
Access

〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町美シ森8番
TEL.0240(26)0111　FAX.0240(26)0112

【お車で】
常磐自動車道(広野ICより約5分)
三郷IC－広野IC(約200km)
郡山IC－広野IC(約100km)

【電車で】
JR常磐線広野駅より、車で約10分
JR常磐線木戸駅より、徒歩で約20分
東京駅－広野駅
(東京駅－いわき駅 2時間 ※特急ひたち利用)
(いわき駅－広野駅 30分 ※JR常磐線利用)
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　Jヴィレッジは、1997年に日本初の

サッカーナショナルトレーニングセン

ターとして開設以来、東日本大震災発生ま

での間、年間50万人、累計およそ680万

人が来場し、W杯サッカー日本代表のト

レーニングキャンプをはじめ、各種カテゴ

リーの大会・合宿等で多くのチームに利用

されてきました。

　全日本少年サッカー大会・日本クラブ

ユース選手権大会（U18/U15）・全日本

女子（U15）サッカー選手権大会等、各種

カテゴリーの全国大会が毎年開催され全

国のサッカーチームの憧れのステージで

ありました。

　2011年3月に発生した東日本大震災

と、それに伴う福島第一原子力発電所の事

故収束の対応拠点として政府及び東京電

力株式会社に使用されることとなり、施設

の営業は休止しました。

　これらの役割を終えた現在、2018年

夏の再オープンに向けて準備を進めてい

ます。

　従来施設のリニューアル工事に加え、新

たなホテル棟の建設、日本初となる全天候

型サッカー練習場の建設工事に着手し、新

たな魅力をプラスして生まれ変わります。

スポーツはよろこびです
経営理念

新生Ｊヴィレッジの使命
1. 福島県復興の姿を国内外に発信します

2. 福島県双葉地方の復興・再生を牽引します

3. サッカー・スポーツ振興に貢献します

4. 未来を担うトップアスリートを育成します

5. 地域コミュニティの中核として地域の方々の健康づくりに貢献します

新生Jヴィレッジの新たな魅力
1. 全天候型サッカー練習場が新設されます。
　 （日本初となるサッカーピッチ1面分の屋根付き人工芝グランド）

2. 従来の宿泊施設に加え、新たに宿泊棟を新設します。
　 （117室・８Fに大浴場を備えます）

3. ビジネスニーズに対応した会議機能を有する
　 コンベンションホールを新設します。 （300人収容）

最高のフットボールセンターとして

● サッカーを通じてスポーツ振興を図り、社会に貢献する。
● 交流人口の拡大を図り、恒久的な地域振興に貢献する。

スタジアム
5,000人収容可能なスタジアムは各種大会に使用できます。

施設の概要
　Jヴィレッジは、福島県浜通りに位置し、東北地方にありながら温暖な気候で

冬季も雪の影響を受けずに年間を通してサッカーを楽しむことができます。

　施設面積は、東京ドーム10個分となる49haにも及び、観客席付スタジアムを

含め天然芝ピッチ8面、人工芝ピッチ2面、全天候型サッカー練習場、雨天練習

場、ホテル(総客室数200)、フィットネスジム、アリーナ、プール、約730台収容

駐車場を備えた一大トレーニングセンターです。
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最高のフットボールセンターとして

アリーナ フィットネスジム 雨天練習場

全天候の意匠図

全天候型
サッカー練習場
1. サッカー、ラグビーをはじめ、様々
なスポーツに使用可能な人工芝
ピッチ1面の屋内練習場です。

2. 季節、天候にかかわらず、年間を通
して質の高いトレーニング環境を
提供します。

3. 約1万㎡、屋内高さ最大22ｍ（中央
部）、8ｍ（タッチライン上部）、日光
の入る膜屋根、観覧スペース250
席を備えています。

天然芝グラウンド
世界最高レベルの天然芝フィールド



2012/2　Jヴィレッジ　仮設フィットネスジム（いわき市）再開

2012/4　広野町避難指示区域解除

2014/5　Jヴィレッジ復興プロジェクト結成

2015/1　「新生Jヴィレッジ」復興・再整備計画策定

2015/3　常磐自動車道　全線開通

2015/9　楢葉町避難指示区域解除

2016/2　県立大野病院附属ふたば復興診療所開所

2016/4　新舞子ヴィレッジ（いわき市多目的運動場）指定管理業務開始

2016/６　Jヴィレッジサッカースクール再開（いわき市新舞子ヴィレッジ）

2016/8　 Jヴィレッジ復興寄付金（Jヴィレッジサポーター）募集開始

2018/夏　一部営業再開
　　　　　（既存建屋リニューアルオープン・新設ホテル棟オープン・南フィールド再開）

2019/4　グランドオープン(全面営業再開)
　　　　　（北フィールド再開・スタジアム再開・全天候サッカー練習場オープン）

2020/3　JR常磐線全線開通(予定)

1997年  7月　　日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設

1997年10月　　サッカースクール開校

1998年12月　　日本初の蹴球神社奉納

1999年  3月　　名物「マミーすいとん」トルシエ代表監督命名

1999年10月　　天皇陛下行幸啓（全国豊かな海つくり大会レセプション）

2002年  4月　　日韓Ｗ杯大会アルゼンチン代表キャンプ

2004年  4月　　「スポーツの里」事業開始

2004年  9月　　女子サッカーチーム「TEPCOマリーゼ」本拠地として活動開始

2006年  4月～　JFAアカデミー福島開校

2006年  5月　　ジーコジャパンドイツＷ杯直前合宿6万人超来場

2006年  8月～　全日本少年サッカー大会開催会場

2007年12月　　Jヴィレッジスポーツクラブ高円宮杯全国大会初出場

2009年  8月　　JFAメディカルセンター完成

2009年  9月　　FIFAブラッター会長来館

2011年  3月～　東日本大震災により営業休止

沿革

復興の歩み

FIFAワールドカップ2002 アルゼンチン代表チーム

サッカーチリ代表チーム (2007年・2009年）

FIFAワールドカップ日本男子代表 （1997年̃2006年 7回）

FIFAワールドカップ日本女子代表 （1997年～2009年 12回）

五輪サッカー日本男子代表 （シドニー2000年～アテネ2004年 2回）

サッカー各年代日本男女代表 （1997年～2010年 計138回）

Jリーグチーム （鹿島アントラーズ、FC東京、セレッソ大阪 他多数）

ラグビーワールドカップ日本代表 （2004年～2007年 4回）

ラグビートップ/チャレンジリーグ （セコムラガッツ・釜石シーウェイブス）

トップチーム合宿実績

JFAプレミアムカップジャパン （1998年～2010年 計10回）

全国少年サッカー大会 （2006年～2010年 計5回）

日本クラブユースサッカー選手権（U15）大会 （1997年～2010年 計11回）

日本クラブユースサッカー選手権（U18）大会 （1997年～2010年 計11回）

全日本女子ユース（U15）サッカー選手権大会 （1997年～2010年 計11回）　

全国大会実績

今後の予定スケジュール

全日本少年サッカー大会 開会式全日本少年サッカー大会 開会式

Ｊヴィレッジ復興プロジェクトキックオフ会見Ｊヴィレッジ復興プロジェクトキックオフ会見

ラクビートップリーグチーム キャンプラクビートップリーグチーム キャンプ

FIFAワールドカップ2006 日本代表キャンプFIFAワールドカップ2006 日本代表キャンプ

FIFAワールドカップ2002 アルゼンチン代表キャンプFIFAワールドカップ2002 アルゼンチン代表キャンプ

パシフィックホール （100名程度）
中宴会場 （30名程度）
小宴会場 （10名程度）
和室宴会場 （10畳×3）

新宿泊棟

宿泊・研修施設センター棟(既存棟)

新設ホテル棟

1． 鉄骨造7階建て（一部8階建て）
     延床面積約5,420㎡

2． 新客室117室
     ゆったりサイズの部屋
　　（※繁忙期はツイン仕様が可能）

3． 円卓で約168名収容可能な
　  コンベンションホール
      （※会議やパーティーにも利用可能）

4． アスリートのみならず、イノベー
ションコースト構想等のビジネスの
お客様や、復興ツーリズムのお客様
をはじめ、幅広い方に利用いただけ
る宿泊施設

ご宿泊

セミナー・会議室

パーティー・ご宴会

ツインルーム （43室）
スィートルーム （2室）
４ベットルーム （38室）

S 棟 ／

N 棟 ／

コンベンションホール
（階段式セミナールーム 130席）
研修室1～4 （各30名程度）

ご宿泊

セミナー・・ご宴会

シングルルーム （114室）
Jr.スィートルーム （3室）

コンベンションホール
（シアター型294名）（円卓型168名）

新設ホテル棟 Jrスイート新設ホテル棟 シングル

センター棟 コンベンションホール

新設ホテル棟 コンベンションホール

中宴会場


