
有料特設観覧席『エキサイティングゾーン』 8月8日(水)販売開始 
新たに「チームプレゼンテーション」エリア観覧権追加！ 
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計10枚 

 2018年10月19日（金）～21日（日）の日程で開催する、アジア最高位の自転車ワンデイロードレース
「2018 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE」では、「2018 JAPAN CUP 輪都 宇都宮プロジェクト」第2
弾として、『エキサイティングゾーン』の観覧チケットを8月8日（水）より販売開始します！ 

 エキサイティングゾーンは、10/20（土）宇都宮市大通りでのクリテリウム、10/21（日）宇都宮市森林公
園でのロードレースをより間近で観戦できるエキサイティングな特設観覧席です。 

 今年は、新たに10/19（金）チームプレゼンテーションの特設観覧エリア入場権をご用意しました。全21
チーム126人（昨年全14チーム69人）と出場選手が大幅増を予定しており、まさに世界が集結するレベルの
高いレースが予想される2018大会の3日間を存分にお楽しみいただける内容となっています。 

 ぜひこの日限りの特等席で、世界トップクラスのレースを体感してください！ 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 

グレード 席の位置 
金額（税
込） 

席数 入場ゲート 

EXCELLENT 
シート 

Ⅰ）クリテリウムS/F地点前特設観覧席 
Ⅱ）ロードレースS/F地点前特設観覧エリア 

70,000円 限定20席 観覧席横 

SPRINT-2Day-A 
シート 

Ⅰ）クリテリウムA-1席 
Ⅱ）ロードレースS/F前特設スタンド1列目席 

28,000円 限定30席 
Ⅰ)① 

Ⅱ)観覧席横 

NEW 
SPRINT-2Day-B 

シート 

Ⅰ）クリテリウムA-2席 
Ⅱ）ロードレースS/F前特設スタンド2列目席 

26,000円 限定30席 
Ⅰ)① 

Ⅱ)観覧席横 

SPRINTシート ロードレースS/F前特設スタンド席 18,000円 95席 観覧席横 

A-1 クリテリウムAブロックの前方1列目 12,000円 140席 
①②③ 

A-2 クリテリウムAブロックの前方2列目 10,000円 165席 

B-1 クリテリウムBブロックの前方1列目 11,000円 92席 
⑤ 

B-2 クリテリウムBブロックの前方2列目 9,000円 59席 

NEW 
チームプレゼンシート 

チームプレゼンテーション特設観覧エリア入場権 2,000円 100席 
インフォメーション 

テント 

エキサイティングゾーン席種 
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＜10/19（金） チームプレゼンテーション会場図＞ ＜10/20（土）クリテリウム全体座席表＞ 

＜10/21（日）ロードレース座席位置＞ 

座席位置 

※座席位置は想定です。当日の状況により変動となる場合もございますので予めご了承ください。 

 ※お席への入場の際にお渡しいたします。 
 ※特典は、お1人につき1つずつとなります。 

特典（全席共通） 

●大会公式プログラム 
※「チームプレゼンシート」は 
  プログラムはつきません。 
※画像は、2017年のものです。 

NEW ●オリジナルミサンガ 
      刺繍リストバンド 

NEW ●オリジナル応援グッズ 
      「メガホンうちわ」 
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EXCELLENTシート 

クリテリウム・ロードレースのスタート/フィニッシュを最も間近で見ることができる、まさに“EXCELLENT”なシート！ 

＜EXCELLENTシート限定特典＞ 

クリテリウム・S/F地点 
エキサイティングゾーン観覧席 

10/20（土）クリテリウムのスタート /フィニッシュ地点に設ける
「EXCELLENTシート」で、レースを観戦いただけます。 
 
※当日は、14:00～15:00の間に観覧席前にお集まりください。係員が
お席にご案内いたします。 
※観戦席は10名様ずつの2列となり、申し込み順で指定させていただき
ます。 

ロードレース・特別観覧エリア観戦権 

10/21（日）ロードレースのスタート/フィニッシュ地点に設置する『ビラー
ジュ』でレースを観覧いただけます！ジャパンカップの王者が決まる瞬間を
ぜひ特等席でご覧ください。 
 
※当日は、「インフォメーションテント」で受付をお済ませください。係員が観
覧席までご案内いたします。 
※ビラージュ内には、大型ビジョンと同じ映像をご覧いただけるモニターを設
置する予定です。 

ロードレース・ゲストカー乗車券 
10/21（日）ロードレース中に、選手たちが実際に走っているコースをゲ
ストカーに乗り1周することができます！ 

ロードレース・オフィシャルゾーンの一部へ
の入場権利 

通常チーム関係者やスタッフしか入ることができない「オフィシャルゾーン」の
一部にご入場いただけます。 

大会オリジナルジャンパー（非売品） 
大会スタッフしか手に入らないONYONE社製スタッフジャンパーを1席につ
き1着プレゼントいたします！ 

2018ジャパンカップオリジナルサコッシュ 
2018大会オフィシャルグッズの中から、 
毎年大好評のサコッシュをプレゼント！ 

募集定員 限定20席 

金   額 70,000円（税込） 
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SPRINTシート 

スタートの瞬間や迫力ある“ゴールスプリント”を体感できる立体観戦席！ 

＜SPRINTシート限定特典＞ 

  2Day-Aシート 2Day-Bシート 通常シート 

募集定員 限定30席 限定30席 95席 

金   額 28,000円（税込） 26,000円（税込） 18,000円（税込） 

クリテリウム・エキサイ
ティングゾーン観覧席 
2Dayシート限定 

10/20（土）クリテリウムのエキサイティングゾーン（2Day-A：A-1席、
2Day-B：A-2席）で、レースをご観戦いただけます。 

ロードレース・ 
特設スタンド席 

10/21（日）ロードレースを、スタート/フィニッシュ地点前の特設スタンド
席にて観戦いただけます。レースの様子はもちろんステージや大型ビジョンも
見える絶好のポイントです。 
 
 ※「2Day-Aシート」が1列目、「2Day-Bシート」が2列目のお席となりま
す。 

2018ジャパンカップ 
オリジナルサコッシュ 

2018大会オフィシャルグッズの中から、 
毎年大好評のサコッシュをプレゼント！ 

チームプレゼンシート 

大会初日の出場全チームが顔をそろえるチームプレゼンテーションを前方指定エリア内でご観覧いただけます。 

＜チームプレゼンシート限定特典＞ 

チームプレゼンテーション
特設観覧エリア入場権 

10/19（土）チームプレゼンテーションを 
前方特別観覧エリアでご観覧いただけます。 

募集定員 100席 

金   額 2,000円（税込） 
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お申し込み 

2018年8月8日（水）10：00販売開始！ 
●「EXCELLENTシート」はWEBでのみ申し込みを受け付けます。 
●SPRINT（2Day含む）・A・B・チームプレゼンシートは、「チケットぴあ」にてお申し込みいただけます。 
チケットぴあ申込方法 

 【Ｐコード：840-145】 
①チケットぴあWEBサイト 
②ぴあ店舗 
③お電話（0570-02-9999） 
④セブン-イレブンのマルチコピー機 
⑤サークルK・サンクスのKステーション 
※締切は、2018年9月30日（日）となります。 
※申し込みは先着順となり、定員に達し次第締め切らせていただきますので予めご了承ください。 
  
申し込みや詳細につきましては、オフィシャルWEBサイトをご覧ください。 
http://www.japancup.gr.jp/ 

●購入後のチケットの返金はお受けできませんので、予めご了承ください。 
●チケットの再発行はいたしません。大切に保管の上、必ず当日ご持参ください。 
●全ての特典及び購入後のチケットの転売は禁止いたします。 
●特典はイメージです。色等が実物と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 
●当日の模様を写真・動画で撮影させていただきます。当イベントの告知やPRを兼ねた広告として、 
  ウェブサイト・雑誌等に掲載させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

購入の際の注意事項 

＜お問い合わせ＞ 
株式会社JTB 宇都宮支店 
2018ジャパンカップ受付サポートデスク 
TEL：028-614-2171 FAX：028-614-2005 E-mail:2018japancup@jtb.com 
【営業時間】9：30～17：30（土日祝祭日は休業） 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 
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森林公園の会場までのバス送迎付き！ 
『オフィシャルツアー』4コースで運行 

 「2018 JAPAN CUP 輪都 宇都宮プロジェクト」第3弾、『オフィシャルツアー』を8月8日（水）より販売開
始します。 オフィシャルツアーには、非売品を含む大会オフィシャルグッズや、ロードレースが開催される森林公園
会場までのバスでの送迎など、さまざまな特典が付きます。 また、「プレミアム2泊3日コース」では、チームプレ
ゼンテーションでの前方エリア観覧権およびクリテリウムの特設観覧席『エキサイティングゾーン』で観戦いた
だくことができ、大会3日間を満喫できる内容となっています。 

 ぜひ、都心からジャパンカップにお越しいただく際にはオフィシャルツアーをご利用ください。 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 

【①プレミアム2泊3日コース】 
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チームプレゼンテーション・クリテリウムを特等席で観覧できる3日間ジャパンカップまるごとエンジョイコース！ 

旅行期間 10/19（金）～10/21（日）2泊3日 

旅行代金 シングル1名様利用お一人様 69,800円、ツイン2名様利用お一人様 68,800円 

宿泊施設 宇都宮東武ホテルグランデ 

食事条件 朝食2回、昼食0回、夕食0回 

募集人員 
シングル定員7名様（最少催行人員：5名様） 
ツイン定員4組8名様（最少催行人員：6名様） 

ツアー代金に
含まれるもの 

貸切バス代、宿泊代（朝食付き）、有料道路代、ツアー特典代 

その他 添乗員は同行しません 

ツアー特典 

NEW 
①10/19（金）チームプレゼンテーション前方特別エリア観覧権 
全チームが顔をそろえるチームプレゼンテーションを前方の特設観覧 
エリアでご覧いただけます。 
 
②10/20(土) エキサイティングゾーンでの観戦席 
クリテリウムレースを特設席1列目（A-1シート）で観戦できます。 
  
③オリジナルクリアファイル※非売品 
         
④大会公式プログラム 
 
⑤オリジナルミサンガ刺繍リストバンド           
※特典はお1人様1つずつのお渡しとなります。 
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②-A. スタンダード1泊2日コース（宇都宮市内宿泊プラン） 
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旅行期間 10/20（土）～10/21（日）1泊2日 

旅行代金 
シングル1名様利用お一人様 32,200円 
ツイン2名様利用お一人様 31,200円 

宿泊施設 ホテル・ザ・セントレ宇都宮 

食事条件 朝食1回、昼食0回、夕食0回 

募集人員 
シングル定員15名様（最少催行人員：10名様） 
ツイン定員15組30名様（最少催行人員：20名様） 

ツアー代金に含まれるもの 貸切バス代、宿泊代（朝食付き）、有料道路代、ツアー特典代 

その他 添乗員は同行しません 

ツアー特典 

①大会公式プログラム 
 
②オリジナルミサンガ刺繍リストバンド           
※特典はお1人様1つずつのお渡しとなります。 
 

②-B. スタンダード1泊2日コース（佐野市内宿泊プラン） 

旅行期間 10/20（土）～10/21（日）1泊2日 

旅行代金 シングル1名様利用お一人様 32,000円 
ダブル2名様利用お一人様 31,000円 

宿泊施設 シングル：ホテルルートイン佐野藤岡インター 
ダブル：カンデオホテルズ佐野 

食事条件 朝食1回、昼食0回、夕食0回 

募集人員 シングル定員25名様（最少催行人員：10名様） 
ダブル定員10組20名様（最少催行人員：14名様） 

ツアー代金に含まれるもの 貸切バス代、宿泊代（朝食付き）、有料道路代、ツアー特典代 

その他 添乗員は同行しません 

ツアー特典 

①大会公式プログラム 
 
②オリジナルミサンガ刺繍リストバンド           
※特典はお1人様1つずつのお渡しとなります。 
 



③日帰りコース 
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内容 東京駅発着 

旅行期間 10/21（日） 

旅行代金 お一人様 9,800円 

食事条件 食事は含まれておりません 

募集人員 定員45名様（最少催行人員：30名様） 

ツアー代金に含まれるもの 貸切バス代、有料道路代、ツアー特典代 

その他 添乗員は同行しません 

①大会公式プログラム 
 
②オリジナルミサンガ刺繍リストバンド           
※特典はお1人様1つずつのお渡しとなります。 
 

ツアー特典 

【注意事項】 
●特典はイメージです。実物とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 
●全ての特典の転売は禁止いたします。 
●当日の模様を写真・動画で撮影させていただきます。当イベントの告知やPRを兼ねた広告として、
ウェブサイト・雑誌等に掲載させていただく場合がございます。予めご了承ください。 
 
【お申し込み】 
2018年8月8日（水）10：00販売開始！ 
※締切は、2018年9月30日（日）となります。 
※申し込みは先着順となり、定員に達し次第締め切らせていただきますので予めご了承ください。 
※申し込みはWEBでのみ受け付けます。 
  
お申し込みや詳細につきましては、オフィシャルWEBサイトをご覧ください。 
http://www.japancup.gr.jp/ 
  
 ＜お問い合わせ＞ 

株式会社JTB 宇都宮支店 
2018ジャパンカップ受付サポートデスク 
TEL：028-614-2171 FAX：028-614-2005 E-mail:2018japancup@jtb.com 
【営業時間】9：30～17：30（土日祝祭日は休業） 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 
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大好評のジャパンカップファン専用列車『ジャパンカップトレイン』 
今年は10月19日(金)に運行！ 
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 「2018 JAPAN CUP 輪都 宇都宮プロジェクト」第4弾として、ジャパンカップファン専用列車『ジャパンカップト
レイン』を、10月19日(金)に運行いたします！ 

 ジャパンカップトレインは、大会の幕開けとなるチームプレゼンテーション（10月19日18:30～オリオンスクエ
ア）に合わせ、東武鉄道の浅草駅～東武宇都宮駅間をノンストップで直通運行します。車内では、栗村修さ
ん、廣瀬佳正さんをゲストにお招きし、宇都宮までの道中を盛り上げます！ 

 通常乗車料金2,020円(特急料金含む)のほか、チームプレゼンテーションを間近で見ることができる特別観
覧エリア入場権や、公式プログラム等が付いて、5,000円で販売します。 

 都心からお越しの方は、ぜひジャパンカップ一色に染まる『輪都・宇都宮』を存分に満喫ください。 

運行概要 

 日 時 
 

 
 
 

 同 乗 ゲ ス ト 
 
 
 

 列 車 
 販 売 価 格 
 定 員 

 

 最少催行人数 
 

 座 席 
 

 旅行企画・実施 

： 2018年10月19日（金） 
   【東武鉄道】14:10頃浅草駅発 
           ⇒16:00頃東武宇都宮駅着予定 
    ※チームプレゼンテーション開催日 
 

： 栗村修さん 
  （ツアー・オブ・ジャパン大会ディレクター） 
   廣瀬佳正さん 
  （宇都宮ブリッツェンゼネラルマネージャー） 
： しもつけ号 350系 
： 1名様 5,000円（税込） 
： 160名（輪行30名） 
 

： 110名 
 

： 指定車両内自由席 
 

： 株式会社JTB 宇都宮支店 

2018年8月7日（火）AM10:00情報解禁 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 

mailto:yo-suke@junpro.co.jp
mailto:yo-suke@junpro.co.jp
mailto:yo-suke@junpro.co.jp


競輪の補助事業 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

2018年8月6日 
2018ジャパンカップサイクルロードレース実行委員会 

 料金には、片道分の乗車券(特急券)代・特典代が含まれております。 
 特典は、当日にお渡しいたします。 
 特典や列車等はイメージです。実物とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 
 輪行希望の方は、自転車を必ず輪行袋に入れた状態で集合してください。 
  なお、席数に限りがありますので、輪行は先着30名様までとさせていただきます。 
 出発日当日のご案内は、出発の１週間前までに連絡させていただきます。 
 当日の模様を写真・動画で撮影させていただきます。当イベントの告知やPRを兼ねた広告として、
ウェブサイト・雑誌等に掲載させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

注意事項 

問い合わせ 

株式会社JTB 宇都宮支店（2018ジャパンカップ受付サポートデスク） 
TEL：028-614-2171 FAX：028-614-2005 Ｅ-mail：2018japancup@jtb.com 
【営業時間】9：30～17：30（土日祝日は休業） 

販売について 

オフィシャルWEBサイトよりお申し込みいただけます。 
オフィシャルWEBサイト：http://www.japancup.gr.jp/ 

締切日：2018年9月30日（日） 
 
 ※お申し込みは、WEBからのみとなります。 
 ※お申し込みは先着順となり、定員に達し次第締め切らせていただきますのでご注意ください。 
 ※一回のお申込みで５席分までご購入できます。 

 チームプレゼンテーション特別観覧エリア入場権 
大会出場全選手が参加する 
チームプレゼンテーションを 
プレスエリア後方の特別観覧エリアで 
ご覧になれます。（エリア内自由） 

 オリジナルミサンガ刺繍リストバンド 
ジャパンカップトレインに乗車した記念として、 
オリジナルミサンガタイプのリストバンドをプレゼント！ 

 公式プログラム  ジャパンカップオリジナル 
  応援グッズ「メガホンうちわ」 

 ジャパンカップオリジナルクリアファ
イル（非売品） 

 輪行保管スペース（座席上）※先着30名様 
…輪行をご希望されるお客様はお近くの座席を使用し、輪行袋を保管いただけますので、ゆったりとお座りいただけます。 

特典内容 


