
　さいたま市及びその周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資
源を最大限活用し、各種競技大会等スポーツ関連イベントの誘致を通
じて、地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図ることを目的に組
織された団体です。
　「スポーツによる地域経済活性化のエンジン（推進機関）」として、
スポーツ、経済、観光の関係団体、行政機関などから構成され、社団
法人さいたま観光コンベンションビューローが事務局を担っています。
The Saitama Sport Commission is an organization which was formed to 
promote local sports and revitalize the local economy by making optimal 
use of the sports resources and unique tourist attractions in Saitama 
City and the surrounding areas to attract sports related events such as 
tournaments. 
Serving as an “engine for revitalizing the local economy through sports”, 
the SSC comprises organizations involved with sports, the economy and 
tourism as well as governmental agencies, and is administered by the 
Saitama Convention & Visitors Bureau. 
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さいたま市で
スポーツイベントを
開催しませんか？
Why don’t you

hold your sports event
in Saitama City?

　さいたま市には、埼玉スタジアム２○○２、
駒場スタジアム、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
をはじめ、さいたまスーパーアリーナ、記念
総合体育館など、全国または国際大会開催が
可能な施設があります。さいたまスポーツコ
ミッションでは、スポーツイベント開催にあ
たり「おもてなしの心」で各種お手伝いさせ
ていただきますので、お気軽にご連絡・ご相
談ください。
　私たちは、皆様のスポーツイベントを成功
に導くため、全力でサポートします。

Saitama City is home to the Saitama 
S t a d i um  2 0 0 2 ,  K omaba  S t a d i um , 
NACK5 Stadium Omiya, Saitama Super 
Arena, the Saitama City Memorial Gymnasium 
and other facilities suited to the hosting of 
national and international tournaments. Our 
warm hospitality awaits you so feel free to 
contact the Saitama Sport Commission for 
assistance with your sports event. We will 
provide maximum support to ensure the 
success of your event.

さいたまスポーツコミッション 会長　清 水 勇 人（さいたま市長）
Saitama Sport Commission Chairman: Hayato Shimizu (Mayor of Saitama City)

優れた
交通アクセス

Superb access to
transportation

上
越
新
幹
線

Joetsu Shinkansen

東
北
新
幹
線

J
R
宇
都
宮
線

JR Utsunom
iya Line

東
北
自
動
車
道

Tohoku Expressway

Tohoku Shinkansen

常
磐
自
動
車
道

Joban Expressway

長野新幹線 

東海道新幹線 
Tokaido Shinkansen

上信越自動車道 
Joshinetsu Expressway

中央自動車道 
Chuo Expressway

東名高速道 
Tomei Expressway

宇都宮I.C 
Utsunomiya I.C

水戸I.C 
Mito I.C高崎I.C 

Takasaki I.C

青梅I.C 
Ome I.C

東京湾 
アクアライン 
Tokyo Bay Aqua Line

八王子I.C 
Hachioji I.C

成田I.C 
Narita I.C

宇都宮 
Utsunomiya

大宮Omiya

水戸 
Mito

つくば 
Tsukuba

前橋 
Maebashi

Kumagaya

浦和Urawa

上野Ueno

横浜 
Yokohama

高崎 
Takasaki JR高崎線 

JR Takasaki Line関越自動車道 

Kanetsu Expressway

千葉 
Chiba

羽田空港Haneda Aprt.
木更津JCT 
Kisarazu JCT

Nagano Shinkansen

成田空港 
Narita Aprt.新宿 

Shinjuku 東京Tokyo

厚木I.C 
Atsugi I.C

上
越
新
幹
線

Joetsu Shinkansen

東
北
新
幹
線

J
R
宇
都
宮
線

JR Utsunom
iya Line

東
北
自
動
車
道

Tohoku Expressway

Tohoku Shinkansen

常
磐
自
動
車
道

Joban Expressway

長野新幹線 

東海道新幹線 
Tokaido Shinkansen

上信越自動車道 
Joshinetsu Expressway

中央自動車道 
Chuo Expressway

東名高速道 
Tomei Expressway

群馬県 
Gunma Pref.

千葉県 
Chiba Pref.

神奈川県 
Kanagawa Pref.

東京都Tokyo

埼玉県 
Saitama Pref.

栃木県 
Tochigi Pref.

茨城県 
Ibaraki Pref.

宇都宮I.C 
Utsunomiya I.C

水戸I.C 
Mito I.C高崎I.C 

Takasaki I.C

青梅I.C 
Ome I.C

東京湾 
アクアライン 
Tokyo Bay Aqua Line

八王子I.C 
Hachioji I.C

成田I.C 
Narita I.C

宇都宮 
Utsunomiya

大宮Omiya

水戸 
Mito

つくば 
Tsukuba

前橋 
Maebashi

Kumagaya

浦和Urawa

上野Ueno

横浜 
Yokohama

高崎 
Takasaki JR高崎線 

JR Takasaki Line関越自動車道 

Kanetsu Expressway

高速道路 

JR線 

新幹線 

Expressway

JR Line

Shinkansen 千葉 
Chiba

羽田空港Haneda Aprt.
木更津JCT 
Kisarazu JCT

Nagano Shinkansen

成田空港 
Narita Aprt.新宿 

熊谷熊谷

Shinjuku 東京Tokyo

厚木I.C 
Atsugi I.C

大宮湘南新宿ライン 30分 新宿 赤羽横浜
YOKOHAMA

大宮埼京線 25分 
Saikyo Line 25mins 8

minsMusashi urawa
3
minsKitayono Omiya

Shonan-Shinjuku Line 
30mins

17
minsShinjuku 13

minsAkabane Omiya

8分 3分 武蔵浦和 北与野新宿
SHINJUKU

新幹線各線 26分 東京 大宮
TOKYO Shinkansen 26mins Omiya

大宮高崎線・宇都宮線 18分 4分 2分 さいたま
新都心浦和上野

UENO 2
mins

4
mins Saitama Shintoshin

Takasaki/Utsunomiya Line 
18mins Urawa Omiya

羽田空港 大 

宮約10分 

6分 2分 
京浜東北線 
13分 32分 

モノレール 
23分 浜松町 上野

高速バス 70分 
HANEDA
AIRPORT

2
mins

10mins

6
mins

32
mins

Keihin-Tohoku  
Line

Monorail 
23
mins

Express Bus  70mins

UenoHamamatsu 
cho

Omiya

大
宮京成スカイライナー 

58分 
京浜東北線 
27分 6分 2分 

日暮里

約10分 

成田エクスプレス 85分 

高速バス（ONライナー） 120分 

8分 22分 
新宿 池袋

大宮 10mins

2
mins

6
mins

8
mins

22
mins

Keihin-Tohoku  
Line
 27mins

Keisei SkyLiner 
58mins

Express Bus（ON Liner） 120mins

Narita Express  85mins

Omiya

Omiya

Shinjuku Ikebukuro

Nippori
成田空港
NARITA
AIRPORT

計60

計36
in total

分
mins

in total

分
mins

計26
in total

分
mins

計24
in total

分
mins

計76

計80
in total

分
mins

in total

分
mins

計115

計93

計130

in total

分
mins

in total

分
mins

in total

分
mins

17分 13分 

さいたま
新都心
Saitama 
Shintoshin

さいたま
新都心
Saitama 
Shintoshin

浦和
Urawa

さいたま
新都心
Saitama 
Shintoshin

さいたま
新都心
Saitama 
Shintoshin

浦和
Urawa

 13mins

東京からはわずか30分！

東京国際空港から
リムジンバスで80分、
成田国際空港からは
リムジンバスで120分！

Just 30 minutes from Tokyo!

Eighty minutes by Airport Limousine 
f rom the Tokyo Internat ional 
Airport and 120 minutes by Airport 
L imou s i n e  f r om  t h e  N a r i t a 
International Airport!

東北・上越など新幹線5路線をはじめ、
JR各線や私鉄線が結節する
東日本の交通の要衝！
A transport hub for East Japan 
with 5 Shinkansen lines, including 
the Tohoku and Joetsu lines, 
pr ivate rai lways and many 
Japan Railway (JR) lines!

関東平野のほぼ中心に位置し、
自動車での
交通アクセスも抜群！
Located near the Center of the 
Kanto Plain with excellent 
accessibility by cars!



多様なニーズに
お応えする施設

Facilities which cater
to a variety of needs

世界トップランクの
イベント施設である
「さいたまスーパーアリーナ」！

荒川沿いにある緑豊かで広々とした運動公園の
「秋ヶ瀬公園」「荒川総合運動公園」！

日本最大・アジア最大級のサッカー専用
スタジアム「埼玉スタジアム2○○2」
をはじめ、「NACK5スタジアム大宮」
「駒場スタジアム」など、J1リーグ規格に
対応したサッカースタジアムが3会場！

プロ野球パシフィック・リーグ
公式戦が開催される
「埼玉県営大宮球場」や、
同イースタン・リーグ公式戦が
開催される
「さいたま市営大宮球場」！

The Saitama Super Arena: one of the world’s 
top ranking event venues!

Saitama City has 8 fully equipped gymnasiums, including the Saitama 
City Memorial Gymnasium (V Arena) whose main arena has an area of 
2590㎡ and a seating capacity of up to 3000!

Arakawa Comprehensive Sports Park and Akigase Park: 
spacious, verdant sports parks located along the Arakawa river!

3 soccer stadium venues of J1 league standard; the Saitama 
Stadium 2002, largest in Japan and Asia, 
the NACK5 Stadium Omiya and Komaba Stadium!

The Saitama Prefectural 
Om i y a  P a r k  B a s eb a l l 
S t a d i um  ( s i t e  o f  P r o 
Baseball’s Pacific League 
games) and The Saitama 
Municipal Omiya Baseball 
S t a d i um  ( s i t e  o f  P r o 
Baseball’s Eastern League 
games)!

メインアリーナ面積は2,590㎡・
最大約3,000席の観覧席を備えた
「さいたま市記念総合体育館（Vアリーナ）」
をはじめ、合計8館を擁する
充実の体育館（武道館）施設！



さいたま
スポーツコミッションの

サポート
Support of

the Saitama Sport Commission

さいたま市内の
スポーツ施設に関する情報提供や
通常では困難な予約について、

ご相談やお申し込みの
お手伝いをします。
We provide information on 

sports facilities and assist you in 
making reservations which 
would otherwise be difficult

to make. 

さいたま市内で開催される
スポーツイベント等を対象とし、

開催規模等に応じて
予算の範囲内で助成します。

＜スポーツイベント開催助成金制度＞
We provide subsidies for sports events
held in Saitama City according to

the scale of the event and our budget.

スポーツイベント等の
開催に必要な

許認可手続きなどの
調整を行います。

We will assist with procedures 
for obtaining permits or licenses 
needed for sports and other 

events.

観光スポットに関する
情報提供と

観光施設との調整を
行います。

We provide information on 
tourist spots and make 

arrangements with sightseeing 
facilities.

宿泊施設をはじめ、
飲食店その他

必要な専門業者などを
ご紹介します。

We introduce accommodation 
facilities, food and drink 
establishments and other 
necessary service providers. 

スポーツ施設など
会場情報の紹介や
印刷物に利用する

各種写真を提供します。
We introduce event venues 
such as sports facilities and 
furnish photographs for use in 

printed materials.

スポーツイベント等の
開催に関する

各種相談に応じます。
We offer advice about holding 
sports and other events.

スポーツイベント等の
開催に際しての

広報活動を支援します。
We assist with PR

for sports
and other events.

その他Other support

We provide personnel to assist 
with the running of the event, 
through volunteer organizations. 

ボランティア組織の
協力のもと
運営に関する

人的支援を行います。

詳しくは
ホームページで
ご案内しています

http://saitamasc.jp

For details, 
please visit our website at
http://saitamasc.jp



スポーツイベント
開催助成金制度

Subsidy Plans
for Sports Events

さいたま市内で開催される
スポーツイベント等を対象とし、
開催規模等に応じて予算の範囲内で助成します。

（１）さいたま市内を主たる会場とするもの （１） The main venue for the event is in Saitama 
City.

（５） さいたまスポーツコミッション（さいたま観光コンベン
ションビューロー）が主催者及び参加者へのアンケート
調査等を依頼した場合、協力できること

（５） The organizer and participants are willing to 
cooperate with interviews and surveys 
conducted by the Saitama Sport Commission 
(Saitama Convention & Visitors Bureau).

※ 補助対象となるには事前の審査が必要です。原則とし
て開催前年度の６月までに申請書を提出してください。

※ 大会イベント終了後、参加人数又は観客数が規定に満
たなかった場合は補助対象外となります。

※ Eligibility for this subsidy is subject to a preliminary 
screening. As a rule, applications must be submitted by 
the end of June of the fiscal year preceding the event year.

※ The event will be ineligible for the subsidy if at the end it 
has not met the requirement for number of participants 
and, or spectators.

（４）主催団体が国又は地方公共団体以外の団体であること （４） The event is organized by an entity other than 
the national government or local public 
authority.

（３）政治的、宗教的な活動を目的としないもの （３）  The objective of the event is neither political 
nor religious.

（２） さいたま市外からの相当数の参加（選手及び役員等も含
む）があるもの又は多数の誘客が見込まれるもの

（２） The event is expected to attract a considerable 
number of participants and spectators from 
outside of Saitama City.

1
交付対象（主な条件）

Subsidy Eligibility (main conditions)

2
交付金額（限度額）

Amount of Subsidy (maximum amount)

We provide subsidies for sports
and other events held in Saitama City according to
the scale of the event and our budget.

参加者数 又は 観客数のいずれか
Number of participants or Number of spectators 交付額

Subsidy (yen)参加者数 Number of participants 観客数 Number of spectators
100人以上200人未満

100-199 people
300人以上1,000人未満

300-999 people
10万円以内
max. 100,000

200人以上400人未満
200-399 people

1,000人以上2,000人未満
1000-1999 people

30万円以内
max. 300,000

400人以上600人未満
400-599 people

2,000人以上3,000人未満
2000-2999 people

50万円以内
max. 500,000

600人以上1,000人未満
600-999 people

3,000人以上10,000人未満
3000-9999 people

80万円以内
max. 800,000

1,000人以上
1000 or more people

10,000人以上
10,000 or more people

100万円以内
max. 1,000,000



鉄道博物館 The Railway Museum
日本の鉄道の仕組みや歴史を楽しみながら学べます。
Enjoy yourself while learning about the mechanism of 
Japanese railways, the history and much more.

浦和のうなぎ 人形のまち岩槻Urawa Eel (Unagi) Doll Town Iwatsuki
鰻の蒲焼き発祥の地とも伝
わる「浦和」。江戸時代よ
り受け継がれた「浦和のう
なぎ」をご賞味ください。

日本一の人形生産地「岩槻」で
は、人形製作の体験や国の伝統
的工芸品に指定されている「江
戸木目込人形」「岩槻人形」をお
求めいただけます。Urawa is said to be the 

birthplace of Unagi-no-
Kabayaki, eel dipped and 
broi led in a soy-based 
sauce. Treat yourself to this 
Urawa Unagi which has 
been handed down from 
the Edo era.

In Iwatsuki ,  the largest dol l 
producing area in Japan, you 
can experience doll making or 
purchase the Edo Kimekomi Doll 
or Iwatsuki Doll, which have been 
designated traditional crafts by 
the national government.

近隣の小江戸「川越」や自然豊かな「秩父」
「長瀞」もお楽しみいただけます。
You can also enjoy nearby Kawagoe, 
known as “Little Edo”, or Chichibu and 
Nagatoro, which are both rich in natural 
beauty.

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine
関東各地にある氷川神社の総本
社。2000年以上の歴史をもつ
と伝わり、初詣でには多くの参
拝客で賑わいます。
The head shrine of the Hikawa 
Shrines throughout the Kanto 
region, Musashi Ichinomiya is 
said to have a 2000-year history. 
Every New Year the shrine bustles 
with people who make their 
“hatsumoude” or first shrine visit.

大宮盆栽村・大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Village / The Omiya Bonsai Art Museum
海外から多くの愛好家が訪れる盆栽の世界的メッカ。
盆栽の名品や優品を鑑賞して心癒してください。
Saitama City is a world renowned Bonsai Mecca visited by 
many bonsai fans the world over. Please relax and enjoy 
the many famous bonsai masterpieces.

魅力的な
観光のオプション
Fascinating Sightseeing Options

その他、
足をのばせば…
If you stretch your legs

a bit further…

お問い合わせ
Inquiries

社団法人さいたま観光コンベンションビューロー　スポーツコミッション事業担当
〒330-0853　埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2 JACK大宮3F
（TEL）048-647-8338 ／（FAX）048-647-0116／（URL）http://saitamasc.jp ／（E-mail）ssc@scvb.or.jp
Saitama Convention & Visitors Bureau (person in charge of Sports Commission Operations)
3rd floor, JACK Omiya, 682-2 Nishiki-cho, Omiya Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0853, Japan
Tel. +81-48-647-8338; Fax +81-48-647-0116　(URL) http://saitamasc.jp　(E-mail) ssc@scvb.or.jp

事 務 局
Secretariat


