
【ゼビオアリーナ仙台】  説明資料及びメディアプランのご案内 

そのアリーナは東北の活力を創造する、スポーツの聖地＆エンターテイメントの発信拠点。 
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最大約6,000人を収容可能。 

スポーツイベントはもちろん、音楽イベントやコンベンション、 

地域イベントなど多彩な活用が可能な、まったく新しい 

綜合エンターテインメントアリーナとしてご利用いただいております。 
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スポーツの感動を体感する機会をもっともっと多くの方へ。 

そして、大震災を受けた東北の活力を創造するために。 

ゼビオアリーナは、スポーツの持つ夢や魅力を最大限に伝える場として、 

また震災復興のシンボルとして、 

スポーツ施設としての枠組みを超えた 

感動共有スペースへと 

東北の方々と共に育んでいきたいと考えております。 

スポーツ＆エンターテインメントで、 
東北に、新しい元気を！ 
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ゼビオアリーナ仙台 概  要 
■名       称 ：  ゼビオアリーナ仙台  

■所  在  地 ：  宮城県仙台市あすと長町 1-4-10＇新幹線沿い（  

■最  寄  駅 ：  JR長町駅 ＇仙台駅から1駅（  

■床  面  積 ：  約2,170㎡ ＇高さ約20ｍ（  
■座  席  数 ：  4,009席 ＇最大6,000人収容（  
■興行開催  ：  約78日＇2019年度実績)  
■来場者数  ：  累計約115万人 /＇2020年3月末時点（ 
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ゼビオアリーナ仙台 ロケーション 

仙台駅から直線距離 約４ｋｍ 
●新幹線沿いＪＲ長町駅前 
●仙台駅からＪＲで１駅、地下鉄で５駅 
●仙台駅から車で約１０分 

所在地 

長町駅 

仙台駅 

約４ｋｍ 

３区画を一体開発 
●アリーナ ７９３６㎡・●店舗９９３２㎡ 
●スポーツ施設１２６００㎡ 

長町駅 

公園広場 

スポーツ施設 

ゼビオアリーナ 

店舗 

ＳＲＧタカミヤスポーツパーク 
・フットサルコート 
・バスケコート 
・テニスコート 

スーパースポーツゼビオ 
あすと長町店 
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「あすと長町」 
 ・ＩＫＥＡあすと長町店 
 ・tekute、tekute2＇JR東日本グループ（ 
 

グラン・スポール 
あすと長町店  

注目の
エリア 



スポーツを「観る」環境と、「する」環境を提供する 
アリーナの開設によりスポーツ観戦の機会が増加し、地域の皆さまがスポーツを「する」場・機会として大いに活用いただいております。 

様々なコンテンツの取り組み 
スポーツとエンターテインメントの融合を図り、スポーツにおいては普段メディア等に取り上げられないマイナースポーツも、エンターテインメントにおいて

はアーティストのライブや地域のイベントなど、地域文化発展の貢献を目的とし、様々なコンテンツ誘致に取り組んでおります。 

ゼビオアリーナ仙台 コンセプトと特徴 

地域に根差したスポーツ発展を考えている

ため、民間が建設し地域共同体で経営を図

る「民設共営」というあり方を実現して 

おります。  

今までの日本にはなかった多目的スポーツ＆エンターテインメントアリーナとして注目！  

欧米型のアリーナ  
スポーツタウンの 

実現  

ゼビオアリーナがある「あすと長町地区」は、

総合的な医療・福祉施設と、周辺環境に配

慮した商業・業務施設が共存する適切な地

域活性化の推進を目指しています。 

 

日本従来型のスポーツを「観る」だけではなく、

欧米型のスポーツを「楽しむ」アリーナになって

おり、光やディプレイの演出はもちろん、アリー

ナの形態を自由に変形させることが可能です。 

民設共営という 
新しいアリーナの 
あり方の実現  

スポーツを「する」 
価値提供だけでは
なく、「観る」価値 
提供の実現  

スポーツをやる人だけでなく、スポーツを観

て楽しむ人を増やし産業自体を自ら拡大し

ていくことに貢献していきます。 

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｔ 

特徴 
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ゼビオアリーナ仙台 イベント実績 ※一部抜粋 
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2016年   仙台89ERSホームゲーム4試合開催 

     2月 Superfly コンサート  

     6月 JAPAN DRONE NATIONALS       

    10月 東北ドリームコレクション 

    12月 UVER world ARENA TOUR 2016 

2017年      仙台89ERSホームゲーム6試合開催 

     1月 東日本大作戦  

     2月 Journeyコンサート 

     4月 Norah Jones JAPAN TOUR 2017  

        平成29年 三幸学園 入学式    

     5月 miwa tour 2017 

                 新型車両展示会 

     6月 JUJU アリーナツアー2017 

         JAPAN DRONE NATIONALS 

     8月 欅坂４６ TOUR 2017 

    10月 2017/18 V・プレミアリーグ 女子開幕戦 

2018年    仙台89ERSホームゲーム19試合開催 

     3月 バドミントンTOP４TOURNAMENT 

     4月 リクナビ 企業発見＆選考準備★LIVE 仙台 

     5月 adidas × キャプテン翼 「STADIUM COMIC」U12フットボールクリニック in 宮城 

     6月 バスケットボール男子日本代表国際強化試合2018 

         サッカーW杯パブリックビューイング 

         ayumi hamasaki ARENA TOUR 2018 ～POWER of MUSIC 20th Anniversary～ 

     8月 湘南乃風 15周年記念全国ツアー 風伝説 ～ 一五一会 TOUR2018 ～ 

     9月 2018世界バレー女子大会 イタリアvsアゼルバイジャン 代表親善試合 

    11月 沢田研二 70YEARS LIVE『OLD GUYS ROCK』 

    12月 嶋基宏とゆかいな仲間たち大運動会2018 

 

2019年    仙台89ERSホームゲーム20試合開催 

      3月 新しい地図 NAKAMA to MEETING_vol1 

      4月  サカナクション SAKANAQUARIUM 2019 

      5月 JAEJOONG 2019ARENA TOUR～Flawless Love～ 

          TUBE LIVE AROUND 2019 〜Smile!Happy!Ready!?〜 

      6月 ディズニー・オン・アイス JAPAN TOUR 2019 

      7月 東北チアフェスティバル 2019 

            8月 欅坂46 夏の全国アリーナツアー2019 

                   ロックのほそ道 １０ｔｈ Anniversary Special 

      9月 EARLY CUP ２０１９ TOHOKU 

     10月 STING MY SONGS 仙台公演 

     11月  長町秋のフェスティバル ２０１９ 

          Superfly Arena Tour ２０１９ “０” 

          12月  EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2019『ROCK MUST GO ON』 

          THE FINAL TOUR EVER KISS END OF THE ROAD WORLD TOUR 

2020年     仙台89ERSホームゲーム8試合開催 

            1月   トミカ博 in SENDAI ～どんどんひろがる！ゆめのトミカワールド！！～ 

                    B-LEAGUE 2019-2020シーズン 仙台89ERSホームゲーム 

            2月  T.LEAGUE 男子 

                    ナース専科 就職ナビ 合同就職説明会 

                    キャリタス就活フォーラム インターンシップ＆仕事研究 

                    B-LEAGUE 2019-2020シーズン 仙台89ERSホームゲーム 

            8月  宮城肉食恐竜展2020 驚異の身体能力 

          10月  マイタウンスポーツデー中学生タイアップイベント 

                    B-LEAGUE 2020-2021シーズン 仙台89ERSホームゲーム 

2021年     仙台89ERSホームゲーム19試合開催 

            5月  3×3.EXE PREMIER JAPAN 2021 Round.1 

      9月  SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE- 

 

 

      

                            

総来場者数：約116万人 ＇2020年3月末時点（ 

2019年度来場者数 約24万人 5      ※記載の実績以外にも各種イベントを開催しております 
 



興行・イベント・コンベンション実績例 

太白綱とり物語＇2013～（ 
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サッカーW杯パブリックビューイング＇2018（ 新型車両展示会＇2017（ 

89ERSホームゲーム＇2012～（ 

http://www.xebioarena.com/photo/assets_c/2013/03/2%2C%E4%B8%80%E6%96%89%E3%81%AB%E7%B6%B1%E5%BC%95%E3%81%8D%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-262.php
http://www.xebioarena.com/photo/assets_c/2013/03/3%2C%E7%9C%9F%E5%89%A3%E5%8B%9D%E8%B2%A0%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81-265.php


ゼビオアリーナ仙台 来場者構成比  

様々なスポーツとエンターテインメント開催を可能とする「ゼビオアリーナ仙台」は、
幅広い年齢層の皆様が来館されます。 
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ゼビオアリーナ仙台 イベントデータ   
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スポーツイベント来場者数： 
約60,000人＇2019年度（ 

 

※仙台89ERSはホーム戦集客平均リーグトップ 

コンサートイベント来場者数： 
約90,000人＇2019年度（ 

他イベント来場者数： 
約90,000人＇2019年度（ 

 

 

 

 

 

スポーツ 

 

 

 

 

 

 

コンサート 

その他イベント 

来場者数内訳 



ゼビオアリーナ仙台 
＇宮城県仙台市（ 

楽天生命パーク宮城 
＇宮城県仙台市（ 

横浜アリーナ 
＇神奈川県横浜市（ 

アクセス JR・地下鉄 長町駅より徒歩5分 JR 宮城野原駅より徒歩10分 JR・地下鉄 新横浜駅より徒歩5分 

稼動日内訳 
スポーツ 21％ 
コンサート 48％ 
その他 31％ 

スポーツ 100％ 
スポーツ 0.3％ 
コンサート 81.1％ 
その他 18.5％ 

来場者数 
約17万人 

＇2018年度実績（ 
約166万人 

＇2018年実績（ 
約237万人 

＇2015年実績（ 

座席数 4009席 30508席 11000席 

看板掲出費用 20万円～600万円 
300万円～1億円以上 
※その他特典含む 

看板掲示なし 

所有者 ゼビオホールディングス㈱ 宮城県 横浜市 

スポーツ、コンサート、その他イベントのバランスが取れた稼働 
日本初の民設共営モデル 

■他施設との比較 

ゼビオアリーナ仙台 比較データ 
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地域団体、自治体との協力で第6回目となる2019年の長町秋のフェスティバルを 
ゼビオアリーナを含むあすと長町で開催。 

同日に隣接会場で行われた太白区民まつりとの相乗効果で約14,000人がご来場 

ゼビオアリーナ仙台 地域との連携 
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■地域イベントの開催 
-長町秋のフェスティバル- 
 
開催趣旨抜粋 
①スポーツを軸とした地域の活性化、商店街の活性化、地域交流活性化を目指す 
②参加した地域の方々の相互のつながりを深め、青尐年の健全育成と地域コミュニティづくりを進める 
③多くの団体が共催、協力、後援して開催することにより、広い地域ネットワークを形成する足がかりとする 

スポチャレ＠フットメッセ 仙台綱取物語＠ゼビオアリーナ おやこフェス@ハレオドーム 



ゼビオアリーナ仙台 スポーツ庁との連携   
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スポーツ庁を中心に、アリーナを核とした地域活性化に向けた取り組みが加速 

当時のスポーツ庁長官・鈴木大地様がゼビオアリーナを視察に訪れ、 
民設共営モデル、多目的利用でのアリーナビジネスを高く評価 

忰田康征＇スポーツ庁参事官付参事官補佐（ 
『アリーナ・スタジアム改革推進に向けた取組』 

＇2017（ 

＇2017年2月2日ご来館（ 



ゼビオアリーナ仙台 稼動・来場者数推移  
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2021年度稼動日 2019年度比127%目標 
※COVID-19収束を想定した目標値 

■稼動日・来場者数推移 ※2013～2020年度実績、2021年度見込 

人 

※2019年度～2020年度はCOVID-19影響により、稼動減 



メディア種類 

契約期間 
１年 

【広告①】アリーナ内上部周回：７０面 
＇サイズ：５．４㎡（ 

【広告⑧】アリーナ内 センタービジョン間：4面＇サイズ：６.５㎡（ 
センタービジョン底面：1面＇サイズ：.１２．５㎡（ 

【広告②】ホワイエ２ゲート入口：２面 
＇サイズ：１９．４㎡（ 

【広告⑨】アリーナ北エリア：１エリア＇サイズ：６４㎡（ 
エリア名ネーミングライツあり 

【広告③】ホワイエ1入口：8面＇サイズ：１２㎡（ 
ゲート名ネーミングライツあり 

【広告⑩】アリーナ南エリア：１エリア＇サイズ：１１２㎡（ 
エリア名ネーミングライツあり 

【広告④】ホワイエ2入口：12面＇サイズ：４９㎡（ 
ゲート名ネーミングライツあり 

【広告⑪】アリーナ東エリア：１エリア＇サイズ：４９㎡（ 
エリア名ネーミングライツあり 

【広告⑤】ホワイエ2入口 内部階段：1面＇サイズ：２５㎡（ 
階段名ネーミングライツあり 

【広告⑫】アリーナ西エリア：１エリア＇サイズ：１２７.５㎡（ 
エリア名ネーミングライツあり 

【広告⑥】ホワイエ1入口横 壁面：1面＇サイズ：２.８８㎡（ 【広告⑬】アリーナ内３階角：２面＇サイズ：７.６㎡（ 

【広告⑦】ホワイエ1入口横 柱：1面＇サイズ：４.０㎡（ 【広告⑭】ホワイエ１・２お手洗い 

■メディア種類 

  ゼビオアリーナ仙台 メディアプラン 
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≪備考≫ 
  ・掲出料についてはお問合せください。 
  ・広告意匠の製作・施工費は掲出料とは別途発生致します。 
  ・設置看板につきましては、競合会社が興行主の場合やアルコールＮＧの場合でも、基本的に目隠し等は行わないものとします。 



  アリーナ上部周回：７０面 
 
 ・サイズ：Ｈ１．８ｍ×Ｗ３．０ｍ＝５．４㎡ 
 ・仕 様：ＭＦシート 

メディア紹介 

■メディアメニュー 

  広告①  
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 ホワイエ２ゲート間：２面 
 
 ・サイズ：Ｈ2.7ｍ×Ｗ7.2ｍ＝19.4㎡ 
 ・仕様：パネル 
 
 

  

メディア紹介 

■メディアメニュー 

Presented by   

15 

  広告② 

  掲載箇所   掲載箇所(拡大) 



 ホワイエ1入口 ゲート：8面 
 
 ・サイズ：Ｈ2ｍ×Ｗ0.9ｍ＝1.8㎡＇表裏各2面（ 
 ・サイズ：Ｈ2ｍ×Ｗ0.6ｍ＝1.2㎡＇表裏各2面（ 
 ・ネーミングライツ 
 
 
 

  

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告③ 

  掲載箇所  

表面 ※裏面も同様 

表面 ※裏面も同様 



 ホワイエ2出入口 ゲート：12面 
 
 ・サイズ：Ｈ2.4ｍ×Ｗ1.9ｍ＝4.56㎡＇表裏各4面（ 
 ・サイズ：Ｈ2.4ｍ×Ｗ1.4ｍ＝3.36㎡＇表裏各2面（ 
 ・ネーミングライツ＇ゲート名（ 
 
 
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告④ 

  掲載箇所  

表面 ※裏面も同様 

表面 ※裏面も同様 



 ホワイエ2入口 大階段：1面 
 
 ・サイズ：Ｈ1.9ｍ×Ｗ13ｍ＝24.7㎡ 
 ・ネーミングライツ＇大階段名（  
 
 
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑤ 

  掲載箇所  



 ホワイエ1入口横 壁面：1面 
 
 ・サイズ：Ｈ1.2ｍ×Ｗ1.4ｍ＝2.88㎡ 
 
 
 
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑥ 

  掲載箇所  



 ホワイエ1入口横柱：1面 
 
 ・サイズ：Ｈ2.0ｍ×Ｗ2.0ｍ＝4.0㎡ 
 
 
 
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑦ 

  掲載箇所  



 アリーナ内センタービジョン：5面 
 
・ビジョン間 サイズ：1.5㎡＇×4面（ 
・ビジョン底面 サイズ：12.5㎡＇×1面（ 
 
 

  

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑧ 

  掲載箇所  



 アリーナ北エリア 
・壁面、柱面への広告表示 64㎡ ※白色のみ使用可 
 壁面：48㎡＇ 16㎡ ×3箇所（  
 柱面：16㎡＇ 2㎡ ×8箇所（ 
・アリーナ内ゲートへの表示＇各社と分割（ 
 1階：ゲート2箇所 2階：ゲート3箇所 
・エリアネーミングライツ、チケット券面への表示 
・座席への表示 441席  
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑨ 

  掲載箇所  



 アリーナ南エリア 
・壁面、柱面への広告表示 112㎡  ※白色のみ使用可 
 壁面：96㎡＇ 16㎡ ×6箇所（ 
 柱面：16㎡＇ 2㎡ ×8箇所（ 
・アリーナ内ゲートへの表示＇各社と分割（ 
 1階：ゲート2箇所 2階：ゲート3箇所 
・エリアネーミングライツ、チケット券面への表示 
・座席への表示 2階555席、3階162席 
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑩ 

  掲載箇所  



 アリーナ東エリア 
・壁面、柱面への広告表示 49㎡  ※白色のみ使用可 
 壁面:37㎡＇4箇所（ 
 ①15㎡ ②6㎡ ③6㎡ ④10㎡ 
 柱面：12㎡＇ 1.5㎡ ×8箇所（ 
・アリーナ内ゲートへの表示＇各社と分割（ 
 1階：ゲート2箇所 2階：ゲート3箇所 
・エリアネーミングライツ、チケット券面への表示 
・座席への表示 710席  
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑪ 

  掲載箇所  



 アリーナ西エリア 
・壁面、柱面への広告表示 115.5㎡  ※白色のみ使用可 
 壁面：96㎡＇12㎡*8箇所（  
 柱面：19.5㎡＇1.5㎡ ×13箇所（ 
 
・アリーナ内ゲートへの表示＇各社と分割（ 
 1階：ゲート2箇所 2階：ゲート3箇所 
・エリアネーミングライツ、チケット券面への表示 
・座席への表示 2階701席、3階104席  
 

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑫ 

  掲載箇所  



 アリーナ内3階 角：2面 
 
 ・サイズ：Ｈ1.7ｍ×Ｗ4.5ｍ＝7.65㎡ 
 
 
 
 

  

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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  広告⑬ 

  掲載箇所  



  ホワイエ、アリーナ内お手洗い＇男女（ 
 
 

・扉内面         30cm四方 
・各洗面台、各個室 15cm四方 
・ホワイエ2女性パウダーブース背面 6㎡ 
 
 

  

メディア紹介 

■メディアメニュー 
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 広告⑭ 

  掲載箇所  



メディア種類 

契約期間 
1年 

【バナー】 
ホームページ トップページ下部 
＇サイズ：２３４ｐｘ×６０ｐｘ（ 

【周辺情報】 
ホームページ 周辺情報ページ 

＇飲食店（ 

【周辺情報】 
ホームページ 周辺情報 

＇飲食店以外の店舗・ホテル（ 

【周辺情報】 
ホームページ 周辺情報ページ 

＇複合施設（ 

≪備考≫ 
  ・お支払いは当社指定口座へのお振込みとなります。 
  ・掲載の際には画像などの情報提供をお願いする場合がございます。 
  ・期間は年度ごとの契約となります。 
 

■メディア種類 

  ホームページバナー広告・周辺情報 
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メディア紹介(ホームページ) 
Presented by   

  リニューアルされたゼビオアリーナ仙台の 

  ホームページへ広告を掲載しませんか？  

イベント情報 

座席情報 

施設情報 

アクセス 

他、 

360°パノラマビュー 

館内の設備などをご紹
介する主催者様向けの
ページもご用意 

１ヵ月閲覧数約66,000件 
■ 
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 ・サイズ：２３４ｐｘ×６０ｐｘ 
 
掲載は最も開くトップページのお知
らせ欄の下部へとなります。 
SNS投稿が集約表示される上の位
置となりますので、ホームページ内で
最も目にする部分の一つとなります。 
バナー広告を掲載することで閲覧者
への企業様のPRを行えます。 
リンクをクリックし企業様HPへ誘導
が可能です。 

■トップページ 

Presented by   

【バナー】 

ホームページバナー広告・周辺情報掲載ご案内 

トップページのメニュー部
分の「周辺情報」をクリッ
クして別にページを設け、
周辺の店舗情報などとし
てご紹介いたします。 

【周辺情報】 
グルメやショッピングなど、
仙台駅や仙台空港から長
町の周辺情報としてご紹
介するページとなります。 
特に県外からお越しの方
へ効果的に閲覧いただけ
ます。 
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■メディアに関する問い合わせ先 

ゼビオアリーナ仙台  担当：小池 TEL：022-748-0877 

■興行・施設運営管理会社 

クロススポーツマーケティング株式会社＇ゼビオグループ（   TEL：03-5282-7655 

お問い合わせ 
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