
順位 チーム名 勝点 試合数 

１ スフィーダ世田谷FC 26 12 

２ ニッパツ横浜FCシーガルズ 22 12 

３ オルカ鴨川FC 21 12 

４ ちふれＡＳエルフェン埼玉 20 12 

５ ASハリマアルビオン 20 12 

６ 大和シルフィード 19 12 

７ AS長野パルセイロ・レディース 15 12 

８ FC十文字VENTUS 9 12 

９ 日体大FIELDS横浜 8 12 

１０ バニーズ京都SC 6 12 

マッチデイプログラム制作：埼玉女子短期大学 三ツ木専門ゼミナール 
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☆来場者プレゼント☆ 

エクストラクトローションモイストパウチサンプル 

あふれるほどの、うるおい、ハリ、輝き、その全てを叶えるために生まれた化粧水です。古
来、日本の食文化を代表する玄米と黒大豆による独自の穀物保湿成分のほか、米セラミ
ド、梅果実エキスを配合。やわらかなテクスチャーで、保湿する だけでなく、与えたうるお
いを肌にとどめるサポート。透明感と輝きに満ちた明るい素肌へ導きます。オーガニック
ローズのみずみずしくやわらかな香り。 

文化放送スポスタ内のコーナー！ 

｢ちふれグループｐｒｅｓｅｎｔｓ  ＧＯ！ 

エルフェン 翔んでなでしこ｣ 
ちふれASエルフェン埼玉の選手

たちが、サッカーを通じて飛躍して
いく姿を1つのコーナーで放送して

います。選手の普段見られない顔
が見られるかも！！ 

☆文化放送 スポスタ☆ 

☆MIP賞☆ 

しっとりとしたキメ細やかパウダー
がなめらか密しっかり～ふんわり
まで好みの仕上がりを実現できま
す。ノーズシャドウも、眉を引き立
たせ売るハイライトも1つのパレッ

トで完成するアイブロウパウダー
パレットです。 

●HIKARIMIRAI  
イルミネイトアイブロウ 

●HIKARIMIRAI  
イルミネイトアイベース 

密着性の高いしっとりとし
たクリームがさらっとした仕
上がりに変化し乾燥とヨレ
を防ぎます。まぶたの凸凹 

を補正、くすみがちな目元
をムラなく均一にカバーし
輝く目元に仕上げます。 

●HIKARIMIRAI  
イルミネイトアイシャドウ 
しっとりとしたパウダーがしなや
かにフィットし透明感のある華や
かな印象に仕上げます。くすみ
のない仕上がりのベースカラー
と目元を引き締めるラインカラー
の組み合わせで、立体的で上品
なグラデーションを実現します。   
ブラシ・チップ付 

放送時間-  
ONAIRTIME 
毎週日曜日 
    15：00～16：00 
チャンネル→ 
FM91.6／AM1134 

文化放送 

甘っ辛っうまっ！！なキムチ 

かつお節などの魚介の旨味が、具沢山ヤンニョ
ムによってご飯とよく絡み、 ついつい 

おかわりしたくなるこってりとした味わい。一般的
なキムチに比べ辛さが控えめなので、辛いものが
苦手なお子様にもおいしく召しあがっていただけ
ます。そのままはもちろんのこと、料理に使っても
おいしいと評判のキムチです。 
当社独自の植物性乳酸菌 
Pne-12（ピーネ12）を 
配合しています。 

☆OH!!! 開業記念賞 （チームへ）☆ 

本物の漬物を届けたい。創業八十年以上
の歴史を誇る八幡屋は国産野菜を使用し、
化学調味料・保存料・合成着色料無添加に
こだわった、 

「昔ながらの本物で美味しいお漬物」をお届
けします。 

☆OH!!!〜発酵、健康、食の魔法!!!〜賞  
対象：ちふれ得点をあげた選手全員☆ 

☆SVOLME賞 対象：ちふれで 
最初に得点をあげた選手へ☆ 

『PITCH TO STREET』「競技中だけではなく 

普段も履けるようなフットサルシューズが
あったら良いのではないか」という発想から
生まれた企画。〈ピッチで蹴ってそのまま街
へ繰り出せるフットウェア〉をコンセプトに作
られた、これまでのフットサルシューズの概
念を覆す一足。 

☆壱之蔵 賞  
対象：ちふれの選手で攻撃面で活躍した選手へ☆ 

日本全国を食べ歩いて見
つけたおいしさを、お客様
にも味わってもらいたいと
始めたお店。ジューシーで
新鮮な肉とホルモンを、こ
だわりのタレと辛味噌で味
わう美味しさは病みつきに
なります。エルフェン選手も
通うオススメのお店です。 

☆休暇村 奥武蔵 賞  
対象：ちふれの選手で守備面で活躍した選手へ☆ 

池袋から約70分の近距離ながら、
緑豊かなハイキングコースや 

川遊びができる清流にも恵まれた、
自然とふれあえるリゾートです。 

提供企業 株式会社SVOLME 

URBANO SALA 1足 

提供企業 株式会社光未来様ご提供 

提供企業 
株式会社OH 
（ピックルスコーポレーション 
グループ） 

八幡屋プレミアム漬物6種セット 

提供企業 
株式会社OH 
（ﾋﾟｯｸﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ）様 
ご提供 

ご飯がススムキムチ 1年分 

提供企業 ホルモン焼き 壱之蔵 

お食事券（2万円分） 

提供企業 休暇村 奥武蔵 

１泊２食付き ペア宿泊券 



・ 

日高市マスコットキャラクター 
「くりっかー・くりっぴー」  
キャラクターは男の子と女の子のペ
アで、名前は男の子が「くりっかー」、
女の子が「くりっぴー」です。 
「くりっかー」と「くりっぴー」のデザ
インは、日高市の鳥「カワセミ」をモ
チーフに、特産品の「栗くり」の形を
した体、頭には「曼珠沙華まんじゅ
しゃげ」の花をあしらったものです。 
そしてふたりの名前には、日高市が
「活力」ある「ハッピー」な素晴らしい
市となるように・・・という願いが込
められています。 

狭山市公式               
イメージキャラクター 
 七夕の妖精「おりぴぃ」           
「狭山市入間川七夕まつり」を
盛り上げ、狭山市を元気にする
ために、織姫様から遣わされた
七夕の妖精「おりぴぃ」 
妖精なので性別はありません。
チャームポイントは耳の短冊と

虹色の吹き流しのマントです。 

飯能市イメージ 
キャラクター 
「夢馬（むーま）」  
飯能市の名産「西川材」で 
作った木馬から生まれた３歳の
男の子。 
好きなものは、「味噌漬けまん
じゅう」と「飯能すいーとん」。 
自然豊かな奥武蔵を 
ハイキングするのが 
大好き。 

★グッズ販売★ ちふれASエルフェン埼玉の
オフィシャルショップ 
「パシオン川越店」店内 
3階にて好評展開中！ 
近くにお越しの際は 
ぜひお立ち寄りください！ 

狭山市 出店ブース 

飯能市 出店ブース 日高市 出店ブース 

「狭山産採れたて 
新鮮野菜の詰め合わせ」 

「飯能産フレッシュな 
フルーツ詰め合わせ」 

「サイボクハム ロースハムと 
ウインナー４種のギフトセット」 

狭山市で里芋の増産・ブランド化に取
り組む農業者グループの「さやま里芋
増産倶楽部」にご協力をいただき、狭
山市の特産品である里芋をはじめと
する季節の野菜の詰め合わせを贈答
します。狭山市の堀兼地区は全国で
も有数の里芋生産地です。両チーム
の皆様に、狭山の農産品を味わって
いただきたくご用意しました。 

自然豊かな飯能市で採れたフレッシュ
なフルーツと、フルーツで作ったゼ
リー、ジャムなどの詰め合わせです。
とっても美味しいフレッシュなフルーツ
を食べて、心も体も元気になってくだ
さい。 

発売開始以来、累計販売数「１０
万セット」突破の大人気ロングセ
ラーの贈り物です。ロースを贅
沢につかったロースハムと大人
気定番品のウインナー。余計な
ものを極力加えずお肉本来の旨
味を引き出すことに全てを注い
だ逸品です。 

●vegetable promotion 
 バーガー（さやま茶、チキン、ハムカツ等） ￥300 
 スムージー（いちご、ミックスベリー他） ￥300 
 コーヒー（ホット・アイス） ￥200 
エルフェングッズ提示特典：バーガー購入の方にコーヒー１杯サービス 

●宮野園  
 狭山茶ラテ ¥200  
 狭山茶ワッフル ¥200 
 狭山茶ロールケーキ ¥500 

●創作料理 タケマツ 
 豚すき丼 ¥500 
 おでん（６種類） ¥400 

●パステリア ルコッソ 
 さといもポタージュ ¥300 

●ケヤキ堂 
 狭山茶寮 プレミアムラング（18枚） ¥1100 
 川越 いもタルトケーキ ¥700 
 焼き芋ふ菓子 ¥540 
エルフェングッズ提示特典：狭山茶寮 プレミアムラング３割引 

●埼玉女子短期大学ブース 
 ハニースイートポテト 箱：¥1200 バラ売り：¥300 
 小江戸川越うまかおかか煎餅 ¥870 
 埼玉だぬき ¥760 

●狭山市観光協会ブース 
 A2壁掛空自カレンダー ¥2000 
 A4book空自カレンダー ¥800 
 クリアファイルブルーコクピット ¥200 

●飯能市PRブース 
 飯能市ご当地アプリ「ちふれASエルフェン埼玉応援スクラッチ」     
景品交換場所 
 飯能市観光PR 
10/16（金）オープン！ OH!!!〜発酵、健康、食の魔法!!!〜 

その他にも多数の店舗が出店！！ 



   

  

エルフェン発祥の地「狭山市」狭山市は、「お茶香るまち狭山」として知られる由緑である狭山茶の主産地であり、その
狭山茶は、「静岡茶」「宇治茶」と並ぶ「日本三大茶」の一つとされています。 
夏には関東三大七夕祭りの一つである「狭山市入間川七夕まつり」が開催され、当日は多くの人で賑わいます。 

埼玉の北欧「飯能市」西武鉄道の特急ラビューの停車駅「飯能駅」が、北欧デザインにリニューアル！ 
市内には世界的に話題の「ムーミンバレーパーク」、北欧童話の世界とライトアップが話題の 
「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」に加えて、「飯能駅」から車で30分の名栗エリアに 
テントサウナやBBQで北欧時間が満喫できる「ノーラ名栗」もオープン！ 
山、川、湖に恵まれ、自然豊かな飯能市は、川遊びやサイクリング、ハイキングでも人気です。 

自然の宝庫「日高市」日高市には、500万本の曼珠沙華が咲き誇る全国的にも知名度が高い巾着田曼珠沙華公園が
あります。高麗川の蛇行で形成され、その形がちょうど巾着の形に似ていることから『きんちゃくだ』と呼ばれており
ます。また、日高のシンボルとして親しまれ、関東百名山に登録されている日和田山などもあります。山紫水明の美し
い自然と感動風景が盛り沢山の日高市です。 


