


ゼルビア
アシスト祭

とは

さい

ゼルビアアシストの理念でもある

「町田と子どもたちの未来のために。」
をテーマに、

ゼルビアアシストファミリーの皆さまと共に、
子どもたちの笑顔が溢れるイベントを開催。

毎年恒例のイベントとして
開催を予定しております。

4月3日（日）のホームゲームにて

を
いたしました。

「ゼルビアアシスト祭」 初開催
さ い

木のホワイトボード

「八昭印刷株式会社（東京都町田市玉川学園）」様
とのコラボグッズ！
おうちやデスクでメモを取るときに便利なホワイトボー
ドを多摩産材で作りました。ゼルビーがひょっこり顔を
出しているバージョンとＺ型の 2タイプ。

 一般価格：5,500 円（税込）

カトラリーセット

「株式会社昌文社（東京都港区芝）」様とのコラボ
グッズ！
お箸、スプーン、フォークがケースに入ったカトラリー
セット。繰り返し使用できるのでプラ削減ができるエコ
商品は、環境にやさしい竹繊維を使用。

 一般価格：1,430 円（税込）

天空の城・3D クリスタル

「株式会社シーティーアイ（東京都町田市森野）」様と
のコラボグッズ！
天空の城・野津田が彫刻された「3Dクリスタル」です。

観戦記念はもちろん、贈り物にもピッタリの商品を作る
ことができました。

 一般価格：5,830 円（税込）

●真田くん
みんなから見られているので、すごいプレッシャーがありまし
た。だけど、すごく楽しかったです。またチャレンジしたいです。

●大城さん
私は最初緊張ばかりしていたけれど、スタッフの方が緊張し
ないように話しかけてくれたのが嬉しくて、楽しみながらでき
たので良かったです。

ゼルビアアシスト宣言を実施！
町田市立忠生小学校の子どもたちが試合前、ピッチ上でゼル
ビアアシスト宣言を実施。
忠生小学校では、校内にＦＣ町田ゼルビアの試合告知掲示
板を設置し、ゼルビア掲示板係の子どもたちが毎試合、掲示
板の更新をされています。

（普段からクラブのことをアシストいただいている子どもたち）

ゼルビアアシストコラボグッズを販売！
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ゼルビアアシストの
企業紹介ブースが登場！
ウォールポケットに 1社ずつ企業紹介と写真を掲

出。スタンプラリーのクイズと連携したこともあり、
多くの方がブースに立ち寄ってくださいました。

ワークショップ開催
リサイクル研究から生まれたエコな絵の具「ディン
プルアート」でスマイルゼルビーの塗り絵をするワー
クショップを開催しました。
たくさんの子どもたちが真剣な眼差しで、丁寧に取
り組まれていました。
「ステンドグラス風」のゼルビーが完成すると、子
どもたちはとても嬉しそうでした。

試合終了後に
ピッチレベルで写真撮影会
　5名以上でご来城いただいたゼルビアアシスト企
業の皆さまを対象として、試合終了後にピッチレベル
でゼルビーとの記念撮影会を実施いたしました。
ご参加いただいた皆さまには楽しんでいただくこと
ができました。

ゼルビアアシスト企業のグッズやクーポン券が当たるゼルビアアシス
ト大抽選会を開催。
21社のゼルビアアシスト企業に景品のご提供をいただき、400 個以

上の景品が集まりました。
当日は、スタンプラリーの参加やゼルビアアシストコラボグッズの購

入者を対象に抽選会を開催し、ブースはにぎわいを見せました。
ファン・サポーターの皆さまにゼルビア
アシストファミリーを知っていただきたい、
そしてゼルビアアシスト企業の皆さまにクラ
ブの魅力をもっと伝えたいと思いゼルビア

アシスト祭を開催しました。
当日は雨が降るなかでの開催となりました
が、たくさんの笑顔を見ることができて「開
催してよかった！」と強く思い
ました。
ご協力をいただいたゼルビ
アアシスト企業の皆さま、あ
りがとうございます！来年も
よろしくお願いいたします！

 ゼルビアアシスト大抽選会を開催！
マーケティング部

野本 倫央

担当者から一
言

景品協力企業の紹介

Keiwa 整骨院Keiwa 整骨院 ＣＰサロン町田店ＣＰサロン町田店 株式会社昌文社株式会社昌文社

TSUTAYA 西友町田店TSUTAYA 西友町田店 TSUTAYA 町田木曽店TSUTAYA 町田木曽店 株式会社久美堂株式会社久美堂

加藤菜園加藤菜園

たぬき屋 久保田陶器店たぬき屋 久保田陶器店

まほろ座 MACHIDAまほろ座 MACHIDA やさいのナイトウやさいのナイトウ 企業組合ワーカーズ・
コレクティブ凡

企業組合ワーカーズ・
コレクティブ凡町田焙煎珈琲ヒルズ珈房町田焙煎珈琲ヒルズ珈房

ITWD プログラミング教室
町田校

ITWD プログラミング教室
町田校 ASK 調剤薬局ASK 調剤薬局 花王グループカスタマー

マーケティング株式会社
花王グループカスタマー
マーケティング株式会社 家具工房 KASHO家具工房 KASHO

(敬称略、五十音順)
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た。だけど、すごく楽しかったです。またチャレンジしたいです。
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私は最初緊張ばかりしていたけれど、スタッフの方が緊張し
ないように話しかけてくれたのが嬉しくて、楽しみながらでき
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ビアアシスト宣言を実施。
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（普段からクラブのことをアシストいただいている子どもたち）

ゼルビアアシストコラボグッズを販売！

NEWS PAPER 032022.summer



沖縄の伝統芸能「エイサー」の12 団体
が、原町田大通りに集結をして迫力の演
舞が行われました。
PR 広場では、同じく町田市をホームタ
ウンにするペスカドーラ町田の隣に「ＦＣ
町田ゼルビアブース」を出展させていただ
きました。
ブースでは、ゼルガチャや抽選会、ホー
ムゲームの PR 活動を実施して300 名以
上の方がブースに立ち寄ってくださいまし
た。
イベントのクライマックス「カチャー
シー」は、コロナ禍での暗い雰囲気を吹

き飛ばすような最高の盛り上がりを見せま
した。
ゼルビーもたくさんの方々と交流させて
いただき、イベントを満喫しました。

　町田の豊かな自然、歴史、文化などが存在するエ
リア全 9 施設で春を感じられるイベントが行われ、多く
の来場者の方々で賑わっていました。ゼルビーは町田ダ
リア園から町田薬師池公園までを人力車に乗せていただ
くとともに、町田ダリア園内の絶景をセグウェイに乗る
など特別な体験をしながらイベントを楽しませていただ
きました。
ＦＣ町田ゼルビアを含め行政や町田市観光コンベン
ション協会、地域活動団体が連携をしながら地域の魅
力を高め発信していくことで、豊かな街づくりに取り組ん
でいきたいと思います。

3 年ぶりの開催となったフェスタまちだ、多くの方々
が来場され素晴らしい雰囲気でした。
最後のカチャーシーはゼルビーと共に私も参加させ
ていただきましたが、マスク越しではあるものの参加
者の心から楽しむ笑顔が印象的でした。
これからもＦＣ町田ゼルビアとしてしっかりと町田
を盛り上げることができるよう努めてまいります！

マーケティング部
小池万次郎

活動コメント

３年ぶりの開催となった
「フェスタまちだ 2022」
に参加をさせていただきました！

第18回 鶴川エイサーよさこい祭
に参加！
鶴川団地センター名店街（太陽の広場）で行われた鶴

川エイサーよさこい祭で「ＦＣ町田ゼルビアブース」を出展
させていただき、抽選会やPR 活動を実施いたしました。
当日は、各団体による素晴らしい演目が行われ、観客
の心と体に元気を与えてくれました。
終盤の演目ではゼルビーも踊りに参加をさせていただ
きました。

ゼルビーがこどもの国で行われた
「交通安全キャンペーン」
に参加しました。
ゼルビーがこどもの国で行われた「交通安全キャン

ペーン」に参加しました。
当日はゼルビーが、ピーポ君、ウッキーと共に交通安

全クイズや子供たちと一緒に横断歩行訓練を行い、
安全への理解を深めました。
天候にも恵まれ清々しい春の陽気の下、会場には

警察車両やバイクの展示もあり沢山の方々が訪れていま
した。
ご協力いただきました町田警察署、町田市役所防災

安全部市民生活安全課、こどもの国の皆さま、ありが
とうございました。

ゼルビーが
「町田薬師池公園四季彩の杜 

春フェア～花の便り～」に参加！

街 づくり
アシスト

A S S I S T  f   r  T O W N  P L A N N I N G
街の賑わいや発展に協働して取り組み

次世代へと繋げていく街に

ゼルビアアシストについて

ゼルビアアシストは、ＦＣ町田ゼルビアとともに実現していく
街づくりへのアシスト（協働・地域貢献）プラットフォームです。

次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！
皆さまからのアシスト（協賛）お待ちしております。

　ゼルビアアシストは、ＦＣ町田ゼルビアとともに実現して
いく街づくりへのアシスト（協働・地域貢献）プラットフォー
ムです。

　次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！
皆さまからのアシスト（協賛）お待ちしております。

街の賑わいや発展に協働して取り組み
次世代へと繋げていく街に

子どもたちが
大きな夢を描ける街に

地域環境の向上や
地域課題の解決に積極的な街に　

サッカーやスポーツを通じた
健康づくりができる元気な街に

人と人との繋がりが
生まれる街に

健康

福祉

環境

子ども

街づくり
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新一年生に
ゼルビーの下敷きをプレゼント！

ＦＣ町田ゼルビアでは、2018年より町田市内全42
校の小学校、一年生を対象に下敷き配布活動を行って
います。
下敷きは選手、ゼルビー、李漢宰クラブナビゲーター
がお届けしました。
昨年はコロナ禍もあり、直接のお渡しが難しい状況で
したが、今年は多くの子供たちにお会いすることができ、
ゼルビーがデザインされた下敷きに大喜びするとともに、
たくさんの笑顔を見せてくれました。
これからも、ＦＣ町田ゼルビアは子供たちの夢を応援
しています！

ゼル塾＆天空の教室を開催
　5月 15 日のホームゲーム会場では「天空の教室

2022」を開催。
こちらは、パートナー企業の個別指導塾フォルテ様

と連携をしてクラブが製作している教材「ゼル塾」の
リアルイベントです。
当日は、たくさんのお子さんが

「ゼル塾テスト」に真剣に取り組
まれておりました。
ゼル塾の教材はオフィシャル

ホームページで公開しています。

ふれあいサッカーを開催
　ＦＣ町田ゼルビアはホームゲーム終了後、観戦に
来た子どもたちがＦＣ町田ゼルビアのスクールコーチ、
そしてトップチームの選手たちと試合の熱気が残る天然
芝ピッチでサッカーを楽しむ「ふれあいサッカー」を開催
しています。
女の子だけのコートもあり、初めてボールを蹴る女の
子にも楽しんでいただける恒例イベントになっています。
トップチームの選手が子どもたちと触れ合うことで、
夢を育むことの大切さ、みんなでサッカーや運動をする
ことの楽しさを伝えることを目的としています。

「コネクト・トゥギャザー」
プロジェクト活動報告
　2021年に開始した本プロジェクトは、1人でも
多くの子どもたちに笑顔を届けたいとＦＣ町田ゼルビア、
ＦＣ町田ゼルビア後援会、ＦＣ町田ゼルビアファン・
サポーターが連携し、市内の子どもたちにユニフォーム
をプレゼントしています。
4月には第 2 弾として「ふくちゃん食堂」、5月には
第 3 弾として「バット博士記念ホーム」の子どもたちに
ユニフォームをお渡しするとともに、試合観戦を楽しん
でいただきました。
「明日学校に着ていくー！」「早くユニフォームを着て
サッカーをやりたい！」と興奮気味の様子でした。お互
いにユニフォームを見せあいながら声を出して笑い合う
姿が印象的でした。

今年から下敷き配布活動を担当し、実際に 42
校を訪問させていただくなかで、子供たちの笑顔
や喜んだ表情を見るとこちらまで元気をもらいま
した。また、もう持っているよ！とお下がりを見
せてくれた時は継続した活動の成果を感じまし
た。ボロボロになるまで使用してもらい、様々な
夢に向かって頑張ってほしいと思います。

マーケティング部
小池万次郎

担当者から一
言

ゼル塾ページ

試合終了後に
#41 安井拓也選手 が
子どもたちとサッカー
を楽しんでいる瞬間

子供たちが大きな夢を描ける街に

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

チケットを買って応援しよう！

ゼルビアオフィシャルチケット
1試合だけでもお得！公式ファンクラブ

クラブゼルビスタ2022
リーグ後半戦を最もお得に観戦！

2022ハーフシーズンシート

販売は2022年7月31日（日）まで
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A S S I S T
f o r  H E A L T H

健康アシスト健康アシスト
サッカーやスポーツを通じた
健康づくりができる元気な街に
サッカーやスポーツを通じた
健康づくりができる元気な街に

ASSIST for ENVIRONMENT
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地
域
環
境
の
向
上
や
地
域
課
題
の
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決
に
積
極
的
な
街
に 

環境にやさしい「グッズ紙袋」

「歩くことをエンタメ化する」ことをテー
マに、身近なエコとして自動車の使用を
控え、CO2削減とともに交通渋滞の緩和、
そして体を動かすことで、より健康的に
ホームゲームを楽しむことを目的に取り組
みを始めました。
歩くことで、普段は意識せずに通過する

景色に目がいくことや、知らない街の魅力
に気づくことができるのが大きな魅力です。
また道中で自然と会話がうまれ、普段

は接点のない方同士が繋がり、新たなコ
ミュニティーがうまれています。
「歩く」ということが、実は身近に始め
られるエコな活動であることを知っていた
だき、更なる広がりをうみだしていきたい
と思っています。
2022シーズンの初回となる6月19日

は定番の「鶴川駅」出発ではなく、史上
初「町田駅」から町田GIONスタジアムを
目指す全長約10kmのチャレンジとなりま
した！
ご参加をいただいた方には、ゼルビア

アシスト企業の「サプティー株式会社」様
よりご提供いただいた「男気コースのオリジ
ナル手ぬぐい」をプレゼントいたしました。

2022シーズンより、ホームゲーム会場の「武器･防具屋
（グッズショップ）」でご用意するレジ袋がＦＣ町田ゼルビア
オリジナルデザインの紙袋に変更となりました。
ＦＣ町田ゼルビアではレジ袋の紙化によりプラスチックの

削減に取り組みます。
紙袋は古紙パルプ配合率が65％の紙を使用しています。

「まちのひアートクラブ～芸術展～」は、社会福
祉法人まちのひ・町田パリオの共催で『生きている
から描くんだ』をテーマに開催をされました。
会場には、既成概念にとらわれない、個性豊かで
素敵な作品が数多く展示されていました。
作品から放たれる魅力に惹きつけられたゼルビー
は、じっくりと作品を見学していました。
描くもの、筆の使い方、色合いなど誰を真似する
でもなく、想いのままに表現される作品に時間を
忘れるほど楽しませていただきました。

漢なら、歩いてみせよう、
男気コース !!

A S S I S T  f o r  H E A L T H

福祉
アシスト

人と人のつながりが
生まれる街に

人と人のつながりが
生まれる街に

ゼルビーが『まちのひアートクラブ～芸術展～』へ
行ってきました！

「歩く」という非常にシンプルなことなのに、振り
切ってしまえば「エンタメ化する」ということに初め
て気がつきました。
参加者の方々にも面白がっていただき、どんどん
アイディアをいただいています！毎度初参加の方が
いらっしゃる点やビジターサポーターの方が参加さ
れることからも徐々に共感者が増えていると実感し
ています。

マーケティング部
野村 卓也

活動コメント

お店でも試合観戦
DAZN FOR BUSINESSを導入して

DAZNが提供するスポーツ中継を導入して
ファンが集い楽しめるお店にしよう

DAZNが提供するスポーツ中継を導入して
ファンが集い楽しめるお店にしよう

お問い合わせは
こちらから

Jリーグ / アジアカップ / AFCチャンピオンズリーグ / 
ラ・リーガ / ベルギーリーグ / FA杯 / セリエA 

視聴可能コンテンツ

株式会社ゼルビア
DAZN for business 担当

info@zelvia.co.jp
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ITWDプログラミング教室 町田校
株式会社旭不動産
朝日リビング株式会社
株式会社アジラ
有限会社東典礼
秋山内装
株式会社アセットスコープ
アドバンスK.P
アネックス株式会社
株式会社アバールデータ
株式会社アベ企画
市川司法書士事務所
博多老舗いっぷくラーメン
株式会社インターバディ
株式会社INDIGO
株式会社ウィンベル
魚河岸美舟
今野瓦店
インテリア参壱々丸
牛越塗装
うなぎ 町田双葉
株式会社エスエーシー
AK PAINTING
株式会社エスプラン
S-PORT
株式会社FPクリエイション
有限会社エム・ビルド
有限会社ALL NEXT
株式会社オルガロ
大久保建工
オレンジセオリーフィットネス町田
株式会社カイト
楓
花王グループカスタマーマーケティング
株式会社
家具工房KASHO
大原美装
小川塗装
株式会社オリバー
岳大土木株式会社
隠れ家食堂
華月
合同会社カシワヤ
數田電工
加藤菜園
金井商店会
カノウ薬局
神蔵興業有限会社
神のよだれ
かもめClinic
川田屋株式会社
環境エクステリア株式会社

キタザワ・トレーディング株式会社
北村建築設計事務所
株式会社きめたハウジング
GALLERY･2
株式会社くらしの窓保険
株式会社グラスビトウィーン
株式会社グリーン山愛
グリーン警備保障株式会社
株式会社グローバルケー
クリエーティブカミヤ株式会社
株式会社グレースコーポレーション・
ジャパン
クローバーランド株式会社
株式会社グローバルツアー
Keiwa整骨院
K-FRONTIER株式会社
健康生き甲斐リエゾン協議会
健康生き甲斐リエゾン町田
康仁歯科医院
美容室Coconfouato
米家きゅうさん
株式会社サクライズ
河野防水
斉藤塗装
櫻井三樹子社会保険労務士事務所
サプティー株式会社
佐藤建装
三共自動車株式会社
サンリツオートメイション株式会社
株式会社ジーエムピー
株式会社シーティーアイ
CPサロン町田店
JA町田市
重田畳店
合同会社しなもんや
合同会社ジャイアントステップス
株式会社ジャパンセル
合同会社翔栄建設
修栄塗装
株式会社俊英館
スナカワ商店
省宗リフォーム
正太楼
城南信用金庫
株式会社昌文社
George Town
スガナミ楽器
株式会社スキップス
すずか
鈴木電器
西武信用金庫 町田支店
医療法人社団相明会

株式会社ソリドール
株式会社髙山商店
たぬき屋 久保田陶器店
有限会社田畑造園
滝瀬工業
辰巳塗装
株式会社タマガワイーサポート
たま整骨院
有限会社チアクリエーション
社会福祉法人竹清会
中央消防機器株式会社
長永スポーツ工業株式会社
塚本会計事務所
TSUTAYA西友町田店
TSUTAYA町田木曽店
闘牛門
有限会社ディ･エス･インターナショナル・
コンサルティング
株式会社東京綜合造園
東京土建一般労働組合町田支部
町田デザイン＆建築専門学校
株式会社東和ホーム
トーケン機械工業株式会社
トータルハンズ
有限会社長田工業
成瀬不動産株式会社
日成機材株式会社
西原タイル
塗り匠
bar&curry noi
ノースシーリング
野澤・中野法律事務所
Bar Funny Beat
Bar RUMBULLION
株式会社パイン・クリエイト
ハウスコート
有限会社萩生田商事
小料理Bar 白圭
長谷川左官工業
花井商店
八昭印刷株式会社
バニラシュガー
原塗装工業
まいどおおきに 町田木曽食堂
株式会社パブリック商会
原町田四丁目商店会
医療法人社団多摩医療会 原町田診療所
ピーエムワークス
東日本タクシー株式会社
ピコイ神奈川
株式会社久美堂
有限会社土方精肉店

株式会社ピュアトーン
株式会社フォーシンク
富士フイルムビジネスイノベーション・
ジャパン株式会社
HIRAYAMA
福田装建
株式会社ブランディングワークス
有限会社ブルーウェイ
ペイントホームズ日熊
眞﨑板金店
公益社団法人 町田法人会
株式会社ホクレイ
ホシザキ東京株式会社町田営業所
ホテル町田ヴィラ
町田焙煎珈琲株式会社
町田いずみ浄苑
町田一番街
町田駅前グレイス歯科・矯正歯科
株式会社セん・カネコ
町田歯科・矯正歯科
町田ドライヴィングスクール
町田ハイトラスト株式会社
町田野菜×ビストロ マチダイナー
まほろ座MACHIDA
松風建装
まつもとext合同会社
丸治屋せんべい店
旬菜酒房まるはば
株式会社三井製作所
溝呂木塗装
三原工芸
MIRAI LINK株式会社
無邪気
MerryLand自由が丘
モレイク
有限会社守屋設備設計企画
焼鳥ブルース
やさいのナイトウ
有限会社山路フード
山下瓦店
株式会社ヤマショウ建設
株式会社夢と情熱
株式会社リーフラット
リックスカフェアメリカン
吉野建装
隆星引越センター
ル・ソレイユ
株式会社れんたま
レンブラントホテル東京町田
企業組合ワーカーズ・コレクティブ凡
株式会社ワンズオフィス
ワイズ

BL100% 70% 40%

【 2022年 ゼルビアアシスト 協賛企業一覧 】

ＦＣ町田ゼルビアの活動にご理解とご協力をいただき
厚く御礼を申し上げます

(敬称略、五十音順)

2022年7月1日現在

皆さまからのアシスト(協賛)をお待ちしております！
次世代へと繋げる魅力的な街づくりを共に行いましょう！

ゼルビア
アシスト新聞

広告募集
アシスト新聞に貴社の広告を掲載
しませんか。広告制作も承ります。
詳しくは発行事務局までお問い合わ
せください。

「FC町田ゼルビア」
を検索1 必要事項を入力して

「送信」ボタンをクリック3 後日、クラブより
ご連絡いたします4メニューバーの「HOMETOWN」より

「ゼルビアアシスト募集」をクリック2

協賛企業募集
お申込み方法

※書面にてお申込みの際は申込用紙に必要事項をご記入のうえ、担当にお渡しいただくかFAXでご送信ください。申込用紙は担当よりお渡しいたします。また、ホームページからもダウンロードいただけます。
assist@zelvia.co.jp
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2022 season
HOME GAME

08.06
KICK OFF  19 :00

from August

天空の城 野津田
（町田GIONスタジアム）

大分トリニータ

土

第30節

to October

08.27
KICK OFF  19 :00

横浜FC

土

第33節

09.10
KICK OFF   未定

レノファ山口FC

土

第35節

09.18
KICK OFF   未定

東京ヴェルディ

日

第37節

10.09
KICK OFF   未定

栃木SC

日

第40節

10.16
KICK OFF   未定

ヴァンフォーレ
甲府

日

第41節

開催場所：町田GIONスタジアム町田GIONスタジアム 開催日時：８月６日（土） 16：00～８月６日（土） 16：00～

ホーム
最終節

NEWS PAPER

株式会社浅田飴　 株式会社あるけい総業　 株式会社成建　 株式会社創建　 有限会社力舎　 合同会社Vista Plusパートナーズ
稲垣耳鼻咽喉科医院　 村野小児科アレルギー科　 株式会社鍵谷製作所　 株式会社フジタ　 株式会社ＳＯＰＩＣ
株式会社タップル 明治安田生命保険相互会社　 株式会社藤建　 町田酒造株式会社 ※2022年6月30日現在

協 賛 企 業20222022
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