
3/9土 藤枝MYFCVS第1節

13：00キックオフ  会場：藤枝総合運動公園サッカー場

3/17日 カターレ富山VS第2節

14：00キックオフ  会場：富山県総合運動公園陸上競技場

3/24日 アスルクラロ沼津VS第3節

14：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

ホーム開幕戦！

Ｊ3 ホームゲーム情報

2019シーズン始動！！2019シーズン始動！！
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しよ
う！ 福島ユナイテッ ドFC

福島レッドホープス
福島レッドホープスは、プロ野球独立
リーグに加盟する福島県唯一のプロ野
球チームです。HOPE（望み）2018年に
「より情熱的に」という意味を込めた
「レッド」を加え、福島レッドホープスと
して新たなスタートを切りました。
野球というスポーツを通じて、地域の
方々に様々な「望み」をもっていただけ
るよう、「ALL for FUKUSHIMA」 福島
県の復興と風評被害の払拭を後押しす
ることを第一に掲げ、県民と共に歩む
球団を目指し活動します。

『今季5周年を迎える福島ファイヤーボン

ズは進化する』

今シーズンは半分の選手の入れ替えがあ

り、平均年齢が26.1歳と若さ溢れる選手

が揃った。

福島県代表という紫誇(PURPLE PRIDE)

を持ってB1昇格を狙う。

会場で闘志溢れる選手たちのプレーを見

逃すな！

福島ファイヤーボンズ

3/1金・2土

3/16土・17日

青森ワッツVS

1金17:00開場 19:00開始
2土11:30開場 14:00開始

16土15:30開場 18:00開始
17日11:00開場 13:30開始

信州ブレイブウォリアーズVS

山形ワイヴァンズ
山形ワイヴァンズ

VS

VS

ホームゲーム情報

チームカラー

「フクシャパープル」
チームカラーは「ふくしまのしあわ
せ」を連想させるフクシアの花の色。

あいづ総合体育館
会 場

福島市国体記念体育館
会 場

3/23土・24日

4/13土・14日

23土15:30開場 18:00開始
24日11:00開場 13:30開始

群馬クレインサンダーズVS

宝来屋郡山総合体育館

宝来屋郡山総合体育館

会 場

会場

3/27水 宝来屋郡山総合体育館会場

お問い合わせ

㈱Y.O.A 福島野球団 福島レッドホープス
TEL.024-923-1789
WEB:https://red-hopes.com/

お問い合わせ

福島スポーツエンタテインメント株式会社
（福島ファイヤーボンズ）

TEL.024-927-0777
WEB:https://firebonds.jp/ 

お問い合わせ

株式会社AC福島ユナイテッド　TEL.024-573-8203 FAX.024-573-8204  WEB:http://fufc.jp/

※2018シーズンまでの
ユニフォームです。

福島ユナイテッドFCの公式サポーターズク
ラブ「クラブユナイテッド～Club United～」
会員様限定の特典や楽しいイベントが盛りだ
くさんです！
福島ユナイテッドFCの一員と
してクラブを、そして福島を
一緒に盛り上げて行きましょ
う！詳細はこちらのQRより！

クラブユナイテッド
会員募集中！

福島ユナイテッドＦＣは、2013年11月Jリーグへの入会が承認され、
2014年よりJ3リーグに所属。
クラブ名のユナイテッド（UNITED）は「結ばれた、団結した、統一した」
の意味に由来し、チーム・選手・スタッフ・サポーター、そして福島がひ
とつになって福島の発展・活性化のために活動していくことを表現。
“不死鳥のごとく”“未来永劫”地域に根を張って活動していきます。

温泉でぽかぽかあったまろう
冷えた身体を芯から温めて、身も心もぽっかぽか。

シャンプー コンディ
ショナーなしあり

（有料）
あり
（有料）

あり
（有料）

　鯖湖湯は元禄2年（1689年）、奥の細道の途中、飯坂
に立ち寄った松尾芭蕉が湯につかったとされる名湯とし
て有名です。明治を偲ぶ日本最古の木造建築共同浴場
で、長い間飯坂温泉のシンボルとして地元住民や観光客
に親しまれてきました。平成5年12月に当時の面影その
ままに改築。ゆったりとお湯につかりながら、その歴史に
思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

歴史がつなぐ言わずと知れた名湯歴史がつなぐ言わずと知れた名湯飯坂温泉鯖湖湯飯坂温泉鯖湖湯

●福島市飯坂町字湯沢32　●お問い合わせ先／☎024-542-5223（公衆浴場問い合わせダイヤル）
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金
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大人（満12歳以上） 200円　　
小人（満1歳～12歳未満） 100円

入浴時間　6：00～22：00
　　　　　（最終入館21：40）
定 休 日　月曜日
　　　　　（祝祭日は営業）
駐 車 場　有 神経痛、筋肉痛、冷え性、疲労回復、健康増進など適応症

シャンプー コンディ
ショナー

あり
（有料）

あり
（有料）

あり
（有料）

あり
（有料）

飯坂温泉波来湯飯坂温泉波来湯

入
浴
料
金

D
A
T
A

大人（満12歳以上） 300円　　
小人（満1歳～12歳未満） 150円

入浴時間　6：00～22：00
　　　　　（最終入館21：40）
定 休 日　火曜日
　　　　　（祝祭日は営業）
駐 車 場　有

シャンプー コンディ
ショナーなしあり

（有料）
あり
（有料）

あり
（有料）

　湯上がりがすべすべの肌ざわりになることから「美人の
湯」と呼ばれているもにわの湯。泉質はアルカリ性単純温
泉で、疲労回復や健康増進に効果的です。茂庭の自然石
で造られた露天風呂では、その広 と々した開放感から日々
のけん騒を忘れ、贅沢なひとときを過ごすことができます。
　隣接する茂庭ふるさと館にはそば処や地元農産物の直
売所もございますので、四季折々に変化する茂庭の自然と
ともにお楽しみください。

茂庭の豊かな緑に囲まれて、ゆっくり、ゆったりと茂庭の豊かな緑に囲まれて、ゆっくり、ゆったりともにわの湯もにわの湯

●福島市飯坂町茂庭字清水川原21-2　　●お問い合わせ先／もにわの湯☎024-596-1811　茂庭ふるさと館☎024-571-7701

入
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金
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大人（満12歳以上） 250円　　
小人（満1歳～12歳未満） 120円

入浴時間　9：00～21：00
　　　　　（最終入館20：30）
定 休 日　無休
　　　　　（施設点検等による臨時休業あり）
駐 車 場　有 神経痛、筋肉痛、五十肩、疲労回復、健康増進、きりきず、やけどなど適応症

　平成23年1月にリニューアルオープンした波来湯は、
太鼓やぐらを設けた和風の外観が特徴的です。地下1階
に浴室があり、男女ともに飯坂ならではの源泉かけ流し
の熱い湯と適温の湯、2つの湯船が設けられています。
　隣には波来薬師、手湯や足湯などが整備された公園
などがあり、摺上川沿いを散策できる憩いの場所となって
います。

鯖湖湯に次ぐ歴史をもつ浴場鯖湖湯に次ぐ歴史をもつ浴場

●福島市飯坂町字十網町30　●お問い合わせ先／☎024-542-5223（公衆浴場問い合わせダイヤル）

神経痛、筋肉痛、冷え性、疲労回復、健康増進など適応症

2019年シーズンは、この2選手に注目！

奈良　雄飛（なら　ゆうと）
背番号  9番 ※福島2年目　1990.10.11　埼玉県
左投左打・179cm/87kg
～経歴～
法政大学高校-法政大学-NTT西日本-武蔵ヒートベアーズ

昨年はチームとしても個人としても、悔しい思いをし
たので、今年はその悔しさを絶対に晴らします！最年
長としてチームを引っ張り、優勝目指して頑張りま
す！そして、福島で野球ができる喜びを噛み締め、福島
の方々に勇気と希望を与えられるようにチーム一丸
となって戦いますので、熱く魂のこもった応援、よろし
くお願いします！！

松本　龍憲（まつもと　りゅうけん）
背番号  8番 ※Rookie　1999.2.27　山口県
右投左打・175cm/70kg
～経歴～
崇徳高校-福岡ソフトバンクホークス

今年からホープスの一員として日本一になるた
め頑張りますので応援よろしくお願いします！
そして少しでも早くNPBに戻れるようがんばり
ます！

松本　龍憲（まつもと　りゅうけん）
背番号  8番 ※Rookie　1999.2.27　山口県
右投左打・175cm/70kg
～経歴～
崇徳高校-福岡ソフトバンクホークス

今年からホープスの一員として日本一になるた
め頑張りますので応援よろしくお願いします！
そして少しでも早くNPBに戻れるようがんばり
ます！

ボディーソープ・石けんシャンプー類シャンプー コンディ
ショナータオル バスタオル

“PURPLE PRIDE“を
力に
“PURPLE PRIDE“を
力に B1昇格に向けB1昇格に向け

Go  Firebonds!


