
8月11日～13日の球場イベントのお知らせ

四国アイランドリーグplusでは、２０１７年シーズンの各球場におきまして、様々なイベントを予定しております。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
イベント情報は別紙の通りです。
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株式会社セイア冠協賛試合

＜徳島主催全試合＞

「徳島インディゴソックス」県民ふれあい月間徳島県下の小中高校生を無料ご招待！！
※無料招待チケットをもっていない小中高校生は、入場門の当日券売り場などで無料招待チケットをもらうことができます
。

＜ホームラン賞＞

〇JAバンク徳島スタジアム開催のホームゲームにおいて

徳島の活鱧ブランド確立対策協議会様より、ホームラン賞として「鱧の天ぷらセット」が贈られます

とくぎんトモニプラザプレゼンツ！！

球場内限定！！徳島インディゴソックス実況生中継（８８．８ mHz）！！

野球に詳しい方もそうじゃない方も楽しんで頂けるように、

日替わりでインディゴソックスの選手をゲストに迎え、

様々な角度からインディゴソックスの試合をお伝えします！！

＜スペシャル企画＞

☆メイクアップアーティストの賀川詔子さんの無料ワンポイントメイクサービスあり！

バックネット裏に特設する「のりピ」ブースで受付！（予定）

☆『カラン』特別 出店

インディゴカクテル、インディゴブルーソーダ、アイスコーヒー、ハイボール、スパークリングソーダ、藍のマフィンなど

■入場ゲート

先着２００名様に「エコクールうちわ」をプレゼント！！

■始球式

目指せ！１００km/h プロジェクト

硬球で１００km/hを目指してただいまトレーニング中！！

メイクアップアーティストの賀川詔子さん

■５回裏終了後

スタジアムのマウンドから挑戦！！！

「スピードガン計測会」（先着４名様、一人５００円）

※見事１００km/h以上を出した方、のりピ（賀川詔子さん）の始球式と同じ球速の方に素敵なプレゼント！！

■ラッキーセブンは、徳島インディゴソックス応援歌『藍の勇者』

ジェット風船飛ばして、スタジアムをインディゴブルーに染めよう！！

■７回裏終了後

スタンドからファンの皆様の想いをグランドの選手たちにお届けします！

■試合終了後

・徳島球団スペシャル企画・監督コーチがヒーローインタビュー！（徳島が勝利した場合のみ）
・監督、コーチ、選手によるお見送り

8月11日 ( 金 )

球　場　 開始 18時

徳島インディゴソックス 対 香川オリーブガイナーズ

ＪＡバンク徳島



◆オープニングセレモニー
・ＹＦＣキッズによるダンスパフォーマンス
・セレモニーキッスグラブづくり教室参加者
・国歌斉唱宇和島少年少女合唱団の皆さん

◆夏休みだ！こどもたちへのお楽しみ企画
縁日コーナー
スーパーボールすくい、キャラクター射的、お菓子すくい＆つかみどりなど(1回100円)

◆7回の表終了後

・ジェット風船を飛ばして空をオレンジ色に染めよう！

(ジェット風船提供：大王製紙株式会社様)

・夏休み特別企画「県内全13試合小・中学生観戦無料」のお子様抽選会を専用ブースにて実施！

◆試合終了後
・株式会社ひめライス様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはHRを打った愛媛MPの選手に
「無洗米あらうまい愛媛県産コシヒカリ」を贈呈！
・伯方塩業株式会社より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」
グッドプレーまたはホームランを打った愛媛MPの選手に
「伯方の塩詰め合わせセット」を贈呈！
・株式会社STNet様より「Pikaraピカイチグラブ賞」
愛媛MPが勝利した場合、愛媛MPの選手の中から素晴らしい守備のパフォーマンス
を発揮した選手へ贈られます！

◆その他
・夏休み開催試合は、小中学生は入場無料！

・リサイクル企画「紙」頼み「服」頼みプロジェクト実施！
(主催：株式会社カネシロ様）
古着や古新聞、古雑誌を球場へお持ちください。入場口付近にて回収します。
回収で得た収益が愛媛マンダリンパイレーツの活動費となります。
ご協力をお願いいたします！

・早くも人気沸騰中！ミストボーイ登場！ご希望のお客様に霧状の水を吹きかけます。

8月12日 ( 土 )

球　場　 開始 16時

愛媛マンダリンパイレーツ 対 徳島インディゴソックス

宇和島



◆来場者プレゼント

・愛媛ＭＰ伊予後援会制作「伊予の陣 うちわ」を先着700名にプレゼント！

◆オープニングセレモニー

・伊予市市長挨拶武智邦典様

・愛媛ＭＰ伊予後援会長挨拶岡部悦雄様

・国歌斉唱藤岡葉子様

（ミラノ「エルベ劇場」「アステリア劇場」またミラノ郊外の劇場にて、オペラ、コンサートに出演経験の

ある松前町在住のソプラノシンガー）

◆5回裏終了後、お楽しみ抽選会を開催！！

・(株)渡邊建設様ご提供アンダーアーマー少年軟式野球用金属バット1名様

・(株)オカベ様ご提供カルちゃんアーモンド小魚10名様

・山陽物産(株)様ご提供今治タオルセット3名様

・ヤマキ(株)様ご提供オリジナルギフトセット3名様

・マルトモ(株)様ご提供オリジナルギフトセット3名様

◆7回表終了後

・ジェット風船を飛ばして空をオレンジ色に染めよう！

(ジェット風船提供：大王製紙株式会社様)

・夏休み特別企画「県内全13試合小・中学生観戦無料」のお子様抽選会を専用ブースにて実施！

◆試合終了後

・株式会社ひめライス様より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」

グッドプレーまたはHRを打った愛媛MPの選手に

「無洗米あらうまい愛媛県産コシヒカリ」を贈呈！

・伯方塩業株式会社より「グッドプレー賞」または「ホームラン賞」

グッドプレーまたはホームランを打った愛媛MPの選手に

「伯方の塩詰め合わせセット」を贈呈！

・株式会社STNet様より「Pikaraピカイチグラブ賞」

愛媛MPが勝利した場合、愛媛MPの選手の中から素晴らしい守備のパフォーマンス

を発揮した選手へ贈られます！

◆その他

・夏休み開催試合は、小中学生は入場無料！

・リサイクル企画「紙」頼み「服」頼みプロジェクト実施！

(主催：株式会社カネシロ様）
古着や古新聞、古雑誌を球場へお持ちください。入場口付近にて回収します。

回収で得た収益が愛媛マンダリンパイレーツの活動費となります。

ご協力をお願いいたします！

・早くも人気沸騰中！ミストボーイ登場！ご希望のお客様に霧状の水を吹きかけます。

8月13日 ( 日 )

球　場　 開始 13時

愛媛マンダリンパイレーツ 対 徳島インディゴソックス

しおさい



「エコ啓発ＤＡＹ」

•■試合前
・アスリートと学ぶ環境教室開催（14：40～16：40）※申込みは終了しております。
環境アスリート協会の賛同アスリートでもある元読売巨人軍、定岡正二さん、篠塚和典さんと
ガイナーズの選手による野球教室や環境教室を行い、
スポーツを通してきれいな水、空気、森林の大切さを子ども達に伝えます。
環境教室の様子はオーロラビジョンでも中継されます。（16：10～16：40）

■来場者プレゼント
・先着1,000名様にサイン会専用のオリジナルうちわプレゼント！！
・希望者に希少糖ポーションの掴み取り

■オープニングセレモニー
＜来賓挨拶・環境宣言＞
元読売巨人軍定岡 正二 氏
元読売巨人軍篠塚 和典 氏

＜始球式＞
投手定岡 正二 氏
打者篠塚 和典 氏

■５回裏終了後イベント
「エコ啓発抽選会開催！！」
※当日、環境に関する○×クイズに答えて頂いた方の中から抽選で５名様に、
定岡氏、篠塚氏のサイン色紙をプレゼントします！
応募は３回終了までとなります。

「水まきタイム（涼みの時間）」
古くから行われていた涼みの知恵「打ち水」を行います。
打ち水効果で、涼みの時間をお楽しみください。

•■コンコースイベント
・レジェンドプレーヤによるサイン会（17：00～17：30）
※サインは、来場時配布の先着プレゼントのオリジナルうちわに限ります。
元読売巨人軍定岡 正二 氏
元読売巨人軍篠塚和典氏
香川ＯＧ西田 真二 監督
高知ＦＤ駒田 徳広 監督

・環境啓発ブースの設置
環境啓発パネル展示や小型家電回収リサイクルプロジェクトなど、環境に関する様々なブースを出展します。
小型家電回収リサイクルプロジェクトの詳細（試合会場で回収できる小型家電）については、
こちらをご覧ください。
http://www.oliveguyners.jp/topic/2017/07/812-2.html

8月12日 ( 土 )

球　場　 開始 18時

香川オリーブガイナーズ 対 高知ファイティングドッグス

四国Ｃスタ丸亀

http://www.oliveguyners.jp/topic/2017/07/812-2.html


「瀬戸内中讃定住自立圏ホームタウンデー」「レディースＤＡＹ」

■レディースデー特典

・浴衣でご来場の女性は入場料無料！

・18歳以上の女性２名以上のご来場で、入場料が半額！（２人で1,000円、３人で1,500円）

・女性に大人気パティスリー・スミダのマカロンをプレゼント！（女性先着200名様限定）※開場時より開始

■コンコースイベント

・キレイになれるビューティー体験イベントや、作って楽しい食べておいしいワークショップを開催！

ハンドマッサージ、ヘアアレンジ、ネイルケア、ボディペイント、腸内環境チェック、アロマ診断等

キレイになれる女性が嬉しいブースが盛りだくさん！

また、可愛いアイシングクッキーが作れるワークショップも開催します！

※有料のブースと無料のブースがございます。

※混雑状況によっては体験いただけない場合もございます。

・イケメン選手と記念撮影会（16:15～16:45予定）

ユニフォームを着た選手と一緒にその日の思い出に記念撮影が出来ます。

■オープニングセレモニー

「丸亀ごんな連」によるよさこい演舞披露

＜始球式＞

善通寺市教育長 森 正司 様

四国アイランドリーグplus 公式イメージガール「四国アイランドガールズ」のメンバー

橋元 優奈さん、望月 茉莉さん、平林 あずみさん、柚木 えりなさん

■５回裏終了後イベント

「丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町の特産品が当たる大抽選会」開催

※抽選券は、来場時に入場口にて先着順にお配りします。

「女性に嬉しいビューティーグッズが当たる大抽選会」開催

※当日、あなたにとってのイケメン選手、推しメン選手を答えて抽選会に参加してください。

クイズの回答は、３回裏終了までとなります。

＜景品＞

・乾燥したお肌にうるおいを与える「オリーブスキンケアセット」10名様

・「洗顔用オリーヴ石鹸」５名様

・歯を白くする「ルシェロ歯みがきペースト」10名様

8月13日 ( 日 )

球　場　 開始 18時

香川オリーブガイナーズ 対 高知ファイティングドッグス

四国Ｃスタ丸亀



■その他

●四国アイランドガールズが提案するかわいい応援スタイルや、女性ならではの野球の楽しみ方など、

コンコースやスタンドで女性の為の球場の楽しみ方を提案してくれます！一緒に応援しましょう♪

●コンコースにミニ縁日が登場

コンコースでストラックアウト、人形すくい、わたがしなど、楽しい縁日を開催！

（18歳以下１回無料、２回目から100円）

【両日ともに】

■７回表終了後ジェット風船飛ばし

希望者にジェット風船をプレゼントします！！（１人１個）

■試合終了後

監督・コーチ・選手によるお見送り

⇒ファンの皆様を選手たちがお見送りします！！サインがもらえるチャンス☆

■夏休み選手応援キャンペーン！！対象日

その日のスタメン選手の中から対象の選手がヒットを打てば、

後期から好評販売中の「ガイナーズオリジナルお魚せんべい（定価300円）」を100円で販売します！

応援対象選手はスタメン発表後に２名発表！

対象選手が打席に立った際には、ぜひ大きな声で応援して下さい！

■2017シーズン後期グッズ情報★

・初めての方もこれがあれば応援できる！

お得な応援セットを販売中

応援セット（メガホン、マフラータオル、選手名鑑）1,500円

・後期開幕記念お得なアンダーアーマーグッズセット販売☆セットで３０％ＯＦＦ！！

①キャップ＋Ｔシャツ＋タオル6,000円

②キャップ＋Ｔシャツ4,500円

③キャップ＋タオル4,200円

④Ｔシャツ＋タオル3,700円

・お待たせしました！！レプリカユニホームが新登場！！

レプリカユニホーム6,000円

この機会にレプユニをお買い上げの方には、ガイナーズステッカーをプレゼント！

・いわしのみで焼き上げた「ガイナーズオリジナルお魚せんべい」を販売！

おつまみやお子さんのおやつに「お魚せんべい」はいかがですか？

ガイナーズオリジナルお魚せんべい300円

■チケット情報

☆ガイナーズ年間パス値下げ開始！！

ガイナーズのホームゲームすべてを観戦できる年間パスを半額で販売します！10,000円→5,000円



■その他

●さぬキッズドリームシート受付ブース

今シーズンも香川オリーブガイナーズは18歳以下のさぬきっ子を全試合無料でご招待！

※当日受付ブースでもお申込頂けます。

URL http://www.oliveguyners.jp/ticket/

●香川オリーブガイナーズ球団後援会「G-BLOODS」受付ブース

2017年G-BLOODS会員受付中！

URL http://www.oliveguyners.jp/support/

★丸亀駅から四国Ｃスタ丸亀まで無料のシャトルバスも運行します！

＜往路＞丸亀駅発16:00、16:40、17:20、18:00

＜復路＞試合終了の30分後、70分後

※8月12日にシャトルバスをご利用の方は、ひんやりグッズをプレゼントします。

※詳細については予告無く変更となる場合がありますので、ご了承下さい。


