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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

メ～テレ、2018 年 4 月に平成三十年 春巡業
「大相撲刈谷場所」・「大相撲掛川場所」を開催
～まもなくチケット一般発売～
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、2018 年 4 月７日(土)に、愛知県の
ウィングアリーナ刈谷（刈谷市総合運動公園）にて、平成三十年 春巡業
「大相撲刈谷場所」を、また 4 月 9 日(月)に静岡県掛川市の東遠カルチャ
ーパーク総合体育館さんりーなにて「大相撲掛川場所」を開催いたします。
子どもから大人まで多くの皆様に愛される「大相撲」。巡業では本場所と違
い、日ごろ触れ合うことのできない力士たちとの交流を楽しむことができます。
チケットは、「刈谷場所」は 11 月 25 日(土)から、「掛川場所」は 11 月
11 日(土)から一般発売します。多くの皆様のご来場を心よりお待ち申し上
げます。
＜刈谷場所概要＞
名 称：平成三十年 春巡業 大相撲刈谷場所
日 程：2018 年 4 月７日(土) 開場/午前 8:00 打ち出し/午後 3:00
場 所：ウィングアリーナ刈谷
0566-63-6886（愛知県刈谷市築地町荒田 1 番地）
主 催：メ～テレ
後 援：刈谷市 刈谷市教育委員会
料 金（税込）：
タマリＳ席

14,500 円（1 名分）（記念座布団付）

タマリＡ席

14,000 円（1 名分）（記念座布団付）

ペアマス席

23,000 円（2 名分）（記念座布団付）

イスＳ席

9,000 円（1 名分）

イスＡ席(2 階）

6,000 円（1 名分）

イスＢ席(2 階）

4,000 円（1 名分）

車椅子席

18,000 円（2 名分）※うち付添 1 名

●お弁当・お土産セット
横綱セット

5,500 円（相撲土産 3 種＋横綱弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

大関セット

3,500 円（相撲土産 2 種＋大関弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

お弁当セット

2,000 円（特製お弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

※予約販売のみ。会場販売なし。

※当日会場引渡し。
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＜チケット発売＞
◆先行販売

：11 月 18 日（土）～20 日（月）
ウィングアリーナ刈谷 窓口販売のみ（9:00～17:00）

◆一般発売日 ：11 月 25 日(土) 10:00～
＜プレイガイド＞
■刈谷市観光協会

窓口販売 0566-45-5833（10:00～18:00）

■メ～チケ【WEB】

https://www.nagoyaTV.com/event/

【オペレーター電話受付】発売日特電 052-308-5233（10:00～18:00）
一般発売後 052-308-5222（平日 10:00～18:00）
■チケットぴあ 0570-02-9999 （自動音声 24 時間受付） （Ｐコード：837-378）
http://pia.co.jp/t
■ローソンチケット

ぴあ店舗、セブン‐イレブン、サークル K・サンクス

(Ｌコード：47010）
0570-000-732 （オペレーター対応・10:00～20:00）
http://l-tike.com/

■イープラス

ローソン、ミニストップ

http://eplus.jp
ファミリーマート

■セブンチケット

セブン‐イレブン店内マルチコピー機
http://7ticket.jp/

※1 階席は土足厳禁。2 階席は土足での観戦可能
※タマリ席での未就学児童の観戦不可。

※1 階席での膝上観戦不可。

※2 階席では 4 歳未満は無料。ただし席が必要な場合は有料。
※車椅子席は、11 月 27 日(月) 10 時からメ～チケ【オペレーター電話受付】のみで受付。

＜掛川場所概要＞
名 称：平成三十年 春巡業 大相撲掛川場所
日 程：2018 年 4 月９日(月) 開場/午前 8:00 打ち出し/午後 3:00
場 所：東遠カルチャーパーク総合体育館 さんりーな 0537-25-5553（静岡県掛川市大池 2250）
主 催：大相撲掛川場所実行委員会
後 援：掛川市 掛川市教育委員会
協 力：NPO 法人掛川市体育協会
料 金（税込）：
タマリＳ席

14,000 円（1 名分）（記念座布団付）

タマリＡ席

13,500 円（1 名分）（記念座布団付）

ペアマス席

23,000 円（2 名分）（記念座布団付）

イスＳ席

9,000 円（1 名分）

イスＡ席(2 階）

6,000 円（1 名分）

イスＢ席(2 階）

4,000 円（1 名分）

車椅子席

18,000 円（2 名分）※うち付添 1 名
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●お弁当・お土産セット
横綱セット

5,500 円（相撲土産 3 種＋横綱弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

大関セット

3,500 円（相撲土産 2 種＋大関弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

お弁当セット

2,000 円（特製お弁当＋お茶＋オリジナルパンフレット）

※予約販売のみ。会場販売なし。

※当日会場引渡し。

＜チケット発売＞
◆先行販売

：11 月 3 日（金・祝）～6 日（月）
総合体育館さんりーな 窓口販売のみ（10:00～17:00）

◆一般発売日 ：11 月 11 日(土) 10:00～
＜プレイガイド＞
■総合体育館さんりーな 窓口販売のみ（10:00～20:00）※火曜日休館
■メ～チケ【WEB】

https://www.nagoyaTV.com/event/

【オペレーター電話受付】発売日特電 052-308-5233（10:00～18:00）
一般発売後 052-308-5222（平日 10:00～18:00）
■チケットぴあ 0570-02-9999 （自動音声 24 時間受付） （Ｐコード：837-316）
http://pia.co.jp/t
■ローソンチケット

ぴあ店舗、セブン‐イレブン、サークル K・サンクス

(Ｌコード：47020）
0570-000-732 （オペレーター対応・10:00～20:00）
http://l-tike.com/

■イープラス

ローソン、ミニストップ

http://eplus.jp
ファミリーマート

■セブンチケット

セブン‐イレブン店内マルチコピー機
http://7ticket.jp/

※1 階席は土足厳禁。2 階席は土足での観戦可能
※タマリ席での未就学児童の観戦不可。

※1 階席での膝上観戦不可。

※2 階席では 4 歳未満は無料。ただし席が必要な場合は有料。
※車椅子席は、11 月 13 日(月) 10 時からメ～チケ【オペレーター電話受付】のみで受付。
＜お問い合わせ＞
メ～テレ イベント事業部 電話：052-331-9966（祝日を除く月～金 10:00～18:00）
以上
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