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。

PREMIUM SEAT
FUKUOKA HAKATANOMORI STADIUM
東平尾公 園 博多の森 球 技 場

We look forward to welcoming you to Rugby World
Cup 2019™. We encourage you to arrive at the
stadium early to collect your VIP Supporter Pack.
Please refer to your hospitality pass and ticket for
opening times and gate numbers.
ラグビーワールドカップ 2019™ 大会公式ホスピタリティーへ

TICKETS｜観 戦チケット
Don't forget to bring your OFFICIAL RUGBY WORLD
C U P 2 0 1 9 ™ T I C K E T a n d V I P S U P P O R T E R PAC K
VOUCHER. Access into the stadium is only guaranteed
through the presentation of a valid match day ticket.
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VIPサ ポ ーター
パックのバ ウチャーをお忘 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。

TRAVEL｜交 通

お迎えできることを心よりお待ち申し上げております。

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

大会の体験を十分にお楽しみいただくために、プレミアムシート

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ください。

コレクションポイントのオープン時間までにご到着されることを
お勧めいたします。パスに記載のオープン時間をご参照ください。

PREMIUM SEAT COLLECTION POINT
プレミアムシート コレクション ポイント

Fukuoka Hakatanomori Stadium

OFFICIAL HOSPITALITY
HOSPITALITY VENUE GUIDE

SECURITY｜セキュリティ
Only bring essential items with you on match-day. For a
full list of prohibited items visit the Rugby World Cup
2019™ website.
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
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。

東 平尾 公 園 博多の森 球 技 場

DRESS CODE｜ドレスコード

Level 2 West Concourse

Clothing that prominently displays trademarks is not
permitted. Given the spirit of the game, rugby apparel is
encouraged!

西コンコース 2 F

RUGBY WORLD CUP 2019TM , JAPAN

ロゴ等の目立つ洋服はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
また、
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
お勧め致します。
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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

←

to Fukuoka Airport Station
至 福岡空港駅

FUKUOKA HAKATANOMORI
STADIUM
東平尾公 園 博多の森 球 技 場
2-1-1 Higashihiraokoen, Hakata-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka 816-0052
〒816-0052 福岡県福岡市博多区東平尾公園 2-1-1

North Gate
北ゲート

Athletic Warm up Field
博多の森補助競技場

West Gate

Premium Seat Collection Point
プレミアムシート コレクション ポイント

西ゲート

East Gate

Hospitality Seating Area

東ゲート

FUKUOKA
HAKATANOMORI STADIUM

ホスピタリティー 観 戦 エリア

東 平尾 公 園 博多の森 球 技 場

South Gate
南ゲート

Higashihirao
Park
東平尾公園

Sports Science Information Center
Mushiroda JHS
福岡市立席田中学校

福岡県立スポーツ科学情報センター

Track & Field Stadium
博多の森陸上競技場

