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INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA
横 浜 国 際 総合 競 技 場
We look forward to welcoming you to Rugby World
Cup 2019™, Official Hospitality. Remember, your
hospitality starts much earlier than match kick-off so
we encourage you to arrive when the hospitality
v e n u e o p e n s to e n j o y t h e e n t i r e h o s p i t a l i t y
experience. Refer to your hospitality pass for venue
opening times.
ラグビーワールドカップ 2019™ 公式ホスピタリティーへお迎え
できることを心よりお待ち申し上げております。ホスピタリティーは
試合キックオフの数時間前から始まります。ホスピタリティーの

USEFUL TIP S
To make the most of your Rugby World Cup 2019™
experience, please note our top tips for match-day.
ラグビーワールドカップ2019™を思う存分お楽しみいただく
ために、試合当日は以下の点にご注意ください。

TICKETS｜観 戦チケット
Don't forget your OFFICIAL RUGBY WORLD CUP 2019™
TICKET as admission to the stadium will only be granted to
valid match day ticket holders. Your HOSPITALITY PASS
mus t b e worn at all time s to ga in admission to the
hospitality venues and accredited lanes at the stadium.
Please note that readmission to the stadium is not allowed.
ラグビーワールドカップ2019™公式観戦チケットとホスピタリティー

パスをお忘れのないよう必ずお持ちください。スタジアムにお入り
いただくために必要となります。なお、スタジアムへの再入場は
できませんので、ご注意ください。

体験を十分にお楽しみいただくために、会場のオープン時間までに

TRAVEL｜交 通

ご到着されることをお勧めいたします。ホスピタリティーパスに

We advise that you travel by public transport and that
you leave plenty of time for your journey.

記載の会場オープン時間をご参照ください。

お時間には十分に余裕を持って、公共交通機関にてお越しいただく

H OS PITA LIT Y V EN U E

ことをお勧めいたします。

ホスピタリティー会 場

SECURITY｜セキュリティ

Yokohama Arena

Only bring essential items with you on match-day. For a
full list of prohibited items visit the Rugby World Cup
2019™ website.

横 浜アリーナ

RUGBY WORLD CUP 2019TM , JAPAN
OFFICIAL HOSPITALITY
HOSPITALITY VENUE GUIDE

試合当日は必要なものだけをお持ちください。会場への持ち込み
Yokohama Arena
横浜アリーナ

禁止物品の一覧はラグビーワールドカップ2019™公式サイトにて
ご確認ください。

DRESS CODE｜ドレスコード
The dress code in Oﬃcial Hospitality venues is smart
casual. Clothing that prominently displays trademarks is
not permitted. Given the spirit of the game, rugby
apparel is encouraged!

Subway 7
地下鉄 7番出口

Central
Building

新横浜中央ビル

Shin-Yokohama Sta.
JR 新横浜駅

ホスピタリティー会場へは、スマートカジュアルの装いでのご参加を
お勧めしております。また、ロゴマーク等の目立つ洋服はご遠慮くだ
さい。
ラグビーウェアを着て当日の雰囲気を盛り上げていただくことも

3-10 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033
〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-10

TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.

お勧めいたします。
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For the latest updates,
visit our website
最新情報をオンラインで
ご覧いただけます
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