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GREEN PASS
TOKYO VERDY SEASON TICKET入会方法

ポイント交換LET’S GO TO THE STADIUM

HOW TO ENROLL
■インターネットで申し込む
インターネット申し込み限定でシーチケとファンクラブ同時購入割引がございます！
〈お支払い方法〉 クレジット決済・コンビニ決済

https://bit.ly/2PktDNM

※通常はお申し込み完了から2週間程度でのお届けとなります。

2020年1月27日までお申し込み完了で開幕戦までにお届け!

インターネット申し込みページ

インターネット
お申し込み方法

QRコードを
読み込む

希望カテゴリーを
選択

個人情報を
入力 決 済 お申し込み完了

■会場でも受付中

〈お支払い方法〉 現金またはクレジットカード（MASTER, VISA, AMEX）※各イベント会場および一部ホームゲーム会場ではクレジットカードは使えません。

東京ヴェルディ
ヴェルディギャラリー

東京ヴェルディ
ホームゲーム会場

来場ポイント交換アイテムは後日発表いたします。

ご入場の際に
必ず端末に
会員カードを
タッチ!

ポイントを
貯めて特典と
交換しよう !

TICKET
TICKET

※来場ポイント制度は変更になる可能性がございます。

東京ヴェルディ
クラブハウス

VERDY FAMILY FES.
2020会場

各会員特典に伴う注意事項について

各会員特典の注意事項につきましては、東京ヴェルディホームページをご確認ください。

特典一覧PRI√ILEGE LIST
来場ポイント制度は2019 シーズンに引き続き、2020 シーズンもポイント減算式となります。特典を何回も引き換える
こともできますので、ボーナスポイントも活用しつつご利用ください。

貯まったポイントはその場で様々なチケットやグッズなどと交換できます！

東京ヴェルディ株式会社 URL www.verdy.co.jp

詳しくは東京ヴェルディ公式サイトへ

営業時間 : 火～金［祝日を除く］ 10:00～18:00
MAIL v-sapo1969@verdy.co.jp

TOUCH !
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2020 SEASON
OFFICIAL GUIDE
東京ヴェルディ シーズンチケット・公式ファンクラブのご案内

30P

購入席種シーズンシート ホーム自由席

会員証発行

ホーム自由席2枚プレペア1組 メインSS指定席 or
ピッチサイドシート2枚

ゴールド会員以上限定イベント

※購入カテゴリーによって優待内容が異なる場合がございます。

グッズ優待購入（レプリカ先行予約権利）

※購入カテゴリーによって優待内容が異なる場合がございます。

会員証提示での優待・割引

※購入カテゴリーによって優待内容が異なる場合がございます。

クラブイベント参加権 

※毎ホームゲーム1回ガチャできる！

毎ホームゲーム来場特典 

※指定試合

※2019年度はミニサッカー大会を実施

※2019年度は試合前アップ見学＆ピッチサイドシート観戦を実施

ゴールド会員以上限定 味スタメイン2階席観戦権 

※一般入場より30分早くご入場出来ます。

スタジアム先行入場

※購入カテゴリーによって優待内容が異なる場合がございます。

スタジアムサイン会優先参加権 

オリジナルBDカード（選手サイン付き）

2020シーズンオフィシャルイヤーブック

新体制発表会見学 

ランクアップサービス（2回分）

プラチナ会員以上限定 イベント

※初回来場時に引換え可能。

キッズパス会員限定グッズ『緑の心臓』キッズパスケース

※初回来場時に引換え可能。

グリーン会員限定グッズ『緑の心臓』メンバー Tシャツ

ゴールド会員限定グッズ『緑の心臓』オリジナルサコッシュ

プラチナ会員限定グッズ
『ATHLETA』×『緑の心臓』コラボオリジナルグッズ

2020シーズンユニフォームピンバッチ

※各会員特典の注意事項につきましては、東京ヴェルディホームページをご確認ください。

※エスコートキッズは小学生限定・フェアプレーフラッグベアラーは中学生以上限定。各参加権は指定試合・抽選。

エスコートキッズ&フェアプレーフラッグベアラー参加権 

※早期入会で開幕戦までにお届け！

2020シーズン 1st,2ndレプリカユニフォームプレゼント！

※51番～ 9999番のお好な番号を登録する事ができます。（1969番は除く）

ユニフォームナンバー登録

※各試合、数量限定

マッチデイプログラム取り置き 

※1試合当たり

来場ポイント付与数 

※Jリーグチケット

前売りチケット割引購入 

※WEB版会報誌

ファンクラブ限定オリジナルコンテンツ 

30P 30P

招待券

プラチナ

¥100,000
30名

ゴールド

¥20,000
200名 グリーン

¥3,500

シーチケ キッズ
¥1,000購入席種

全
会
員
特
典

全
会
員
特
典

グ
レ
ー
ド
別
特
典

メルマガ配信・試合終了後選手メッセージ動画配信

早期入会



東京ヴェルディシーズンチケット2020

全カテゴリー共通特典

味の素スタジアム 座席表 バックB席

SS指定席と同じ視点のバックスタンド
中央部分でゆったり観戦！

√IEW

一　般 42,600円
U22/シルバー 21,200円
小中学生 1 1,000円

メインSS指定席

ベンチの様子や選手の緊張感を最も
間近で感じられ指定席！

√IEW

一　般 66,000円
U22/シルバー 38,500円
小中学生 1 7,100円

√IEW

メインA席

選手との距離が近い
メインスタンドで観戦ができる！

√IEW

一　般 46,700円
U22/シルバー 28,300円
小中学生 14,100円

SEASON TICKET 2020

ALL CATEGORIES

※券売状況により、上層スタンド等一部使用しないエリア
　を設けさせていただきます。

シーズンチケット特典

SEASON
TICKET 
PRI√ILEGE

オリジナルピンズ イヤーブック

売店お食事券付きの最上級指定席。
家族やカップルでのご利用がおススメ!

177,200円

プレミアムペアシート

エスコートキッズ&
フェアプレーフラッグベアラー

参加権

スタジアム限定
選手サイン会
優先参加権

クラブイベント
優先参加権

PLATINUM プラチナ会員

年会費 100,000円

GOLD ゴールド会員

年会費 20,000円

ゴールド会員以上限定イベント
メインSS指定席 or

ピッチサイドシート招待券2枚

グリーン会員限定グッズ
『緑の心臓』メンバー Tシャツ

TICKETTICKET

ホーム自由席招待券2枚

TICKETTICKET

『ATHLETA』×『緑の心臓』コラボオリジナルグッズ

GREEN グリーン会員

年会費 3,500円

KIDS PASS キッズパス会員

年会費 1,000円

キッズパス会員限定グッズ
『緑の心臓』キッズパスケース

毎ホームゲーム
ガチャ1回

ホームゲーム
観戦し放題！

※小・中・高校生は2020年度に学生であることが条件です。 ※U-22 は22歳以下の方が対象です。※シルバーは65歳以上の方が対象です。 ※味の素スタジアムの改修工事により、
一部座席が使用できない試合がございます。予めご了承ください。 ※シーズンチケット・ファンクラブ特典の一部が変更になる場合がございます。 ※すべて税込価格です。

ホーム自由席

√IEW

ゴール裏から熱い応援で選手をサポート
するサポーターゾーン。

一　般 32,400円
U22/シルバー 14,100円
小中学生 キッズパス

新体制発表会見学

2020シーズン 
1st・2nd レプリカユニフォームプレゼント

※画像はイメージ

ユニフォームナンバー登録（51番～9999番）
 ※1969番は除く

味スタ場内グッズ・
飲食割引クーポン付き

一般の方より30分早くご入場できます。
スタジアム先行入場

スタジアム
先行入場

会員証掲示での優待・割引 グッズ優待購入 マッチデイプログラム
取り置き

メルマガ配信・試合終了後
選手メッセージ動画MEMBERS

BLACK ブラック会員

年会費 1,000,000円 詳しくはホームページまで

5名限定

30名限定

200名限定

2020
OFFICIAL YEARBOOK

ゴールド会員限定
オリジナルサコッシュ


