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2010 年 7 月 9 日 

報道関係者各位 

2022 年 FIFA ワールドカップ™日本招致委員会 

 

7 月 19 日～22 日 

 FIFA インスペクション 日本視察スケジュールについて 

 

2018/2022年FIFAワールドカップ™招致につき、7月19日（月・祝）から22日（木）までの期間、国際サッカー連盟（FIFA）

による「FIFA インスペクション」の日本視察が行われます。 

FIFA インスペクションは、ハロルド・メイン-ニコルズ団長（チリサッカー連盟会長）をはじめとする FIFA が指名したメン

バーによって行われ、日本を皮切りに、7 月中旬から 9 月中旬までの期間で全招致国を視察するものです。各招致国が

「招致ブック」のなかで提案した会場の視察のほか、招致委員会からのプレゼンテーションの場が設けられます。 

日本では、7 月 19 日に大阪入りし、3 日間をかけてスタジアムやトレーニングサイトなどの会場視察ならびに 2022 年

FIFA ワールドカップ™日本招致委員会（委員長 犬飼基昭）とのミーティングを行います。行程は FIFA が提示した要件に

基づいて日本招致委員会が提案したもので、大阪、東京、埼玉の各所を訪れます。 

ご多忙のところ恐れ入りますが、ご取材賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 
【FIFA インスペクション 日本視察概要】 

■時期：  2010 年 7 月 19 日（月・祝）～22 日（木） 

■場所・行程： FIFA が提示した要件に基づき、日本招致委員会が提案したもの。（以下ご参照） 

■ご取材について： FIFA インスペクション時の各視察会場内、プレゼンテーション/ミーティング内の模様はご

取材いただけません。また FIFA インスペクション期間中、FIFA との質疑応答の場はござい

ません。いずれも全招致国共通となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたしま

す。 

 

7/19（月・祝） 大阪 

Time FIFA インスペクション 内容 場所 ご取材方法 

 17：20 到着 （EK316 予定）*公表はお控えください 関西国際空港    ご取材をご希望の場合は、別

途、関西空港株式会社に申請

をお願いします。 

17：30 

前後 

～来日記者ブリーフィング～ 

出席者：FIFA 視察団 ハロルド団長、 

犬飼委員長、小倉副委員長（FIFA理事） 

         大阪市長 

関西国際空港 

国際線到着ターミナル （1 階） 

＊ターミナルから出て左側 

別紙申請書にて申請ください。 

申請後、当日は会場に直接お

越しください。受付開始：16：45 

  （ヘリ移動）   ― 

18：10 ＜会場視察＞ 

開幕・決勝戦スタジアム 

「（仮称）大阪エコ・スタジアム」  

 

ヘリ上空より場所を確認／ 

詳細はプレゼンテーション時に説明 

不可 
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18：30 大阪市内ホテル着  不可 

 

7/20（火） 大阪 

Time FIFA インスペクション 内容 場所 ご取材方法 

8：30～ 

11：45 

＜日本招致プレゼンテーション＞ 

＜概要ミーティング＞ 

ザ・リッツ・カールトン大阪 不可 

12：00 ～日本招致委員会/大阪市 記者会見～ 

 出席者：犬飼委員長、小倉副委員長 

         大阪市長 

       丸山日本招致委員会実行本部長 

ザ・リッツ・カールトン大阪 

 

別途申請書にて申請ください。 

申請後、当日は会場に直接お

越しください。 

報道受付開始：11：20 

13：10 ＜会場視察＞ 

FIFA 総会会場 

大阪国際会議場グランキューブ大

阪 

会場到着/出発時のみ撮影可 

ただし、会場内撮影不可 

14：10 ＜会場視察＞ 

 ファンフェスト会場 

 ※大阪市長 出席 

大阪城西の丸庭園  

 

別途申請書にて申請ください。 

申請後、当日は会場に直接お

越しください。 

報道受付開始：13：30 

＊建物内撮影不可 

 （ヘリ移動）   

15：15 ＜会場視察＞ 

 チームトレーニングサイト視察 

 ※堺市長 出席 

堺市立・サッカーナショナルトレーニ

ングセンター 

 

別途申請書にて申請ください。 

申請後、当日はクラブハウス

前に直接お越しください。 

受付開始：14：45 

＊会場到着/出発時のみ撮影

可。ただし、会場内撮影不可 

16：20 ＜会場視察＞ 

国際放送センター会場 

インテックス大阪 会場到着/出発時のみ撮影可 

ただし、会場内撮影不可 

17：45 ＜会場視察＞ 

FIFA 本部ホテル 

ザ・リッツ・カールトン大阪 不可 

20：00 大阪市/日本招致委員会主催 ウェルカムディナー  不可 

 

 

7/21（水） 東京、埼玉 

Time FIFA インスペクション 内容 場所 ご取材方法 

 （飛行機移動、ヘリ移動） 伊丹→羽田→埼玉 羽田まで JAL 便を予定 

11：30 ＜会場視察＞ 

グループリーグスタジアム 

※埼玉県 上田知事、小谷野県議会議長、 

ほか出席 

埼玉スタジアム２００２ 

 

別途申請書にて申請ください。 

申請後、当日は会場に直接お

越しください。 

受付開始：11：00 

＊会場到着/出発時のみ撮影

可。ただし、会場内撮影不可 

12：15 （ヘリ移動）   

14：00 ＜会場視察＞ 

チームホテル 

ザ・プリンスパークタワー東京 不可 

14：50 ＜会場視察＞ 

ドロー会場 

※東京都 佐藤広 副知事 出席 

東京国際フォーラム 別途申請書にて申請ください。 

申請後、当日は東京駅側タク

シー乗降所付近に直接お越し

ください。受付開始：14：20 

＊会場到着/出発時のみ撮影
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可。ただし、会場内撮影不可 

7/22（木） 東京 

Time FIFA インスペクション 内容 場所 ご取材方法 

9：00～

11：00 

＜日本招致プレゼンテーション＞ 

＜FIFA/日本招致ファイナルミーティング＞ 

ザ・リッツ・カールトン東京 不可 

12：30 ～インスペクション総括記者ブリーフィン

グ～ 

 出席者：FIFA ハロルド団長、犬飼委員長 

～FIFA インスペクション総括 記者会見

～ 

出席者：犬飼委員長、川淵顧問（JFA 名誉会長） 

      小倉副委員長 

      田嶋 JFA 専務理事 

 

ザ・リッツ・カールトン東京 

グランドボールルーム 

  

別途申請書にて申請ください。 

 

東京運動記者クラブ加盟の

方々は、1社 4名を超える場合

のみ、申請書にてご連絡をお

願いいたします。 

 

申請が不要な方、申請された

方は、当日会場に直接お越しく

ださい。受付開始：11：50 

16：35 日本出発 （KE5710 予定）*公表はお控えください 東京国際空港（羽田空港）  

 

＊出席者は変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

＊招致委員会メンバーや申請書が必要ない会場での取材をご希望の場合は、招致委員会 広報担当 種蔵（たねくら）までご連絡ください。

ＴＥＬ：03-3830-1822、080-1110-8553  

 

【FIFA インスペクションについて】 

■FIFA が FIFA インスペクション行程に視察対象として入れることを提案した会場： 

決勝戦スタジアム、グループリーグスタジアム、FIFA 本部ホテル、IBC 会場、抽選会会場、チームホテル、

チームトレーニングサイト、開幕戦スタジアム（オプション） 
 

■FIFA インスペクション 各招致国訪問スケジュール： 

7 月 19 日(月･祝)～ 7 月 22 日(木) 日本 

7 月 22 日(木)～ 7 月 25 日(日) 韓国 

7 月 26 日(月)～ 7 月 29 日(木) オーストラリア 

8 月 9 日(月)～ 8 月 12 日(木) オランダ／ベルギー 

8 月 16 日(月)～ 8 月 19 日(木) ロシア 

8 月 23 日(月)～ 8 月 26 日(木) イングランド 

8 月 30 日(月)～ 9 月 2 日(木) スペイン／ポルトガル 

9 月 6 日(月)～ 9 月 9 日(木) アメリカ 

9 月 13 日(月)～ 9 月 17 日(木) カタール 

＊日程は、全招致国を視察するにあたり、FIFA が各地域の時差や祝日、台風やラマダンなどといった条 

件等を考慮したうえで決定 
  

■FIFA 視察団メンバー： 

FIFA から指名されたメンバーによって構成され、6 名前後の予定。団長のハロルド・メイン-ニコルズ氏（チ

リサッカー連盟会長）のみ確定しております。 
 

■今後の招致スケジュール： 

  11 月 30 日（火）～12 月 1 日（水） 最終プレゼンテーション（詳細未定/スイス・チューリヒ予定） 

  12 月 2 日（木）   FIFA 理事会で 2018/2022 年 FIFA ワールドカップ開催国決定 

（スイス・チューリヒ） ＊投票方法は明らかになっていません 

以 上  

 

【本件に関するお問い合わせ窓口】	 

2022 年 FIFA ワールドカップ™日本招致委員会	 広報担当	 種蔵（たねくら）	 TEL：03-3830-1822	 
 

 


