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釜石鵜住居復興スタジアム

ジャパンラグビーリーグワン開催情報
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チケット金額設定

メインＳ指定
（メインスタン
ド中央部分）

一 般 4,000円

小中高 3,000円

ファンクラブ 3,000円

メインＡ指定
（メインスタン
ド両端部分）

一 般 3,000円

小中高 1,500円

ファンクラブ 1,500円

ファミリー 3,500円

バックＳ指定
（バックスタン
ド中央部分）

一 般 3,000円

小中高 1,500円

ファンクラブ 1,500円

ファミリー 3,500円

バック自由席
（バックスタン
ド両端部分）

一 般 2,000円

小中高 1,000円

ファンクラブ 1,000円

ファミリー 2,000円

観戦チケット2/14～順次販売開始(一般)

販売方法 ①インターネット

②窓口販売

※３/５（三菱相模原DB戦）・12（日野RD戦）の販売とな
ります。なお、4月の試合に関しては3月上旬頃～販売の予定
です。
※窓口での販売時間は、各試合の前日19:00までとなります。
※メインＳ指定及び各カテゴリのファミリーチケットの取扱
いはありません。
（メインA・バックS・バック自由の、一般・小中高・ファ
ンクラブ席のみ販売）
※チケット価格のほか、発券手数料として1枚あたり100円
がかかります。
※お支払いは現金のみの取扱いとさせて頂きます。

当日券は一律＋500円加算
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開場10：30

釜石鵜住居復興スタジアム 釜石市鵜住居町第18地割5番地1

釜 石
シーウェイブス

釜 石
シーウェイブス

釜 石
シーウェイブス

2/26(土)～釜石情報交流センター

※ファミリー・・・大人１枚/小中高１枚の2枚セット券
※②窓口販売は、一部の席種・席番となります。

③当日券会場販売

●シーウェイブス公式HP●
●
●
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アクセス 公共交通機関をご利用の方

鉄 道 東北新幹線 新花巻駅・JR釜石線→三陸鉄道リアス線・鵜住居駅から徒歩7分

路線バス 岩手県交通・釜石駅周辺バス停から大槌（赤浜）浪板行きバスに乗車

→「鵜住居駅」バス停または「寺前」バス停から徒歩7分

自家用車をご利用の方

スタジアム駐車場 スタジアム東（海）側駐車場（約500台）

周辺臨時駐車場 付近の臨時駐車場（約200台）をご利用願います。

ラグビーのまち釜石教室の開催

釜石鵜住居復興スタジアムで行われるジャパンラグビーリーグワン試合終了後に、スタ
ジアムメイングラウンドにおいて、専門員による「ラグビーのまち釜石教室」を開催い
たします。この機会に世界大会が開催されたハイブリッド天然芝でのラグビー体験教室
をお楽しみ下さい。

開催時間：各試合終了後 14：00～14：45（予定）

対 象：小・中学生の部、高校生一般の部 ※定員＝各50名まで

参 加 料 ：無料※観戦チケットをお持ちでない方は13：00～13:50頃までにご来場願います。

申 込 み ：不要（当日ご来場願います。）

講師：釜石ラグビー人財育成専門員 佐伯 悠 さん

釜石シーウェイブスRFCアンバサダー 向井 陽 さん

【3/5のみ]三菱重工相模原ダイナボアーズ 成 昂徳 さん ほか

釜石市鈴子町22-1シープラザ釜石１F

一般社団法人 釜石シーウェイブスRFC 事務局 ℡0193-22-1173
【試合に関するお問合せ】

【ラグビーのまち釜石教室
に関するお問合せ】

釜石市鈴子町22-1シープラザ釜石２F

釜石市文化スポーツ部スポーツ推進課 ℡0193-27-5712

車両/バス停
釜石駅
出 発

釜石中央
(情報交流
センター前)

魚河岸
テラス

鵜住居駅
(鵜の郷交
流館前)

スタジアム
東側駐車場

鵜住居駅
(鵜の郷交
流館前)

魚河岸
テラス

市民ホール前
(情報交流セン
ター前)

釜石駅
到 着

主な宿泊施設
・飲食店・
お土産販売店

・フォルクローロ
・ホテルマルエ
・シープラザ釜石
・サンフィッシュ

釜石

・サンルート釜石
・ベイシティホテル
・多田旅館
・情報交流センター
・ミッフィーカフェ

・魚河岸
ジェラート

・ヒカリ食堂
・HAMAYUI
・魚河岸庄五郎

・いのちをつなぐ
未来館

・祈りのパーク
・浜のくまさん
・野村商店

・いのちをつなぐ
未来館

・祈りのパーク
・浜のくまさん
・野村商店

・魚河岸
ジェラート

・ヒカリ食堂
・HAMAYUI
・魚河岸庄五郎

・サンルート釜石
・ベイシティホテル
・多田旅館
・情報交流センター
・ミッフィーカフェ

・フォルクローロ
・ホテルマルエ
・シープラザ釜石
・サンフィッシュ

釜石

県交通バス 8:00 8:04 — — 8:25

ボンネットバス 9:10 9:14 9:19 9:34 9:40 — — — —

県交通バス 9:43 9:47 9:52 10:07 10:13/10:15 10:19 10:34 10:39 10:45

ボンネットバス 10:20 10:24 10:29 10:44 10:50/10:55 10:59 11:14 11:19 11:25

県交通バス 10:50 10:54 10:59 11:14 11:20/11:25 11:29 11:44 11:49 11:55

ボンネットバス 11:30 11:34 11:39 11:55 12:00/12:05 12:09 12:24 12:29 12:35

県交通バス 13:10 13:14 13:19 13:34 13:40/13:45 13:49 14:04 14:09 14:15

ボンネットバス — — — — 14:45 14:49 15:04 15:09 15:15

県交通バス — — — — 15:15 15:19 15:34 15:39 15:45

ボンネットバス — — — — 15:45 15:49 16:04 16:09 16:15

《無料巡回シャトルバス発着時刻》 ～下表時刻は目安であり表示より多少前後いたします～

(ボランティア参加者向け)

https://en-trance.jp/jkc
https://en-trance.jp/jkc
https://uogashi-terrace.jp/index.html
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https://uogashi-terrace.jp/index.html
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観戦チケットの提示でお得なお買い物

鵜の郷交流館(鵜住居駅隣)

《地中海料理 HAMAYUI》

《地産料理 ヒカリ食堂》

《お土産品各種 野村商店》

《お食事処 浜のくまさん》

《魚河岸ジェラート部》

《釜石ラグビーグッズ販売》

《1Ｆ産直コーナー》

釜石物産センター 特産品販売コーナー
各種魚介・鮮魚販売

サンフィッシュ釜石 寿司・ラーメン

震災伝承施設 いのちをつなく未来館・釜石祈りのパーク隣接

シャトルバス途中下車にて
お立ち寄り願います。

釜石湾を一望するゆったりとしたテラス

全店オーシャンビューの飲食店
魚河岸テラス

釜石情報交流センター

釜石駅前

釜石情報交流センター内

スタジアム行きのシャトルバスでは「釜石中央」を、釜石駅行きでは「市民ホール前」

バス停で途中下車・お立ち寄り願います。

釜石駅前

シープラザ釜石 レストランほか

観戦チケット提示でソフトアイス50円引き

1,000円以上購入でお菓子のプレゼント

開館時間9:00-18:00

開館時間9：00～

１Ｆ産直コーナー9：00-17：00

ジェラート部14：00-16：00

2Ｆ飲食店 11：30～各店舗により

11:30～

11:30～

14:00～16:00

開館時間9:00-21:00

9:00～

9:00～

開館時間9:00～19：00

開館時間7:00～

スタジアムまで徒歩約7分

オリジナルのシーウェイブス
グッズや、釜石ラグビーグッズ
を販売しています。
また、館内には「ミッフィーカ
フェかまいし」が併設されてい
ます。
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