
BAMBITIOUS NARABAMBITIOUS NARA

はじめましてバ
ンビシャス奈良

～シカッチェと
おともだちにな

ろう

キャンペーン～
案内付き

シカッチェからの

お手紙

・そもそもバンビシャス奈良って？
・試合っていつどこでやってるの？

・シカッチェとは ...?

はじめまして BOOK

奈良県民ならバンビシャス奈良でしょ！

奈良県民ならバンビシャス奈良でしょ！



これを開いてくれた　あなたへ

こんにちは！

奈良県のプロバスケットチーム

「バンビシャス奈良」のチームキャラクター

シカッチェなのです！

おともだちになってほしいのです。

シカッチェより

バンビシャス奈良とは？？バンビシャス奈良とは？？

昨年から始まったプロバスケットボールリーグ （B.LEAGUE） の

B２リーグに所属している、奈良県のプロバスケットチームです。

奈良県民に愛される、 県民球団を目指し、

バスケットボール界のチャンピオンになるべく、

日々熱い戦いを繰り広げています。

シカッチェ プロフィール

誕生日：３月２７日

趣味：アメちゃんを配ること♪

バンビシャス奈良のことを

もっと知ってほしい！

シカッチェからの

お手紙



GOAL

建物の見える方へ歩けば

ならでんアリーナ到着！

加茂駅行 ・ 高の原駅行バスに乗車

　

②バス停

バスの時間は奈良交通の

HP にて要 CHECK なのです

階段を上がって

13 番バス乗り場を目指すのです

①近鉄奈良駅西改札口
改札を出て

7 番出口を目指すのです

地下通路を進み

「市営球場前」 にて下車なのです

２０１７年度同志社大学プロジェクト科目「プロバスケを盛り上げよう！　

〜認知向上・集客をマーケティング」奈良チーム Twitter にて行き方動画も配信中なのです！

試合会場までのアクセス
試合会場までのアクセス

@probaskenara_pj



熱く戦う

選手たち

♯1 樋口 真斗

(MAKOTO HIGUCHI)

1992/7/21 177cm 75kg

♯2 ゲイリー ハミルトン

(GARY HAMILTON)

1984/8/7  208cm 130kg

♯3 石橋 晴行

(HARUYUKI ISHIBASHI)

1973/12/3  173cm 71kg

♯5 山下 颯

(HAYATE YAMASHITA)

1992/4/1  193cm 82kg

♯6 チリジ ネパウエ

(TSHILIDZI NEPHAWE)

1989/6/10  208 cm 122kg

♯10 クリス ジェンキンス

(CHRIS JENKINS)

1994/3/11  201cm  86kg

♯13 小松 秀平　

(SHUHEI KOMATSU)

1985/6/10  184cm 83kg

♯15 寺下 太基

（DAIKI TERASHITA)

1980/2/25  191cm 88kg

♯22 武田 倫太郎

(RINTARO TAKEDA)

1991/6/8  175cm 75kg

♯24 本多 純平

(JUMPEI HONDA)

1988/12/7  190cm 94kg

♯26 松本 健児 リオン

(KENJI LEON MATSUMOTO)

1994/5/30  183cm 78kg

♯33 喜久山 貴一

(KIICHI KIKUYAMA)

1992/4/26  178cm 75kg

アグレッシブで

一生懸命なプレー！

優しい笑顔の

王子様
トップスコアラー

スリーポイントシュート

なら任せとけ！
熱いガッツのあるプレー！

がむしゃらなプレー！ Mr. バンビシャス

チームの

盛り上げ役

チーム最年少

おしゃれ番長

各選手のプレーに注目なのです！

安定した

ゲームコントロール
リバウンドの名手

SG C

PG SF/PF C

SF SG SF/PF

PG SF PG/SG

PG/SG

元日本代表ヘッドコーチ

キャンペーン参加者には 11/19 の試合会場、 チケット売り場隣接の

同志社大学プロジェクト科目特設ブースにて、 ブースターに聞いた注目の選手 ・ バンビーナスを掲載した

会場限定まるわかり BOOK をプレゼント！キャンペーン詳細は次のページへ！！！

Miyuki

♯0 澤岻 直人

(NAOTO TAKUSHI)

1981/10/13 181cm 82kg

ジェリコ パブリセビッチ

(ZELJKO PAVLICEVIC)

1951/3/26

抜群の躍進力！

熱く戦うバンビシャス奈良の選手たち

熱く応援するバンビシャス奈良のダンスチーム
チーム最年長

大ベテラン

＊PG( ポイントガード ),SG( シューティングガード ),SF ( スモールフォワード ),PF( パワーフォワード ),C ( センター )

PG HC （ヘッドコーチ）

Lisa Fumika

Natsu

Haruka

Mami
Yuki

Rio



ならでんアリーナで

待ってるのです！

このキャンペーンについて ：

このキャンペーンは、 バンビシャス奈良を知らなかった、 知っていたけど試合を観に行ったことがなかった

という学生 （大学生 ・ 短大生 ・ 専門学生 ・ 院生） が対象のキャンペーンです。

今回のシカッチェのおともだち割引券を使って、 バンビシャス奈良を応援しにきませんか？

バスケがわからない人も大丈夫！会場にきてくれた方には会場限定版まるわかり BOOK をプレゼント！

ルールやフードの紹介など、 これさえあれば、 初心者さんでも楽しめる！！！

シカッチェに会いにならでんアリーナに来ませんか？

参加方法：

右の申し込みフォームから、11 月 19 日の試合に参加表明をする。

　　　　　　　↓

２階自由席対象のシカッチェのおともだち割引券付きメールを

受け取る。

　　　　　　　↓

11/19 にならでんアリーナへ

当日試合会場のチケット売り場 隣接の

同志社大学プロジェクト科目特設ブースにて、

割引券付きメールと学生証を提示でシカッチェのおともだち価格

（￥1500）でチケットを購入。

　　　　　　　＋　　　

会場限定まるわかり BOOK と参加者特典をプレゼント！！

イベント詳細

１１月１９日（日）

１１：００開場

１４：００試合開始

＠ならでんアリーナ

対戦相手：ライジングゼファー福岡

参加申し込みはこちらからなのです！！

２階自由席 当日券

2300 円→1500 円

で楽しめます！

＊メールと学生証をご提示いただけない場合は通常価格での販売となります。

はじめましてバンビシャス奈良

〜シカッチェのおともだちになろうキャンペーン〜

申し込みフォーム

https://goo.gl/forms/88ag0DirIhl43n4a2

2017 年度同志社大学プロジェクト科目 「プロバスケを盛り上げよう！〜認知向上 ・ 集客をマーケティング」

ここをクリック！

https://goo.gl/forms/88ag0DirIhl43n4a2

