≪SMBC日本シリーズ２０１６ チケット発売要項≫
【福岡ヤフオク!ドーム(第３戦・第４戦・第５戦：福岡ソフトバンクホークスがホームチームの試合のみ)】

◆入場券
席種
フィールドシートA
フィールドシートB
プレミアムSS
プレミアムS
プレミアムA
プレミアムソファ（1名）
プレミアムソファ（2名）
プレミアムソファ（3名）
S指定席
A指定席
プレミアムスポーツシート

B指定席
ホークス応援指定席
外野指定席
内野立見A
内野立見B（ヒップバー付）

ホークス応援立見
外野立見

金額
15,000円
12,000円
12,000円
10,000円
8,000円
10,000円
20,000円
30,000円
7,500円
6,500円
9,000円
4,500円
3,000円
3,000円
2,500円
2,000円
2,000円
2,000円

◆王貞治ベースボールミュージアムシート
席種
金額
ミュージアムシート指定
2,500円
ミュージアムカウンターシート
2,500円

◆ビジター応援指定席（外野指定席レフト側）
席種
金額
ビジター応援指定席
3,000円
ビジター応援立見
2,000円

席種
ボックスファイブ（5名1組）

内野Wシート（ペア）
ホームランテラス（カウンター）

ホームランテラス（ペア）
ホームランテラス（4名1組）
ホームランテラス（6名1組）
ホームランテラス（デッキチェア・ペア）

ペアシート（2名1組）
ビクトリーウイング立見
なごみシート
グループシート
ファミリーシート
車いす席Ａ
車いす席Ｂ
ホームランテラス車いす

金額
30,000円
13,000円
4,500円
9,000円
18,000円
27,000円
9,000円
20,000円
5,000円
8,500円
8,500円
8,500円
6,500円
4,500円
4,500円

＊料金はすべて税込み。
＊４歳以上から入場券が必要。４歳未満でも座席を確保する場合には入場券が必要。
＊不測の事態で表記の試合が中止の場合は翌日に順延となり、入場券も繰り下げて有効。
※第１戦・第２戦で中止になった場合はその球場で順延し、１日移動日を設けて第３戦を行うが、第5戦と
第6戦の間の移動日は設けない。
※順延になった場合の試合開催日程については、日本野球機構オフィシャルサイトにてご確認ください。
＊順延による日程変更の場合の払い戻しは行いません。
＊ホークス応援指定席・ホークス応援立見でのビジターチームへのご声援はご遠慮ください。
＊またユニフォームなどビジターグッズの着用・お持込もお断りいたします。
＊ペアシート、なごみシート、グループシート、ファミリーシート、ビクトリーウイング立見はビュッフェ形式の飲食代込の料金
（アルコール類は別料金）
＊優勝決定後の入場券は１０月３１日(月)～１１月１３日(日)までご購入の店舗にて払い戻しいたします。
＊ボックスファイブ、内野Wシート（ペア）、プレミアムソファ、ビクトリーウイング立見、内野立見A・Bは、
ローソン、ミニストップなどのローソンチケット取扱店のみで販売。
＊プレミアムスポーツシート、ホームランテラスはチケットぴあ取扱店のみで販売。

＊ミュージアムシート、ミュージアムカウンターシートは王貞治ベースボールミュージアムの入館料込みの料金
＊ミュージアムシート、ミュージアムカウンターシートは、スタンドエリアとはガラスで仕切られた室内にある観戦シートです
＊ミュージアムシートは３塁側のみ、試合中継モニターと球場音声放送があり、メガホンなどを利用しての応援可能、ジェット風船使用不可
＊ミュージアムカウンターシートは試合中継モニターなし(ラジオ音声あり)、球場音声放送なし、メガホンを利用しての応援不可、ジェット風船使用不可
＊ミュージアムシート、ミュージアムカウンターシートはローソン、ミニストップなどのローソンチケット取り扱い店舗のみで販売 (チケットは引換券となりますので、
試合当日「王貞治ベースボールミュージアム専用エントランス」で指定席券とのお引換が必要です。 また、お引換の際、塁、座席位置の指定はできません)
＊ビジター応援指定席・ビジター応援立見は一般発売日からの販売。
＊ビジター応援指定席・ビジター応援立見でのホームチームへのご声援はご遠慮ください。
＊またユニフォームなどホームグッズの着用・お持込もお断りいたします。

◆発売方法
【ローソンチケット[Lencore(エルアンコール)/プレリクエスト]先行抽選受付】

受付期間：１０月９日（日）１０：００～１０月１０日（月）２３：００

＊第３戦・第４戦・第５戦のチケットを受付いたします。（福岡ソフトバンクホークスがホームチームの試合のみ）
＊お申し込みは一人各試合１席種４枚（ボックスファイブを除く）までとなります。（重複でのお申し込みは無効となります）
＊お申し込みは一人各試合１席種４枚までとなります。（重複でのお申し込みは無効となります）
※インターネットのみでの受付（パソコン・携帯電話共通）
※枚数限定。
※上記、期間内にお申込みいただいた分を対象に抽選を行います。
※チケットは、ローソンおよびミニストップ店頭Loppiにて受け取りとなります。
※Lencore=会員登録(有料)が必要 プレリクエスト＝会員登録(無料)が必要

【先行抽選受付】 受付期間 ： １０月１３日（木）１０：００～１０月１５日（土）１８：００

～

◇インターネット http://eplus.jp/baseball/
※チケットは、ファミリーマート(Famiポート)またはセブン-イレブン店頭
e+（イープラス）
にてお受取りいただけます。
※クレジット決済のみ
◇電話
【抽選受付】0570-02-9908(Pコード不要)
１０月１５日（土）１８：００
【当落確認】0570-02-9908(Pコード不要)
※チケットは、サークルK・サンクス店頭、福岡市内を除く九州・沖縄地区のチケットぴあ店舗にて受け取りとなります。
※サークルK・サンクスは毎日2:00am～5:30amまではサービス休止となりますのでご注意ください。
サークルK・サンクス
◇インターネット 【抽選受付】http://w.pia.jp/t/nippons/
【当落確認】当落の案内は10月17日(月)以降メールにて配信
※チケットは、サークルK・サンクス店頭、福岡市内を除く九州・沖縄地区のチケットぴあ店舗にて受け取りとなります。
※サークルK・サンクスは毎日2:00am～5:30amまではサービス休止となりますのでご注意ください。

～

～

＊第３戦・第４戦・第５戦のチケットを受付いたします。（福岡ソフトバンクホークスがホームチームの試合のみ）
＊受付は抽選方式。先着順での販売ではありません。受付期間中にお申込みいただければ抽選の対象となります。受付開始直後は大変混み合いますのでつながらない場合はお時間をおいてからお申込みください。
＊受付期間内にお申込みいただいた分を対象に抽選を行います。
＊お申し込みは各試合１席種４枚まで（ボックスファイブ、ホームランテラス6名一組を除く）となります。（重複でのお申し込みは無効となります）
＊電話での受付には発信者番号が必要（発信者番号通知：1つの電話番号で1回のみ受付）
＊インターネットでの受付は、PC・モバイル共通(事前会員登録が必要)
＊雨天など不測の事由により１０月１７日（月）までにクライマックスシリーズが終了しなかった場合には、引換期間が変更になる場合があります。
受付期間
付方法
当選確認
引換え期間
◇電話
【抽選受付】０５７０－０８４－１０２(Ｌコード必要)
※Lコード 第３戦：８０２６５、第４戦：８０２６６、第５戦：８０２６７
フィールドシート/プレミアム 第３・４・５戦共通 ８０２６１
１０月１７日（月） １５：００ １０月１８日（火）１０：００
内野Wシート/立見 第３・４・５戦共通 ８０２６２
ボックスファイブ 第３・４・５戦共通 ８０２６３
ローソン
王貞治ベースボールミュージアムシート 第３・４・５戦共通 ８０２６４
【当落確認】０５７０－０８４－１０２（Lコード不要）
１０月１３日（木）１０：００ ◇インターネット 【抽選受付】http://l-tike.com/sports/
１０月１８日（火） ２３：００ １０月１９日（水） ２３：００
※インターネットでの受付はクレジット決済、ちょコム決済のみ
【当落確認】当落の案内は１０月１７日(月)以降メールにて配信
また、「マイページ」の「お申込みのチケット一覧」からも確認可能

１０月１７日（月）１３：００

１０月１８日（火）１０：００
～

～
１０月１８日（火）２３：３０

～

１０月２０日(木)１４：００

～

【一般発売】

１０月１７日（月）１３：００

１０月１９日（水）２３:３０

１０月２０日（木）１０：００～

＊チケットの発売は福岡ソフトバンクホークスのSMBC日本シリーズ２０１６進出が決定した場合のみ行います。
＊一般発売は先着方式
＊ご購入は一人各試合１席種４枚まで（ボックスファイブ、ホームランテラス6名一組を除く）となります。
＊先行抽選予約受付で予定枚数に達した席種については、一般発売での販売がない場合があります。予定枚数に達し次第、販売終了となります。
＊電話での受付には発信者番号が必要（発信者番号通知：1つの電話番号で1回のみ受付）
＊インターネットでの受付は、PC・モバイル共通(事前会員登録が必要)
＊インターネットでの受付は、すべてクレジット決済。
＊雨天など不測の事由により１０月１７日（月）までにクライマックスシリーズが終了しなかった場合には、引換期間が変更になる場合があります。
発売方法
◇電話
【初日特電１０：００～１８：００】０５７０－０８４－１０２(Ｌコード必要)
※Lコード 第３戦：８１０２５、第４戦：８１０２６、第５戦：８１０２７
フィールドシート/プレミアム 第３・４・５戦共通 ８０２５１
内野Wシート/立見 第３・４・５戦共通 ８０２５２
ボックスファイブ 第３・４・５戦共通 ８０２５３
ローソンチケット
王貞治ベースボールミュージアムシート 第３・４・５戦共通 ８０２５４
※受付は１０月２０日(木)１０：００～１８：００まで
※引換は予約当日１０月２０日(木)２３：００まで
※２日目以降の電話予約はございません
◇インターネット
http://l-tike.com/sports/
※インターネットでの受付はクレジット決済、ちょコム決済のみ
◇インターネット
http://eplus.jp/baseball/
e+（イープラス）
※チケットは、ファミリーマート(Famiポート)またはセブン-イレブン店頭にてお受取りいただけます。
※クレジット決済のみ
◇電話
【初日特電】0570-02-9908(Ｐコード不要)
【２日目以降】0570-02-9999(Ｐコード必要：５９１－２００)
※火曜・水曜の２：３０am～５：３０amはメンテナンスのためご利用いただけません。
※チケットはサークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン－イレブンで引き取り
※サークルK・サンクスは毎日2:00am～5:30amまではサービス休止となりますのでご注意ください。
※チケットぴあ店舗は店舗により営業時間が異なります、ご注意ください。

店頭発売（２日目以降）
◇全国のローソンおよびミニストップ店頭Loppi
※残席があった場合のみ、１０月２１日(金)１０：００より販売
※Lコード 第３戦：８１０２５、第４戦：８１０２６、第５戦：８１０２７
フィールドシート/プレミアム 第３・４・５戦共通 ８０２５１
内野Wシート/立見 第３・４・５戦共通 ８０２５２
ボックスファイブ 第３・４・５戦共通 ８０２５３
王貞治ベースボールミュージアムシート 第３・４・５戦共通 ８０２５４

◇全国のファミリーマート店頭Ｆａｍｉポート
※残席があった場合のみ、１０月２１日(金)１０：００より販売
◇サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン-イレブン
※残席があった場合のみ、１０月２１日（金）１０：００より販売
※Ｐコード必要：５９１－２００
※サークルK・サンクスは毎日2:00am～5:30amまではサービス休止となりますので
ご注意ください。
※チケットぴあ店舗は店舗により営業時間が異なります、ご注意ください。

チケットぴあ
◇インターネット

※セブン－イレブンは24時間サービスとなります。
http://w.pia.jp/t/nippons/
※火曜・水曜の２：３０am～５：３０amはメンテナンスのためご利用いただけません。
※チケットはサークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン－イレブンで引き取り
※サークルK・サンクスは毎日2:00am～5:30amまではサービス休止となりますのでご注意ください。
※チケットぴあ店舗は店舗により営業時間が異なります、ご注意ください。
※セブン－イレブンは24時間サービスとなります。

※セブン－イレブンは24時間サービスとなります。

※電話でのお申し込みにはプッシュ回線でトーン信号の出る電話機をご利用ください。（一部の携帯電話、一部のケーブル接続電話、IP電話は０５７０で始まる電話に接続できない場合があります。）

【車いす席発売方法、車いす席専用駐車場予約方法】
◆車いす席発売方法（抽選受付）
販売方法： “チケットぴあWEBによる抽選販売"
http://w.pia.jp/t/nipponss-wheelchair/ ※PC・モバイル共通
※チケットぴあの会員登録（無料）が必要です
席種・枚数制限：車いすゾーンA １試合につき、お一人様車いす席１席、付添い席1席の合計2席までのお申し込みを受け付けます(車いす席、付添い席とも同額：１席6,500円)
※車いすゾーンAにつきましては、ストレッチャー型の車いすでは利用できません。
車いすゾーンB １試合につき、お一人様車いす席１席、付添い席２席の合計３席までのお申し込みを受け付けます(車いす席、付添い席とも同額：１席4,500円)
ホームランテラス車いす 1試合につき、お一人様車いす1席、付添い席2席の合計3席までのお申込みを受付けます（車いす席、付添い席とも同額：1席4,500円）
※引換券や割引クーポンはご利用頂けません。
受付期間： 10月11日（火）10:00～10月16日（日）18:00
当落通知： 10月18日（火）朝10:00より当落結果をご登録のメールアドレス宛にメールにて通知
引換期間： 10月18日(火) 10:00～10月19日(水)23:30
※予約流れ発生時には10月20日(木)13：00～先着順にて販売いたします
WEB： http://w.pia.jp/t/nipponss-wheelchair/
電話：0570-02-9999(※Ｐコード必要：834-063)
店頭：サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン-イレブン ※Ｐコード必要：834-063
◆車いす専用駐車場予約券販売方法（先着受付）
発売日：10月20日(木)13：00～
車いす専用駐車場は1申込み1台まで。入庫時に身障者手帳の提示、もしくは車いすご本人様と同乗する必要があります。（1台：2,000円）
電話：0570-02-9999(※Ｐコード必要：834-064)
店頭：サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン-イレブン

※Ｐコード必要：834-064

【車いす席発売方法、車いす席専用駐車場予約方法に関するお問合せ】
チケットぴあ車いすゾーン専用ダイヤル：092-708-9970（10：00～18：00）

【チケットに関するお問い合わせ先】
ローソンチケット
e+（イープラス)
チケットぴあ

電話 ０５７０－０００－７３２（１０：００～２０：００）

http://eplus.jp/qa/
電話 ０５７０－０２－９１１１(１０：００～１８：００)

