平成18年6月6日
愛媛サポートクラブ
ehime-support.net

「パブリック・ビューイング」開催計画
１．「パブリック・ビューイング」開催要綱
日 時 ：

平成18年6月7日（水）
18：45 ～ 21：15 （18：15会場 19:04キックオフ 21：30閉場）

場 所 ：

愛媛県県民文化会館
メインホール （ステージ上の大型スクリーン１階座席を利用、定員1,000人）
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 (http://www.ecf.or.jp/kenbun/kenbun_sisetu.html)

内 容 ：

2006年 Ｊ2リーグ公式戦 第20節 対湘南ベルマーレ （平塚競技場）
Jリーグ映像株式会社 (http://jlp.j-league.biz/) の許可のもと、
スカイパーフェクTV (http://www.skyperfectv.co.jp) の衛星生中継映像を上映
(放映チャネルについてJリーグ映像の連絡待ち。Jスポーツかスカパー自身)

主 催 ：

愛媛サポートクラブ （愛媛FC公認イベント）
〒108-0074 東京都港区高輪２－１７－１２－２０６
orange@ehime-support.net
Tel: 03-5475-3474 Fax: 03-5475-3474
和泉 逸平 ／ 浜家 拓也

協 力 ：

ラランジャトルシーダ1、ブリガーテ アランチョ2、アランチーノ関東3
松山市役所サッカー部
（順不同。それぞれ愛媛FCサポーターグループ）
その他個人ボランティアの方々

料 金 ：

無料 （駐車には会場所定の料金）

運 営 ：

株式会社 オフィス星野 Toh-on高知校＜トーオン＞
〒780-8022 高知県高知市孕西町127番地2
TEL FAX

０８８－８３３－５４３８

ＩＰ-phone ０５０－１４０１－８８９２
E-mail jjjsx210@yahoo.co.jp
URL http://www.hpmix.com/home/tmskmartmo
（代表） 中山まさとも
司会進行： 中山まさとも・つかさ
（上記運営会社の代表である漫才師夫婦。つかさ氏は愛南町出身）

1
2
3

ラランジャトルシーダ（Laranja Torcida 「オレンジ応援団」の意） http://blog.goo.ne.jp/laranja12/
ブリガーテ アランチョ（Brigate Arancio 「オレンジの旅団」の意） http://brigate-arancio.com/
アランチーノ関東（ARANCINO-KANTO アランチーノは「小さなオレンジ」の意） http://blog.livedoor.jp/arancino_kanto/
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２．最終準備会議の開催について
日 時 ：

平成18年6月6日（火）
18：00 ～ 19：30

場 所 ：
内 容 ：

オレンジスポットにおいて
役割分担、簡易リハーサル、可能な方のみご参加ください。
（オフィス星野は参加）
（5月30日（火）に県民文化会館にて衛星放送受信テスト実施済み）

３．施設・設備設定指示図

ステージ
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プロジェクション
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（オレンジスポット
用に購入予定）
屋外ＣＳ
アンテナ

調整室
ノート
PC
CS
チューナー

注）
観客席内にプロジェクター設置（位置、高さを要確認）
メインスクリーン用プロジェクターの不測の事態に他の2台で代替
メインスクリーン： DVDおよびCS放送の映像上映用
サブスクリーン： フォーメーション,選手プロフィール,応援コール等を表示

セレクター

DVD
プレーヤー
携帯TV電
話ケーブル

メインホール
館内

受付／手荷物検査テーブル
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ホール内
音響装置
ミキサー

アウェイ
携帯電話

４．式次第、タイミングチャート
時 間

内 容

担 当

13:00～

プロジェクター、スクリーン、ＣＳチューナー、携帯テレ
ビ電話映像、マイク、音響装置等の設置、設定、テス
ト。設置要件は別記。

タグプロダクト 村上氏
県文舞台芸術担当 梶原氏
愛媛サポートクラブ 浜家

17:00

スタッフ 県民文化会館メインホール集合
手順確認 （ボランティアの中には18時からの方も）
受付机、受付体制用意
受付キット（アンケート、ポストカード、カンバッチ、応
援コール表、筆記用具など）用意。手荷物検査準備）
入場者数カウント準備
受付開始
（マルチスクリーン稼働開始 J2昇格シーンなどDVD
放映（BGM付） 司会挨拶開始まで）
あいテレビ番組「キャッチアイ」生中継（18:40まで）
スクリーンシステムの紹介、
和泉さんのインタビュー、
サポーターの方々の応援、インタビュー、
ＦＣ前日練習映像紹介
などを検討中
招待選手をお席までご案内

全スタッフ

17:30～

18:15～

18:25～

18:40～

オフィス星野派遣スタッフ
（手荷物検査は警備会社派
遣スタッフをメインとして）
オフィス星野派遣スタッフ
ボランティアの方々
愛媛サポートクラブ 浜家
愛媛サポートクラブ 和泉
サポーターグループ
あいテレビ報道局 木下氏

愛媛サポートクラブ 和泉

18:45～
18:50～
18:57～

司会進行 中山まさとも・つかさ氏挨拶
招待選手ご挨拶
サポーターグループ挨拶
（観戦中の応援コール実演説明）

以降、司会進行中山両氏
招待選手
ラランジャトルシーダ

19:02～

司会者： 「さあ、いよいよキックオフです」
スカパーの画面に切替

以降、司会進行中山両氏
愛媛サポートクラブ 浜家

19:04～

キックオフ～前半
前半中も受付は継続
10分おきに入場者数をアウェイスタジアムに電話連
絡。アウェイスタジアムでは入場者数表示横断幕の
数字を更新。
適宜応援実演（コールをサブスクリーンに投影）

愛媛サポートクラブ
（アウェイスタジアム側は愛媛
県東京事務所妻鳥氏に指揮
を依頼）

前半終了10分前
携帯テレビ電話接続、スタンバイ

愛媛サポートクラブ
県東京事務所 妻鳥氏
ブリガーテ アランチョ
アランチーノ関東

前半中
（後半も継続）
19:45頃～
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ラランジャトルシーダ

ハーフタイム
開始後すぐ

ハーフタイム
開始後5分

ハーフタイム
開始後10分

後半中
（前半中も）
20:45頃～

後半終了

終了後
～21:30まで

21:30～

セレクター切替でメインスクリーンに携帯テレビ電
話映像を投影。司会者にキューを出す。
司会者がスタジアムの福井アナを呼び出す。
二人で双方の開場の盛り上がりぶりを伝えあう。
「今日はこのスタジアムに松山市長が来られてい
ます．．．」としてから福井アナが松山市長にふって市
長のコメントをいただく。
福井アナが司会者に戻す。
司会者、「これからPV開場の選手に替わりますの
で」と福井アナにスタジアムのサポーター代表に出て
もらうように依頼。
司会者、招待選手にマイクを渡してサポーター代表と
話してもらう。（事前におよその内容を打ち合わせ）
司会、後半終了までの入場時に配布したアンケート
記入を促す
アンケート用紙提出により選手サイン入り似顔絵パネ
ル抽選プレゼントに参加できる旨を説明。

司会者 対 福井アナ
福井アナ → 松山市長
→ 福井アナ→ 司会者

司会者 → 福井アナ
→ ブリガーテ アランチョ
（伊藤さん、射場さん）
司会者 → 招待選手
司会者

フォーメーションをサブスクリーンに投影
その時々に活躍した選手のプロフィールに切替表示
（フラッシュコンテンツ事前作成）
後半終了10分前
携帯テレビ電話接続、スタンバイ

愛媛サポートクラブ 浜家
愛媛サポートクラブ 和泉

勝利もしくは引き分けていれば：
司会者、「再度スタジアムを呼びます」と
福井アナを呼び出し。可能なら松山市長に再度お話
いただく。無理であれば福井アナが現場の興奮をつ
たえる。
PV会場において
健闘をたたえる応援コール
勝利していれば万歳三唱

司会者 → 福井アナ

司会、アンケート記入を促す。（当選連絡はまずEメー
ルにて。
コミック「オレンジ」の紹介
ファンクラブ入会やチケット販売（22:00まで）の案内
おわりの言葉
片付け開始（ファンクラブ、チケット受付は継続）

司会者
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愛媛サポートクラブ
県東京事務所 妻鳥氏
ブリガーテ アランチョ
アランチーノ関東

ラランジャトルシーダ

５．付加価値の内容、準備
• 二次元中継： 携帯電話FOMAのテレビ電話機能を利用（愛媛FCのスポンサーである
NTT四国に事前にその旨連絡しておく）。PV開場側で携帯電話AV出力をセレクターに取
り込んで映像をプロジェクターに、音声をホール内音響機器ミキサーに取り込む。前半途
中に接続を確認しそのまま維持してハーフタイムに実演して上映。アウェイスタジアムで
は愛媛県東京事務所、松山市東京事務所およびブリガーテアランチョが対応。
• 入場者数の大型掲示（アウェイスタジアムに於いて）： PV会場の入場者数を刻々とア
ウェイスタジアムに連絡し、大型の数字サイン横断幕（マジックテープでデジタル数字の
一つ一つの表示素子部分を貼り付け）に表示。（選手にはあらかじめPV による応援が
あり、スタジアムで人数表示のあることを連絡。）衛星放送番組制作会社にもこの点を事
前に伝えておき、できるだけ、クローズアップで放送してもらうことを依頼。
• ビデオ上映： 試合開始前に昨年JFL昇格を決めた試合やJFL優勝のシーンの映像の
抜粋を 上映 。事前 に南 海放 送に版 権確 認。別 途盛り上 が るた めの BGMを つ け る
（JASRACに使用料支払い。W杯や各国のアンセム、イングランドの大脱走など）
• 応援の実演： 前半、ラランジャトルシーダによる典型的な応援コールの実演を行うとも
にサブスクリーンにコール文を投影し、カラオケの歌詞のように表示。
• 選手紹介： サブスクリーンを使い、愛媛FCのフォーメーションを試合の進行と同時に投
影するともにその瞬間ごとに活躍した選手のプロフィールを紹介。コンテンツはフラッシュ
で製作し、フォーメーション上の選手の似顔絵をクリックすると拡大、プロフィール表示。
（前半は応援に慣れる時間とし主に後半にプロフィールの表示を予定）
• 来場者へのプレゼント： 事前に愛媛サポートクラブのWebサイトもしくは携帯メールによ
りPVの参加申し込みを行った来場者にはその確認のメールを返信。PCメールの人はそ
のメールを印刷して受付へ持参。携帯メールの人はその受信画面を受付で提示。対象
者には能田達規先生画の選手似顔絵ポストカードセット（5枚一組。組み合わせは別途
記載）をもれなくプレゼント。ポストカードは愛媛サポートクラブが準備。（別途の機会にも
利用可能なため、最大数900セット、計4,500枚を用意）
• コミック「オレンジ」の紹介と販売： 「オレンジ」の内容をポイントとなるページを投影しな
がら説明（プレゼンテーションをあらかじめ用意）。全巻数セットを受付において希望者に
販売（定価）。
• 子供およびシニアの来場者（60歳以上）限定のプレゼント： 小学生以下および60歳以
上の来場者には能田達規先生画の選手似顔絵のカンバッチをもれなく進呈。カンバッジ
は愛媛サポートクラブが用意。約300個程度準備）。
• アンケートによりお宝アイテムプレゼント： 試合終了後、アンケート用紙に次回以降の
PVへの参加意思、選手への応援メッセージなどの記入を促し、後日厳正に審査。メッ
セージの「熱さ」の順に選手サイン入り似顔絵大判ポスターパネル等を進呈。（熱いメッ
セージはウェッブサイトに掲載。） 似顔絵パネルはアルミフレーム製A3サイズとして愛
媛サポートクラブが手元プリンターで出力、製作し、選手のサインを愛媛FC事務局経由
で取得。
• ファンクラブ入会受付、衛星放送、ホームゲームの各種チケット販売、オフィシャルグッズ
などの販売 （スカイパーフェクTV）の紹介および加入受付。
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受付手順

パブリック・ビューイング

受付机を以下のように配置し、来場者の登録状況により誘導します。
受付机のプラカード（３種、机は４台。来場者数のタイプを見ながら増減）

オンライン事前登録済み
（インターネット、携帯）
の方の受け付け

全体告知

団体事前登録済の方の受付

事前登録無しで本日
ご来場の方の受け付け

（県庁/市役所/愛媛銀行等
含：ｵﾚﾝｼﾞｽﾎﾟｯﾄでの登録）

登録受付メール、登録番号、メー
ルアドレスもしくは氏名、のいず
れかをお示しください。
確認後、ポストカード５枚セット
を一つお選びください。

登録受付メール、登録番号、メー
ルアドレスもしくは氏名、のいず
れかをお示しください。
確認後、ポストカード５枚セット
を一つお選びください。

受付用紙に氏名等をご記入下さ
い。

（６日正午時点で270人）

（６日正午時点で250人）

（７日NHKの情報番組、あいテレビの会場からの
生中継により増加する可能性）

それぞれの分類ごとに事前登録者リストを用意しています。また、氏名、登録番号、
メールアドレス、のいずれでも検索できるようにそれぞれのキーでソートしたリスト
がありますのでどれでも一つ確認できたら受け付けとしてください。受付後、背後掲
示板にはっているポストカードセット内容をみて６セットのうち一つを選択しても
らってプレゼントします。ポストカードセットはなくなったら他のセットを選んでも
らいます。（全８００セット用意）

ポストカードセットは事前登録者の方への特典
ですが、終了時に残数があればアンケート記入
の順にご提供します。

受付用紙に記入してもらったら受付完了
とします。
ポストカードを要求された方にはプラ
カードの内容をご説明します。

全体配布キット（スカパー勧誘チラシ、アンケート、簡易筆記具などを含む）をお渡しします。

●注意事項
イベントの進行の障害となったり、公序良俗を
害する恐れがある等、他の方のご迷惑となるよ
うな行為をされたりする場合には退場いただく
ことがあります。また安全のため、入場時に簡
単な手荷物検査をお願いすることがあります。
危険物、可燃物、大きな音のでる鳴り物等の持
込みはお断りいたします。またビン・カン、ア
ルコール類、大旗竿及び大型フラッグの持ち込
みもできません。
イベントの内容は変更となる場合があります。

販売用机１台

愛媛FCグッズ、
チケット販売
ファンクラブ会員申込
受付
まず入場受付をお済ませになって
から、お立ち寄りください。
（ｵﾚﾝｼﾞｽﾎﾟｯﾄスタッフ指揮による販売。会員価格適用あり）

受付中に、オフィス星野手配の制服警備員が持ち物や挙動を観察し、不審な場合にのみ断ってから手荷物検査を行います。（時
間の制約のため、全数チェックは行わない）

受け付け机の背後にポストカードセット内容パネルを貼り付けておきます。
その他

終了時

なお小学生以下（小学６年生を含む）および６０歳
以上の来場者にはカンバッチを一つずつ配布しま
す。（早いもの順で選択）

受付机においてアンケート用紙を回収します。

キックオフ後も来場者の様子をみながら若干名の
方に受付を継続していただきます。ハーフタイム以
降は警備員とオフィス星野スタッフのみが受付に残
ります。

ポストカードセットがあまっていれば、事前登録のな
い方でアンケートにﾌﾙに記入していただいた方にプ
レゼントします。

机や掲示物セットは１８時までに完了しています。

２１：１５以降、机、掲示物等の片付けにご協力くだ
さい。

愛媛FC公式戦パブリック・ビューイング

事前登録特典：能田達樹先生画、選手直筆サイン入り
ポストカード５枚セット − セット内容
（順不同、それぞれ数に限りがあります）

セットA

セットB

セットC

セットD

セットE

セットF

1

8

11

25

33

35

羽田

濱岡

友近

高萩

田中

川北

ＧＫ

ＭＦ

ＦＷ

ＭＦ

ＦＷ

ＧＫ

5

7

13

23

27

15

星野

金守

関根

井上

菅沼

森脇

ＤＦ

ＤＦ

ＤＦ

ＭＦ

ＭＦ

ＤＦ

14

24

9

22

17

19

猿田

田村

川井健

大坪

石丸

永冨

ＦＷ

ＦＷ

ＦＷ

ＦＷ

ＭＦ

ＦＷ

16

20

4

3

10

18

赤井

広庭

泉谷

八柄

金子

江後

ＭＦ

ＭＦ

ＤＦ

ＤＦ

ＭＦ

ＭＦ

6

21

31

2

34

26

川井光

川本

阿部

加藤

小原

橋垣戸

ＤＦ

ＧＫ

ＧＫ

ＤＦ

ＤＦ

ＤＦ

備考：事前登録者に配布後、余りが出た場合にはアンケートへの記入状況により登録のない方にご提供します。

