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都心から車・電車による快適アクセス。
多摩地区のランドマーク「味の索スタジアム」 。

至
八
王
子

歪池袋

τ・日 7,S宮 歪品川

新宿駅から京王線特急・準特急で約18分（飛圧給駅臨時停車の場合）。

「昧の素ヌタジアム」（;t新宿から16km。新宿、渋谷、立JIIからは約30分山手線内は

1時間圏内とし、う好立地3来場する方にとっても、イベント主催者にとコても、うれしい

アクセスの良さで可 。

最寄の京王線飛田給駅からは徒歩5分。駅近のスタジアムです。

飛田給駅のほか、西武多摩川崎喜多磨Mからな徒歩で20介、またはパスで約6分。

イベントによっては京王線 ・JR中央線・小田急線の近隣の駅からの臨時直行

パス （有料）がi豆仔する場合があります。
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。「昧の索スタジアム」天然芝フィールド

＠「昧の索スタジアム」人工芝フィールド

＠コンコース 。ベデス卜υアンデッキ

＠本体下駐車場（約300台） ＠外周歩道

＠「ブiレンディj広場（北側広樋：

。「アジパンダ」広場（南側広喝）

0「アミノパイタルフィールド」

＠「アミノパイタルフィールド」駐車場（約36台）

⑪武蔵野の森総合スポーツ筋設（仮称）建設予定地

＠「西銭授場J ＠北側駐車場（約440台）

③ポケットガーデン（レストランなど）

＠サッカーショップ（ユーロスポーツ）

＠フットサル施設（ミズノフットサルプラザ調布）

＠フットワル施設（ミズノフ介tj"ルプラザ 昧の素スタシアムJ)
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見やすさと快適性を重視。さまざまな観戦スタイルをサポート。

フィールド

天然芝ピッチは107mX71m。また、周辺；こはフットサルコートが8面

とれる人工芝を敷設し．多彩なイベントにも対応しています。

臨場感を伝える観戦空間

勾配に配慮した2層式スタンドを採用し、観客席とフィールドをよリ近づけま

した。また、どの座席からも見やすい観戦空間を確保するため、屋根を吊り

構造とし、観客スタンドから柱を無くしました。さらに、スタンドの4分の3を屋

根で覆うことで、雨天でも快適屯：観戦を可能に。女性に配慮したトイレ個数

の確保、入湯ゲートの効率的な配置など、混雑を遊t，る工夫もしています。

多彩な観客席

観客席t;t全席ゆったりとした育もたれ付きσ：｛同席を
採用。また、メノンス9ンドにはVIP席をはじめ、食事

と観戦の両方が楽しめるバルコニー席付の特別観

一 ー覧室、2人また；まグループでの観戦が楽しめるテ一

日翠 ブル｛でペアシートなどを設け、ワンランク上の観戦ス

タイルを撲供しています。

スタジアムでの感動のドラマを演出する、最新の設備・仕様。

大型映像設備

各種スポーツやイベントの開催時に、映像、

文字、閣形等の多彩伝情報を最新型の

リ 高函質映像装置に表示します。

示。相理亙＝忍 ・：；~i~tt~i【~f~；；：ぷ1;,2m ll蜘1
，，.喧富田W宅皇室三云会完~ ・E買示E磨子／；吉輝度フルカラーLED

B 
フィールド照明設備

あらかじめセッ卜された点n，てターンから、

照明制御緩で各イベントに最適なパター

ンを簡単に選摂することか’できます。

テレビ中継対応設備

音響設備

観客動員数に応じたスピーカーの使用台数、

音量・音質調整屯：どをコンビュータで制御。

また、場均やフィールド閤辺に設置された

集音マイクロホンによる競技時の集音、

場内への拡声が可能。イベントに対応し

た電源設備や移動式スピーカーもご用意。

本体下駐車場
本体スタンド下には約300台収容の駐軍

場を設けました。幹線道路沿いに入口を

分散させることでスムースな人退場を可

能にすると共に、車椅子利用者、放送中

継車専用駐車渇も確保しています。

カメラコネフタ鎧やマイクコネクタ鎧をスタジアム内各所に実装J、7レ

ビ中継草を経由して中継映像を2局同時に伝送できます。
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I SF/ Aベレーシヨン室紋 送ブース階 l3F／コンコース階

ー一 .~祖国『 ＠オペレーション室

I 1F／メインエントランス階

＠レセプションホール
定口：約150人（立食）. 2C5ni 

クレ ド感の高い、ス:Jジアム

のメインホールで『。各種パー

ティーや会議にご利用いただ

けます。付設の本格的パントリ

ーにより、各種料理を提供。

IB1F／フィールド階

町 『『＼

＠大会本部室1・2
定員：笹75人、普205ni

フィールドからの外光が人る明

るく開放自tな大会本部室は、

パーティー・会議室・受験票受

付場所等、イベント非開催時

の単独利用なとも可能です。

1 • 2 63ni田34耐

大型映像操作卓と音響

操作卓をそれぞれ分担

して＝及う2つのオペレー

ション室。最新の技術で

イベン卜演出をサポート

します》

。会議室1・2・3
1＝主5同（定員30名）・2=4Sm
（定員27名1・3=41ni：定見24名］

．玄声：H.重類の会議室。パーテ

ーシコンを糾した連結使用も可

能で、用途に合わゼて自由に

ご利用いただけます。

。更衣室5・6
定員：缶210入、告140ni

t苦替え等にご利用 U、ただける

ロッカーを備えた広々とした更

:tx'.i:は、シャワ一室とトイレを付

自生しています。

,-- - －＝謂

! l苧

糧瞳態
。インタビ、ユ一室

定員150人‘218rr'

筆記台付椅子を150！刻、ポー

タプルステージ・司会卓・室内

放送設備を儒えています。後

援会や丈ルチャースクールなど

のご利用（：－最適です。

＠特別観監室
1～10 
正良’苔lU人.z白～ど7同

ゆっくりとお食事をしな

がうの観戦がお楽しみ

い汗がける特別観覧雪。

ミニキyチン・ワードロー

プ・TV,;iどを装イ鯖してい

ます。

。報道ラウンジ
定員：32人.141m

f寸設パントリーカ・らケータリン

クサービスのご漣f共をすること

ができます。

。役員室1・2 ゆウォームアッフ。室1・2
定向。苔6人‘缶ヨ白而 昔2包，同

ゆったりとした応媛セ y卜を配 フィーJレドへの出入口モ設けて

置した小部屋です。会議、パー いるため、フィールドイベントと

ティ一等の泣室などの7’使用 連動してお使いになるのに優

に最適。 利です。アミューズメントスペ

ースなどにもご利用レたどけます。

月 dIll、げ、M()T（）ミTAnlllM (')R 







「ブレンディ」広場 （北側広場・約九OOOrrO ,0正当「＼
「ブレンディJ広場は広い敷地を必要とするゴ ／ 精細担割＼
ーカート、フジコンなどのレースコースを悠々と設 ／ 私’M ＼、

/ ~ー岬』 ＼ 約55m
定することかできるはか、自動車やバイクのァ’モ／ －－－－－一一一一～＼＼ ＼”】ー

ンストレーション走行にも利用可能です。また、2し／ ＼＼  ＼ 

つの広場ではイベント時に必要な卜水i首・電気 ＼、 ＼
約125m ~ を還やかに仮設できます。 .., • 下ご

、＼ けジパンダj広場（商問約R,OOOm)

_.:~; ＂－十＼約1:>nm I昧の素スタジアムJとーァミ川イタ），フィールドj

d 日 ＼＼ に挟まれたげジパンダ」広場。甲州街道に画してい

岡山火 るため一脈人の聞も高い広場で日種

ー ＼、表示会などのほか、サーカスなど大者なテント＃一定

期間張り続けるイベントにも最適。

nq 

ぺデストリアンテツキ
（約6,000『ri)

J更が吹き抜ける、テ．ッキなら

ではの地長を活かし、院放

感あふれるイベントが実施で

さま九現在は物産展や生

鮮市、アウトドアやガーテニ

ングの展示会、花の展賀会

などにも利用されています。

外周歩道と周辺道路． スタジアムの外周には「フレンテ’ィJ広t易と「アジバンダ」

広場をつなぐ外周歩道が設けられているので、同特使用

！ の際の7ケヤスにも便利。また広場からは淘辺道路へ

: そのまま出て勾けるため、車の試乗会などにも最適です。



太陽光発電屋根 スタンド屋摂3,845rriに日本最大級の太陽光発電装

置を設置（発電量210kw）。太陽光パネルは透過性

もよく天然芝に必要な日射震を確保。

ミストシャワー 夏場の熱中症対策として、ミスト発生装置をメイン
ケートほかヨヶpfに政白。

工コ見える化案内
太陽光発電量、風力発電量等の教示機器をスタジアム内5
か所に設置し、エコ活動の見える化を推進M

樹木型壁面緑化 スタジアム壁面1.426討を緑化することで約3lt/
午のC02を削減ωパネル式樹木型壁画緑化として

は日本最大設備。

風力発電 風力発略装也を2基設箇レ、蓄えた唱力をLED外灯に活用。

食事やショッビングの施設も充実。屋内、屋外のフットサルコートもそろっています。

ポケットガーデン
メインエントランス石側lこは、レスト

ランなどを備えたくつろぎの「空間J

ポケットガーデンがあります。待ち合

わさ:lgp}ilこもゴッタリ．事用の駐車
＂＂－＇」司 J世’ ...,...,.., ...... －＋－ー・－

ES~~臨録。［＆'IT'~、

ユーロスポーツ
TEL:042幽 440-3220

F C東京、東京ヴェJレディのユニ
フォームや応援グッズなどが充実l各
国の有名クラブチームやE本代表など
~、，吋’ ． ーγ9吋』 τ” 『7 --r，、，＋ー・4←

書き:xノフ~トヲn，フヲ曾．
J 隠の，Eスタジアム

鋼
卜i')・,r刊1

〆＼｜
TEL/FAX: 042・484-1977

メインエントランス左に位置する、 2
階建ての屋内スポーツコート。フット

サルのコートが2菌そろっています。

言:xノフ~トヲn，コヲヲ
闘布

TEL/FAX: 042-440-0945 

「日未の費者スタジアムjの北側にある屋外

の人工芝フットサルコート。 3面そるっ

ているうえ、ナイター設備もあります。
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