
7月29日～30日の各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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☆7月29日（土）は「中予広域の日」！
・中予地区3市3町（松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町）のご協力をいただき開催します。
各地域の特産品が当たる抽選会あり！合計60名様に当たります！
・中予地区のゆるキャラも大集合します。
☆夏休み特別企画 「県内全13試合 小・中学生観戦無料」スタート！
・７月29日（土）～８月27日（日）に行われる県内の13試合は小・中学生は観戦無料！
・また限定企画として、上記対象試合において、「お子様向け抽選会」を開催！

◆試合前セレモニー
・各市町首長様からの「ひとこと応援メッセージ」
・国歌斉唱 武田 雛歩 様

◆各イニング間
・中予地区3市3町のＰＲタイム

各地域のゆるキャラもグラウンドに出ます。
◆5回裏終了後

・中予地区3市3町の特産品が、６０名様に当たるお楽しみ大抽選会！
松山市ご提供 伊台五明高原ぶどう「シャインマスカット」 10名様
伊予市ご提供 伊予市特産品詰め合わせ 10名様
東温市ご提供 いのとんぬいぐるみ 10名様
久万高原町ご提供 道の駅オリジナル商品ギフトセット 10名様
松前町ご提供 松前町特産珍味詰め合わせ 10名様
砥部町ご提供 七折梅ゼリー詰め合わせ 10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）

◆試合終了後
・株式会社ひめライス様より「ホームラン賞」または「グッドプレー賞」

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ホームランを打った愛媛マンダリンパイレーツの選手に「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」のお子様抽選会は、７回表終了後に専用ブースに
て実施します。

・愛媛トヨペット様から寄贈されました「どりーむばん」を展示します。
・新キャラクター「ひめピー」のグッズも販売スタート。

7月29日 ( 土 )

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

マドンナ



「レクザムＤＡＹ」2017シーズン後期開幕戦！
■来場者プレゼント
・先着300名様に袋いっぱいの景品をプレゼント！！
・先着300名様に希少糖の飲むヨーグルジー「ヨーグルスタンド」をプレゼント！
・18歳以下の先着100名様に小豆島そうめん「島の光」の接待！
・先着20名の希望者に「カブトムシ」をプレゼント！

■オープニングセレモニー
ダンスパフォーマンス

＜開幕挨拶＞
香川オリーブガイナーズ 監督 西田真二
キャプテン 小牧泰士
＜おいでまい贈呈式＞
おいでまい大使神谷春樹さん、菊井彰子さんより小牧キャプテンへおいでまいの贈呈

■５回裏終了後イベント
「大抽選会開催！！」
※当日、アンケートに答えて頂いた方の中から抽選で合計41名様に、航空券やおいでまい、レアシュガー
スウィートセット、さぬきうどん等をプレゼントします！
応募は３回終了までとなります。
＜景品＞

高松－東京（成田）線ペア往復航空券 １名様
おいでまい５kg ５名様
レアシュガースウィート４本入り ５名様
さぬきうどん １０名様
小豆島そうめん「島の光」 １０名様
オリーブオイル １０名様

■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☆

■ＳＮＳ情報発信企画！！「ガイナーズ応援シェアキャンペーン」対象日
ツイッター、Facebook、インスタグラムのいずれかに、スタジアム内で撮影した写真に、
ハッシュタグで「香川オリーブガイナーズ」「ソフトバンクホークス」「高松」の3つをつけて更新するだけで、
先着50名様にガイナーズグッズがもらえます！

■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、「ガイナーズオリジナルお魚せんべい」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！

7月29日 ( 土 )

球　場　 開始 18時

香川オリーブガイナーズ 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）

レクザム



■2017シーズン後期グッズ情報★
・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

後期開幕限定で、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
●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！

●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/

★シャトルバス運行日
詳しい時刻表は球団ＨＰをご覧下さい。
URL http://www.oliveguyners.jp/studium/

http://www.oliveguyners.jp/ticket/
http://www.oliveguyners.jp/support/
http://www.oliveguyners.jp/studium/


※当日、球場付近車両通行止めになります、報道各位は駐車許可証をご提示ください。

夏の陣～春季キャンプでお世話になった皆様へ、感謝の気持ちを込めて～
大人も子どももみんな入場無料☆彡

マスコットキャラクター共演♪
海部川風流マラソンキャラクター ふるるん、 徳島インディゴソックスマスコットキャラクター Mr.インディー

■入場口
・ご来場のお客様、先着２００名様に、人権啓発うちわをプレゼント！！

■オープニングイベント
・海陽中学校野球部対象 駒居コーチのシートノック

■試合前セレモニー
・激励ご挨拶 海陽町長 前田 恵 様
・スポーツマンシップ宣言 徳島インディゴソックス キャプテン 小林義弘
・前期グラゼニMVP贈呈式 受賞者：伊藤克選手
・始球式 ピッチャー 海陽町長 前田 恵 様、 バッター ふるるん
・セレモニーキッズ＆スタメンキッズ＆ボールボーイ 海陽中学校の皆さん

■５回裏終了後
・スピードガンコンテスト

小学生の部、男性の部（中学生以上）、女性の部（中学生以上）
各部門チャンピオンには、豪華賞品がプレゼントされます！
※４回裏終了まで、インディゴショップにて受付を行います。

■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！！

■試合終了後
・インディゴソックスが勝利した場合、徳島ISの監督コーチによるヒーローインタビュー
・監督、コーチ、選手によるお見送り
・ご来場くださったお客様対象の野球体験イベント、芝生でブルーシートスライダーに挑戦！！

7月30日 ( 日 )

球　場　 開始 13時

徳島インディゴソックス 対 高知ファイティングドッグス

蛇王



「香川オリーブガイナーズ球団後援会冠協賛試合」
■来場者プレゼント
香川オリーブガイナーズ球団後援会会員限定先着50名様に小豆島ヘルシーランド様ご提供の「ザ・ソープ（
洗顔用オリーヴ石鹸）」をプレゼント！

■オープニングセレモニー
「爽郷（さっさ）やまもと連」によるよさこい演舞披露

＜始球式＞
パーソナルトレーニングスタジオ「ボニーズ」トレーナー益田帆乃花様

■５回裏終了後イベント
「大抽選会開催！！」
※当日クイズに答えて頂き、正解者の中から抽選で合計39名様に、ガイナーズグッズや、トレーニングスタ
ジオボニーズ様ご提供の商品をプレゼントします！
クイズの回答は、３回終了までとなります。

■コンコースイベント
動物園がやってくる！
しろとり動物園の動物たちが来場！
かわいい動物たちとの撮影やエサやりなどが体験できるふれあいコーナーも設置。
ミーアキャット、ハリスホーク等の珍しい動物もやってきます。
【動物一覧】
ミーアキャット、ハリスホーク、パンダマウス、ヒヨコ、ウサギ
※来場する動物は体調などにより予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
※エサやり体験は先着順となり、体験いただけない場合もございます。
しろとり動物園 http://wwwe.pikara.ne.jp/shirotori-zoo

■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☆

■ＳＮＳ情報発信企画！！「ガイナーズ応援シェアキャンペーン」対象日
ツイッター、Facebook、インスタグラムのいずれかに、スタジアム内で撮影した写真に、
ハッシュタグで「香川オリーブガイナーズ」「ソフトバンクホークス」「高松」の3つをつけて更新するだけで、
先着50名様にガイナーズグッズがもらえます！

■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、「ガイナーズオリジナルお魚せんべい」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！

7月30日 ( 日 )

球　場　 開始 13時

香川オリーブガイナーズ 対 福岡ソフトバンクホークス（3軍）

レクザム

http://wwwe.pikara.ne.jp/shirotori-zoo


■2017シーズン後期グッズ情報★
・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

後期開幕限定で、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
●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！

●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/

★シャトルバス運行日
詳しい時刻表は球団ＨＰをご覧下さい。
URL http://www.oliveguyners.jp/studium/

※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。

http://www.oliveguyners.jp/ticket/
http://www.oliveguyners.jp/support/
http://www.oliveguyners.jp/studium/

