をプレゼント
2007

三倭観光様にお世話になりました

ぬいぐるみもお出迎え

三鷹名物の「紙カツ」

法人会員のご紹介（50音順）
2013年5月31日現在

朝日電気工業株式会社
株式会社 阿部産業
天沼商工親交会
有限会社 アメニティリース
有限会社 Arai Building Co.(ABC)
一の宮通り商店会
有限会社 一の家
有限会社 岩瀬駐車場
インパルス工業株式会社

ＮＴＴ労働組合 東日本本部
有限会社 榎本モータース
株式会社 エム・アール・ビー
ＭＴツーリスト 有限会社ＭＴプラン・システム
司法書士 遠藤事務所
医療法人 大宮エヴァグリーンクリニック
株式会社 大宮スカイプラザ

オレンジデザイン株式会社
金井興業株式会社
株式会社 カバサワ
株式会社 鎌田スプリング

社団法人 さいたま観光国際協会
さいたま市議会スポーツ振興議員連盟
さいたま市サッカー協会 北部支部
さいたまＣｉｔｙ−ＦＭ

株式会社 河村屋
関東いすゞ自動車株式会社
株式会社 喜久屋

株式会社 埼玉新聞社
NPO 法人 さいたまスポーツクラブ
公益社団法人埼玉中央青年会議所

きらら商店街振興組合

浦安工業株式会社
株式会社 エターナル パイオランドホテル
エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発㈱

株式会社 大宮中央青果市場
有限会社 大宮駐車場
医療法人 大宮林医院
株式会社 オザワ
株式会社 オフィールジャパン
大宮一番街商店街協同組合

キリンビールマーケティング株式会社 埼玉支社
有限会社 銀座茶房
株式会社 鯉平
有限会社 久下自動車整備工場
株式会社 グッドステイホーム

埼玉電設株式会社
株式会社 埼玉りそな銀行 大宮支店
株式会社 サイデン
株式会社 佐田
ＳＡＲＩ有限責任事業組合
三和興産株式会社
【清河寺温泉】

ＮＴＴ労働組合 ＮＴＴ持株本部
NTT 労働組合 コミュニケーションズ本部
NTT 労働組合東京総支部
ＮＴＴ労働組合 東関東総支部

大宮駅西口共同ビル株式会社
大宮ガレージ有限会社
沖電気工業株式会社
オリエンタル火工株式会社

医療法人社団朋歯会
江州建設株式会社
株式会社 コヤマ
株式会社 サイサン

株式会社 ジェイコムさいたま
ＪＧＳ株式会社
株式会社 ジェーフーズ
志木いろは商店会

栗原歯科医院

株式会社 島村工業 湯快爽快「ゆけむり横丁」
株式会社 清水園
株式会社 ジャパンウイズ
情報産業労働組合連合会

大和道建設株式会社

西町運輸倉庫株式会社

武蔵オプティカルシステム株式会社

株式会社 高橋組
中央通り 新栄会
株式会社 塚本工務店

有限会社 西橋商事
株式会社 日設
株式会社 ニック

ムサシ産業株式会社
有限会社 村田倉庫
明豊興産株式会社

情報産業労働組合連合会東京都協議会
株式会社 秀飯舎

辻旗店
株式会社

デサン

日本メックス株式会社 北関東支店
はこのもりクリニック

株式会社 メディア工房
有限会社 メリット

株式会社 シンエイ
株式会社 信越でんつう
有限会社 神扇花き
新日本ビルサービス株式会社

FFC 東英産業株式会社
東京ガス株式会社 埼玉支店
トキタ種苗株式会社
ドコモショップ大宮西店

株式会社 パッケージサービス
東日本電信電話株式会社 埼玉支店
日比谷総合設備株式会社
富士興業株式会社

望月印刷株式会社
有限会社 望月商事
株式会社 森田エンタープライズ
有限会社 東大宮清運

医療法人宮藤会 須藤整形外科
株式会社 スペックス
住吉通り商店会
財団法人 全電通埼玉会館
株式会社 第一ヒューテック

ドコモショップ宮原店
独立行政法人 都市再生機構埼玉地域支社
DOM 専門店街協同組合
とんかつ割烹 山下軒
ナカバヤシ株式会社

毎日興業株式会社
株式会社 マツザワ
株式会社 マップス
有限会社 マルシンミート
幹 クリニック

有限会社 ファイナンシャルファンズ
株式会社 大和
有限会社 ヨシビ
ライフサポート株式会社
株式会社 楽々企画

株式会社 帯勝
株式会社 大昭和工業

中村駐車場
七里商工会

株式会社 みのや
株式会社 宮山技術研究所

株式会社 ロイヤルコーポレーション
株式会社 渡辺塗装工業

