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	 第三回目の開催となる「大相撲さいたま場所」が、平成２７年１０月１０日（土）、さ

いたま市浦和駒場体育館において行われます。	 

	 大相撲の地方巡業は、相撲道の普及、地域の活性化、青少年育成を目的として行われて

いるもので、幕内力士の取組や横綱の土俵入りといった大相撲の醍醐味はもちろん、化粧

廻しを締め、手拍子、足の音頭に合わせて唄う『相撲甚句（すもうじんく）』、禁じ手や

珍しい決まり手をコミカルに説明する『初っ切り（しょっきり）』など、本場所では見ら

れない催しを見ることが出来ます。	 

	 チケットは７月７日（火）から浦和観光案内所とチケットぴあで販売が行われます。	 

	 なお、本件は、さいたまスポーツコミッションの支援イベントです。	 

	 

記 
 
１	 名称	 

	 第三回大相撲さいたま場所	 

２	 日時	 

	 平成２７年１０月１０日（土）８：００～１５：００	 

３	 会場	 

	 さいたま市浦和駒場体育館（所在地	 さいたま市浦和区駒場２−５−６）	 

	 ＴＥＬ	 ０４８−８８５−６０１０	 ＦＡＸ	 ０４８−８８５−６０１１	 

「第三回大相撲さいたま場所」が開催されます！	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２７-０１１）	 

平成２７年	 ６月１０日（水）	 

<本状に関する問合せ先> 
スポーツコミッション事業担当	 矢作・根岸	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 
	 

広報宣伝事業担当	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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４	 スケジュール	 

	 	 ８：００	 開場、公開稽古	 

	 １１：００	 関取とちびっこの稽古	 

	 １１：４０	 格段の取組開始、お好み（相撲甚句、初っ切りほか）	 

	 １３：００	 十両土俵入り、十両取組	 

	 １３：３０	 幕内・横綱土俵入り、幕内取組、弓取り式	 

	 １５：００	 打ち出し（終了予定）	 

５	 チケットの販売	 

	 １）販売開始期日	 

	 	 平成２７年７月７日（火）〜	 

	 ２）チケットの販売場所、席種、料金（消費税込み）	 

	 	 ・浦和観光案内所（ＪＲ浦和駅西口）	 ※営業時間	 １０：００〜１８：３０	 

	 	 	 ＴＥＬ	 ０４８−８２４−０３３３（ＦＡＸ兼用）	 

席	 種	 料	 金	 

１Ｆ	 タマリ席	 １名	 １３，０００円	 

	 	 	 ※浦和観光案内所での支払いは現金のみとなります。	 

	 	 ・チケットぴあ（http://t.pia.jp）	 

	 	 	 ＴＥＬ	 ０５７０−０２−９９９９	 

席	 種	 料	 金	 

１Ｆ	 ペアマス席	 ２名	 ２４，０００円	 

１Ｆ	 ゆったりペアマス席	 ２名	 ２２，０００円	 

１Ｆ	 特別イス席	 １名	 １２，０００円	 

１Ｆ	 イス席	 １名	 １０，０００円	 

２Ｆ	 イス席Ａ	 １名	 	 ６，０００円	 

２Ｆ	 イス席Ｂ	 １名	 	 ５，０００円	 

	 	 	 ※チケットぴあをご利用の場合、別途、システム手数料などがかかります。	 

	 ３）お弁当券の販売	 

	 	 ・販売場所：浦和観光案内所、チケットぴあの両方で販売	 

	 	 ・料	 	 金：３，０００円（消費税込み）	 

	 	 ・内	 	 容：お弁当、お茶、記念座布団、大相撲土産	 

	 	 	 ※チケット代の中には、お弁当券は含まれておりません	 

６	 一般の方の問合せ	 

	 大相撲さいたま場所実行委員会事務局（墨ホーム企画（株）内）	 

	 ＴＥＬ	 ０４８−６２５−９０７７	 ＦＡＸ	 ０４８−６２２−６７４２	 

	 大会ホームページ	 http://saitamabasho.com	 
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お弁当券　　　　　　　3,000円
（お弁当、お茶、記念座布団、大相撲土産）

 8:00　開場～公開稽古
11:00　関取とちびっこの稽古
11:40　各段の取組開始
　　　  お好み（相撲甚句、初っ切り他）
13:00　十両土俵入り、十両取組
13:30　幕内、横綱土俵入り、幕内取組
　　　  弓取り式
15:00　打ち出し（終了予定）
※内容及び時間が変更になる場合がございます。
　予めご了承下さい。

大相撲さいたま場所大相撲さいたま場所

※チケット代の中にはお弁当券3,000円は含まれておりません。

第
三
回

平成二十七年秋巡業平成二十七年秋巡業

チケット料金（消費税込み）

興行内容（予定）

※チケット完売の場合、当日券の販売は行いませんのでご注意ください。
※暴力団関係者へのチケットの販売及び入場はお断りしております。
※会場内は土足厳禁になっておりますので中履きをご持参ください。
※車椅子席をご希望の方、事務局までお問い合せください。(数に限りがあります)

チケット販売所
販売期日：平成２7年7月7日（火）
　　　　　よりチケット販売を開始します。
販売場所：●浦和観光案内所（JR浦和駅西口）
　　　　　「タマリ席、お弁当券の販売」
　　　　　営業時間 /午前10:00～午後18:30
               〒330-0063
　　　　　さいたま市浦和区高砂1-16-20
　　　　　TEL 048-824-0333（FAX兼用）
               ●チケットぴあ

　　　　　「ペアマス席、ゆったりペアマス席、1階イス席、
               ２階イス席、お弁当券の販売」
              

◇お問い合わせ : 大相撲さいたま場所実行委員会事務局 TEL 048-625-9077　FAX 048-622-6742
　　　　　　　　　　〒331-0064　埼玉県さいたま市西区佐知川1287-4 墨ホーム企画株式会社内

※チケット代の他に、システム手数料や発券手数料
　などがかかります。

各チケットぴあの店舗及びチケットぴあ
のホームページよりご購入頂けます。

◇座席図  (全席指定席)

〒330-0051 さいたま市浦和区駒場２丁目５番６号 

●バス（国際興業バス）：JR京浜東北線　北浦和駅東口
【グランド経由　浦和駅東口】行き　宇宙科学館入口下車　徒歩5分
【与野駅東口】行き　本太中学校前下車　徒歩5分
●バス（国際興業バス）：JR京浜東北線　浦和駅東口
【グランド経由　北浦和駅東口】行き　宇宙科学館入口下車　徒歩5分
●徒歩：JR京浜東北線　北浦和駅東口より　約25分
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案内図

◆さいたま市浦和駒場体育館
TEL 048-885-6010  FAX 048-885-6011

交通のご案内 ●お車でのご来場はできません。最寄駅からバス
　又は徒歩にてご来場下さい。
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1階タマリ席  　     　　13,000円  1名様分
ペアマス席              24,000円  2名様分
ゆったりペアマス席  22,000円  2名様分
特別イス席  　　      12,000円  1名様分
イス席  　　　　　  10,000円  1名様分

1階席

2階席
イス席A　 　　　　  6,000円  1名様分
イス席B　 　　　　  5,000円  1名様分

	 


