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お問い合わせ Inquiries

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 Japa-
nese ra i lways,  the  
h i s to ry  and  much  
more.

鉄道博物館
The Railway 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。
S a i t ama  C i t y  i s  t h e  
Mecca of Bonsai which 
many bonsai fans visit 
from around the world. 
Please relax and enjoy 
the many famous bonsai 
masterpieces.

大宮盆栽村・大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Village / The Omiya Bonsai Art Museum

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。
Treat yourself  to 
this Urawa Unagi 
wh i c h  h a s  b een  
handed down from 
the Edo era.

浦和のうなぎ
Eel(Unagi) in Urawa

関東各地にある氷川神社の総本社。2,000年以上の歴史を持つと
伝わり、初詣には多くの参拝客で賑わいます。
The head shrine of  the 
Hikawa Shrines throughout 
the Knato region, Musashi 
Ichinomiya is said to have 
a 2,000-year history. Every 
New Year, the shrine bus-
tles with people who make 
their 1st visit to the shrine 
“Hatsumode”. 

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

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 where is 
known as “Little Edo”, or Chichibu and Naga-
toro where are both rich in nature.

日本有数の人形産地であるさいたま市岩槻区に開館した日本初
の人形専門公立博物館。岩槻に伝わる人形作りの技などが鑑賞
できます。
The first public ningyo museum 
in Japan opened in Iwatsuki 
word, Saitama City which is very 
famous as a ningyo-producing 
area in Japan. You can see a 
traditional ningyo-making skills 
which has been passed down 
for centuries there.

岩槻人形博物館
Iwatsuki Ningyo Museum

足をのばせば… If you go a bit further…

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal Urawa 
Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

川通公園野球場
Kawadori Park
Baseball Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）
SAIDEN CHEMIAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural

Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
（さいたま市営大宮球場）
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA
(Saitama Municipal Omiya Baseball Stadium)

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

大宮Omiya

岩槻
Iwatsuki

浦和美園
Urawa misono

さいたま新都心
Saitama Shintoshin

武蔵浦和
Musashi Urawa

浦和
Urawa

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」
Saitama Super Arena：
one of the world's top 
ranking event venues!

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」や「浦和駒場スタジアム」など、Jリーグ規格に対応したサッカースタジアムが3会場!
3 soccer stadiums of J league 
standard; Saitama Stadium 
2○○2 which is the one of the 
largest stadiums in  Japan  and  
Asia,  NACK5  Stadium Omiya 
and Urawa Komaba Stadium!

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

メインアリーナは約2,600㎡・最大約3,000席の観
覧席を備えた「サイデン化学アリーナ」（さい

たま市記念総合体育館）や「浦和駒場体育館」な
ど、合計８館を擁する充実の体育館（武道館）施設！

Saitama City has 8 fully equipped gymnasiums such as  
Urawa  Komaba  Gymnasium and SAIDEN CHEMICAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)which has a 26,000㎡ 
main arena and a seating capacity of up to 3,000.

「埼玉県営大宮公園野球場」をはじめ、「レジデンシャルスタジアム大宮」、
「さいたま市営浦和球場」、「川通公園野球場」（やまぶきスタジアム）など、硬式野球場が4球場!

Saitama City has 4 baseball stadiums : the Saitama Prefectural Omiya Park Baseball Stadium, RESIDENTIAL STADIUM OMIYA, 
the Saitama Municipal Urawa Baseball Stadium, and Kawadori Park Baseball Stadium.

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural
Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal
Urawa Baseball Stadium

川通公園野球場
Kawadori Park Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
SAIDEN CHEMICAL ARENA

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

スポーツイベントの誘致と開催支援を通じ、観光や交流人口の拡大を
図り地域経済を活性化することを目的として組織された団体です。
The Saitama Sport Commission (SSC) is an organization formed to 
revitalize the local economy by expanding tourism and exchange 
through the promotion and hosting of sports events.

さいたまスポーツコミッションとは？
What is the Saitama Sport Commission?

The guide of supporting Sports Events

優れた交通アクセス
 Great access from major cities

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

多様なニーズにお応えする施設
Facilities which cater to a variety of needs

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

さいたま開催のメリット
Advantages of holding Sports Events in Saitama City
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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。
We provide subsidies for sports and other events held in Saitama 
City according to the scale of the event and our budget.

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000

500,000

800,000

2,000,000

300,000

500,000

800,000

2,000,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp

https://saitamasc.jp

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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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Highway Bus（ON Liner）95min
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40min
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About

約100分
min in total

About

約100分
min in total

About

約110分
min in total

成田エクスプレス 60分

4分28分40分 2分

約15分
空港連絡バス
（ON ライナー）95分

京成スカイライナー 京浜東北線

新幹線各線  25分

さいたま
新都心 15min
Saitama
Shintoshin

Saitama
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浦和成田空港
NARITA
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優れた交通アクセス
Great access from major cities

大宮
Omiya

北海道新幹線 利用
Hokkaido Shinkansen 239分

min
新函館北斗
SHIN-HAKODATE-

HOKUTO

東北新幹線 利用
Tohoku Shinkansen 156分

min
新青森
SHIN AOMORI

秋田新幹線 利用
Akita Shinkansen 196分

min
秋 田
AKITA

山形新幹線 利用
Yamagata Shinkansen 125分

min
山 形

YAMAGATA

東海道新幹線 利用
Tokaido Shinkansen 131分

min
名古屋
NAGOYA

東海道新幹線 利用
Tokaido Shinkansen 183分

min
新大阪
SHIN OSAKA

上越新幹線 利用
Joetsu Shinkansen 75分

min
新 潟
NIIGATA

北陸新幹線 利用
Hokuriku Shinkansen 56分

min
長 野
NAGANO

北陸新幹線 利用
Hokuriku Shinkansen 124分

min
金沢

KANAZAWA

東海道・山陽新幹線 利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 266分

min
広 島

HIROSHIMA

東海道・山陽新幹線 利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 333分

min
博 多
HAKATA

※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!
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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。
We provide subsidies for sports and other events held in Saitama 
City according to the scale of the event and our budget.

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People
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国際大会 International Tournaments

区分
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参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp
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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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!

＃830980 スポーツイベント誘致パンフレット_中



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

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000

500,000

800,000

2,000,000

300,000

500,000

800,000

2,000,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp
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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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!

＃830980 スポーツイベント誘致パンフレット_中

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

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000
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3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp

https://saitamasc.jp

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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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AIRPORT

優れた交通アクセス
Great access from major cities

大宮
Omiya
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Hokkaido Shinkansen 239分
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SHIN-HAKODATE-
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東北新幹線 利用
Tohoku Shinkansen 156分
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新青森
SHIN AOMORI

秋田新幹線 利用
Akita Shinkansen 196分
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山形新幹線 利用
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東海道新幹線 利用
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!

＃830980 スポーツイベント誘致パンフレット_中

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

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000

500,000

800,000

2,000,000

300,000

500,000

800,000

2,000,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp

https://saitamasc.jp

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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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Great access from major cities
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!

＃830980 スポーツイベント誘致パンフレット_中



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

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000

500,000

800,000

2,000,000

300,000

500,000

800,000

2,000,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp

https://saitamasc.jp

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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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浦和成田空港
NARITA
AIRPORT

優れた交通アクセス
Great access from major cities
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北海道新幹線 利用
Hokkaido Shinkansen 239分
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SHIN-HAKODATE-

HOKUTO

東北新幹線 利用
Tohoku Shinkansen 156分

min
新青森
SHIN AOMORI

秋田新幹線 利用
Akita Shinkansen 196分

min
秋 田
AKITA

山形新幹線 利用
Yamagata Shinkansen 125分
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山 形

YAMAGATA
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Hokuriku Shinkansen 124分

min
金沢

KANAZAWA
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東海道・山陽新幹線 利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 333分
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博 多
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!

＃830980 スポーツイベント誘致パンフレット_中

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

さいたま市内事業者又は一般社団法人さいたまスポーツ
コミッション会員事業者に支払ったものとします。

The eligible expenses for granting subsidy are paid to either 
companies in Saitama City or Saitama Sport Commission member 
companies.

交付対象経費 Expense Eligibility2

交付対象（主な条件） Subsidy Eligibility (main conditions)1

さいたま市域外からの参加者が相当数見込まれる
スポーツ大会・競技会又は相当数の集客が可能な
スポーツイベント

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

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

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

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

さいたまスポーツコミッションが実施する経済波及効果
等の調査に対して、充分な結果を得られるよう協力でき
るもの

The organizer is able to cooperate with the Saitama Sport 
Commission in conducting surveys to gather sufficient data on 
the economic impact of the event.

さいたまスポーツコミッションの協力を得ている事を広
報できるもの

The organizer is able to announce to the public that the event is 
being conducted in cooperation with the Saitama Sport 
Commission.

交付金額（限度額） Amount of Subsidy(maximum amount)3
基準人数

Number of People 

200人以上 More than 200 People

400人以上 More than 400 People

600人以上 More than 600 People

1,000人以上 More than 1,000 People

1,000人以上 More than 1,000 People

2,000人以上 More than 2,000 People

3,000人以上 More than 3,000 People

10,000人以上 More than 10,000 People

交付限度額（円） Maximum Provision Fees(yen)

国内大会 Domestic Tournaments

300,000

500,000

800,000

2,000,000

300,000

500,000

800,000

2,000,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

600,000

1,000,000

1,600,000

3,500,000

国際大会 International Tournaments

区分
Category

参加者割
Participants

観客割
Attendees

スポーツイベント
開催助成金制度
Subsidy  Plans for Sports Events

※国際大会とは、日本を含む２か国以上の国又は地域が参加する大会とします。

※交付対象となるには事前の審査が必要です。また、原則として開催前年度の
6月までに協議を経た大会イベントでなければ申請を受理できません。

※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交付
対象外となります。

※大会イベント終了後、実績報告書の提出が必要です。

※An international tournament is the tournament with two or more countries or 
regions including Japan participating.

※To become eligible, a preliminary screening is necessary. Also, as a rule, 
events must pass the screening by the end of June of the fiscal year 
preceding the event year. Otherwise, applications will not be accepted.

※If, upon completion, the event has failed to gather the minimum required 
participants or spectators, it will become ineligible for the subsidy.

※You will need to hand in the report after the tournament or event.

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

SUPPORT 8

SUPPORT 6

SUPPORT 2

SUPPORT 4

SUPPORT 7

SUPPORT 5

SUPPORT 1

SUPPORT 3

詳しくはホームページでご案内しています
For details, please visit our website at https://saitamasc.jp
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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 also offer advice about holding 
sports events.

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 your 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 about tourist 
spots and make arrangements with 
sightseeing facilities.

スポーツ施設など会場情報の紹介や印刷物に利
用する各種写真をご提供します。
We introduce the venues such as sports facilities, 
and give the pictures of the facilities for your printed 
materials or website.

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 accommodations, restaurants, catering, 
and other necessary service providers.

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、相談や申し
込みのお手伝いをいたします。
We provide information about sports facilities and 
assist you making reservations which would be 
difficult.

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
で助成いたします。

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

助成金制度の詳細は右ページへ
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Great access from major cities
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※各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道山陽新
幹線は東京駅から大宮行き新幹線の乗車及び乗換時間も
含まれています。

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, private railways 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 almost in the center of the Kanto 
Plain with excellent accessibility by cars!

成田空港からはリムジンバスで110分、
羽田空港からリムジンバスで90分！
110 minutes by Airport Limousine Bus from the Narita Airport 
and 90 minutes by Airport Limousine Bus from Haneda Airport!

東京からはわずか30分！
Just 30 minutes from Tokyo!
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魅力的な観光のオプション
Fascinating Sightseeing Options

一般社団法人さいたまスポーツコミッション 事業企画課
〒330-0062　埼玉県さいたま市浦和区仲町4丁目2-20　エコ計画浦和ビル2F
TEL 048-762-8334　FAX 048-762-8474　E-mail  support@saitamasc.jp　URL https://saitamasc.jp

Saitama Sport Commission
2nd floor, 4-2-20, Naka-cho, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, Japan 330-0062
TEL +81-48-762-8334　FAX +81-48-762-8474　E-mail  support@saitamasc.jp　URL https://saitamasc.jp

お問い合わせ Inquiries

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 Japa-
nese ra i lways,  the  
h i s to ry  and  much  
more.

鉄道博物館
The Railway 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。
S a i t ama  C i t y  i s  t h e  
Mecca of Bonsai which 
many bonsai fans visit 
from around the world. 
Please relax and enjoy 
the many famous bonsai 
masterpieces.

大宮盆栽村・大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Village / The Omiya Bonsai Art Museum

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。
Treat yourself  to 
this Urawa Unagi 
wh i c h  h a s  b een  
handed down from 
the Edo era.

浦和のうなぎ
Eel(Unagi) in Urawa

関東各地にある氷川神社の総本社。2,000年以上の歴史を持つと
伝わり、初詣には多くの参拝客で賑わいます。
The head shrine of  the 
Hikawa Shrines throughout 
the Knato region, Musashi 
Ichinomiya is said to have 
a 2,000-year history. Every 
New Year, the shrine bus-
tles with people who make 
their 1st visit to the shrine 
“Hatsumode”. 

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

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 where is 
known as “Little Edo”, or Chichibu and Naga-
toro where are both rich in nature.

日本有数の人形産地であるさいたま市岩槻区に開館した日本初
の人形専門公立博物館。岩槻に伝わる人形作りの技などが鑑賞
できます。
The first public ningyo museum 
in Japan opened in Iwatsuki 
word, Saitama City which is very 
famous as a ningyo-producing 
area in Japan. You can see a 
traditional ningyo-making skills 
which has been passed down 
for centuries there.

岩槻人形博物館
Iwatsuki Ningyo Museum

足をのばせば… If you go a bit further…

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal Urawa 
Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

川通公園野球場
Kawadori Park
Baseball Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）
SAIDEN CHEMIAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural

Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
（さいたま市営大宮球場）
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA
(Saitama Municipal Omiya Baseball Stadium)

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

大宮Omiya

岩槻
Iwatsuki

浦和美園
Urawa misono

さいたま新都心
Saitama Shintoshin

武蔵浦和
Musashi Urawa

浦和
Urawa

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」
Saitama Super Arena：
one of the world's top 
ranking event venues!

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」や「浦和駒場スタジアム」など、Jリーグ規格に対応したサッカースタジアムが3会場!
3 soccer stadiums of J league 
standard; Saitama Stadium 
2○○2 which is the one of the 
largest stadiums in  Japan  and  
Asia,  NACK5  Stadium Omiya 
and Urawa Komaba Stadium!

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

メインアリーナは約2,600㎡・最大約3,000席の観
覧席を備えた「サイデン化学アリーナ」（さい

たま市記念総合体育館）や「浦和駒場体育館」な
ど、合計８館を擁する充実の体育館（武道館）施設！

Saitama City has 8 fully equipped gymnasiums such as  
Urawa  Komaba  Gymnasium and SAIDEN CHEMICAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)which has a 26,000㎡ 
main arena and a seating capacity of up to 3,000.

「埼玉県営大宮公園野球場」をはじめ、「レジデンシャルスタジアム大宮」、
「さいたま市営浦和球場」、「川通公園野球場」（やまぶきスタジアム）など、硬式野球場が4球場!

Saitama City has 4 baseball stadiums : the Saitama Prefectural Omiya Park Baseball Stadium, RESIDENTIAL STADIUM OMIYA, 
the Saitama Municipal Urawa Baseball Stadium, and Kawadori Park Baseball Stadium.

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural
Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal
Urawa Baseball Stadium

川通公園野球場
Kawadori Park Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
SAIDEN CHEMICAL ARENA

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

スポーツイベントの誘致と開催支援を通じ、観光や交流人口の拡大を
図り地域経済を活性化することを目的として組織された団体です。
The Saitama Sport Commission (SSC) is an organization formed to 
revitalize the local economy by expanding tourism and exchange 
through the promotion and hosting of sports events.

さいたまスポーツコミッションとは？
What is the Saitama Sport Commission?

The guide of supporting Sports Events

優れた交通アクセス
 Great access from major cities

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission

多様なニーズにお応えする施設
Facilities which cater to a variety of needs

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

さいたま開催のメリット
Advantages of holding Sports Events in Saitama City
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お問い合わせ Inquiries

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 Japa-
nese ra i lways,  the  
h i s to ry  and  much  
more.

鉄道博物館
The Railway 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。
S a i t ama  C i t y  i s  t h e  
Mecca of Bonsai which 
many bonsai fans visit 
from around the world. 
Please relax and enjoy 
the many famous bonsai 
masterpieces.

大宮盆栽村・大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Village / The Omiya Bonsai Art Museum

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。
Treat yourself  to 
this Urawa Unagi 
wh i c h  h a s  b een  
handed down from 
the Edo era.

浦和のうなぎ
Eel(Unagi) in Urawa

関東各地にある氷川神社の総本社。2,000年以上の歴史を持つと
伝わり、初詣には多くの参拝客で賑わいます。
The head shrine of  the 
Hikawa Shrines throughout 
the Knato region, Musashi 
Ichinomiya is said to have 
a 2,000-year history. Every 
New Year, the shrine bus-
tles with people who make 
their 1st visit to the shrine 
“Hatsumode”. 

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

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 where is 
known as “Little Edo”, or Chichibu and Naga-
toro where are both rich in nature.

日本有数の人形産地であるさいたま市岩槻区に開館した日本初
の人形専門公立博物館。岩槻に伝わる人形作りの技などが鑑賞
できます。
The first public ningyo museum 
in Japan opened in Iwatsuki 
word, Saitama City which is very 
famous as a ningyo-producing 
area in Japan. You can see a 
traditional ningyo-making skills 
which has been passed down 
for centuries there.

岩槻人形博物館
Iwatsuki Ningyo Museum

足をのばせば… If you go a bit further…

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal Urawa 
Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

川通公園野球場
Kawadori Park
Baseball Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）
SAIDEN CHEMIAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural

Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
（さいたま市営大宮球場）
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA
(Saitama Municipal Omiya Baseball Stadium)

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

大宮Omiya

岩槻
Iwatsuki

浦和美園
Urawa misono

さいたま新都心
Saitama Shintoshin

武蔵浦和
Musashi Urawa

浦和
Urawa

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」
Saitama Super Arena：
one of the world's top 
ranking event venues!

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」や「浦和駒場スタジアム」など、Jリーグ規格に対応したサッカースタジアムが3会場!
3 soccer stadiums of J league 
standard; Saitama Stadium 
2○○2 which is the one of the 
largest stadiums in  Japan  and  
Asia,  NACK5  Stadium Omiya 
and Urawa Komaba Stadium!

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

メインアリーナは約2,600㎡・最大約3,000席の観
覧席を備えた「サイデン化学アリーナ」（さい

たま市記念総合体育館）や「浦和駒場体育館」な
ど、合計８館を擁する充実の体育館（武道館）施設！

Saitama City has 8 fully equipped gymnasiums such as  
Urawa  Komaba  Gymnasium and SAIDEN CHEMICAL ARENA
(Saitama City Memorial Gymnasium)which has a 26,000㎡ 
main arena and a seating capacity of up to 3,000.

「埼玉県営大宮公園野球場」をはじめ、「レジデンシャルスタジアム大宮」、
「さいたま市営浦和球場」、「川通公園野球場」（やまぶきスタジアム）など、硬式野球場が4球場!

Saitama City has 4 baseball stadiums : the Saitama Prefectural Omiya Park Baseball Stadium, RESIDENTIAL STADIUM OMIYA, 
the Saitama Municipal Urawa Baseball Stadium, and Kawadori Park Baseball Stadium.

埼玉県営大宮公園野球場
Saitama Prefectural
Omiya Park Baseball Stadium

レジデンシャルスタジアム大宮
RESIDENTIAL STADIUM OMIYA

さいたま市営浦和球場
Saitama Municipal
Urawa Baseball Stadium

川通公園野球場
Kawadori Park Baseball Stadium

NACK5スタジアム大宮
NACK5 Stadium Omiya

浦和駒場スタジアム
Urawa Komaba Stadium

埼玉スタジアム2○○2
Saitama Stadium 2○○2

サイデン化学アリーナ
SAIDEN CHEMICAL ARENA

浦和駒場体育館
Urawa Komaba Gymnasium

スポーツイベントの誘致と開催支援を通じ、観光や交流人口の拡大を
図り地域経済を活性化することを目的として組織された団体です。
The Saitama Sport Commission (SSC) is an organization formed to 
revitalize the local economy by expanding tourism and exchange 
through the promotion and hosting of sports events.

さいたまスポーツコミッションとは？
What is the Saitama Sport Commission?

The guide of supporting Sports Events

優れた交通アクセス
 Great access from major cities

さいたまスポーツコミッションのサポート
Support from Saitama Sport Commission
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Facilities which cater to a variety of needs
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