≪2015WBSCプレミア12 チケット発売要項 札幌ドーム≫
球場 ： 札幌ドーム
開幕戦（Game1） ： １１月８日（日） 日本（１塁側） VS 韓国（３塁側） 試合開始１９：００ 開門予定 １７：００
＊５回以降１５点差、７回以降１０点差でコールドゲーム。９回同点の場合は１０回からタイブレーク。
◆入場券
ローソンチケット先行

席種
ダイヤモンドシート
ダイヤモンドシート（グッズ付き）
プラチナシート
プラチナシート（グッズ付き）
ブロンズシート
ブロンズシート（グッズ付き）
フィールドシート
フィールドシート（グッズ付き）
ＳＳ指定席
ＳＳ指定席（グッズ付き）
Ｓ指定席（ローソンチケット先行のみ記念品付き）
A指定席（ローソンチケット先行のみ記念品付き）
B指定席（ローソンチケット先行のみ記念品付き）

内野自由
外野自由
ファミリーシート(５名１組)
スカイボックスシート４(４名１組)
スカイボックスシート６(６名１組)
車いす席

発売料金
（９/１～９/３０）
－
10,800
－
9,900
－
9,500
－
11,300
－
9,900
8,300
7,200
5,700
4,100
2,700
11,300
13,000
14,000
－

料金(１０/１～)
9,800
－
8,800
－
8,300
－
10,300
－
8,800
－
8,300
7,200
5,700
4,500
3,000
12,500
14,400
15,600
2,600

◆発売方法
【ローソンチケット先行発売】

＊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
＊車いす席、車いす専用駐車券は１０月１日（木）より札幌ドーム
（電話受付）のみで販売いたします。
＊ファミリーシート、スカイボックスシートはローソンチケットのみで
販売いたします。
＊普通車駐車券、障がい者用駐車券は１０月１日（木）よりローソンチケット
取扱店、チケットぴあ取扱店、セブン-イレブン各店、
札幌ドーム総合案内チケット窓口で販売いたします。
＊大型車駐車券は１０月１日（木）よりローソンチケット取扱店にて
販売いたします。
＊不測の事態で試合が中止の場合は１１月９日（月）～ １１月２３日
（月・祝）までご購入の店舗にて払戻しいたします。
＊グッズ付きチケットはローソンチケット先行発売のみで販売いたします。
グッズ（侍ジャパンフェイスタオル）はご購入のローソン・ミニストップ
店舗にてお渡しいたします。
＊ローソンチケット先行発売にてS指定席、A指定席、B指定席をご購入の
方には札幌ドーム２階コンコース１塁側/３塁側引換えブースにて記念品
をお渡しいたします。 （試合当日の開門～７回裏終了まで）
＊９月１日～９月３０日のローソンチケット先行発売期間のダイヤモンド
シート、プラチナシート、ブロンズシート、フィールドシート、SS指定席は
グッズ付きチケットのみとなります。１０月１日以降はグッズ付きチケット
の販売はありません。

９月１日（火）１０：００～９月３０日(水)２３：００

◇インターネットのみでの受付(パソコン・携帯電話共通) URL：http://l-tike.com/premier12/
*受付は先着方式。
*会員登録(無料)が必要。
*枚数限定。予定枚数に達し次第、販売終了となります。
【一般先行発売】

１０月１日（木）１０：００～
◇電話

０５７０－０８４－００１（Lコード必要）
※Lコード
入場券：１００１２、企画券（スカイボックス４、スカイボックス６、ファミリーシート）：１００１３
※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。

◇インターネット

http://l-tike.com/premier12

◇店頭

※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
※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。
※会員登録(無料)が必要。
ローソン・ミニストップ

ローソン

※Lコード
入場券：１００１２、企画券（スカイボックス４、スカイボックス６、ファミリーシート）：１００１３
◇インターネット

http://eplus.jp/baseball/
※パソコン・携帯電話共通
※毎月第１、第３木曜日のＡＭ２：００～ＡＭ８：００はメンテナンスのため受付不可
※チケットの受け取りは、配送、ファミリーマート、セブン-イレブン

ｅ+（イープラス）

店頭よりご選択いただけます。詳細はお申し込み時にご確認ください
◇店頭

ファミリーマート
※「ファミポート」操作手順

チケット⇒探して買う⇒野球 ⇒WBSCプレミア12

※毎月第１、第３木曜日のＡＭ２：００～ＡＭ８：００はメンテナンスのため受付不可
◇電話

０５７０－０２－９９９９（Pコード必要：５９１－２００）
※火曜日・水曜日AM２：３０～AM５：３０はメンテナンスのためお申込み不可
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にて受け取りとなります。

◇インターネット
サークルＫサンクス

http://w.pia.jp/t/premier12/
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にて受け取りとなります。
※火曜日・水曜日AM２：３０～AM５：３０はメンテナンスのためお申込み不可

◇店頭

サークルＫ・サンクス
※店内設置のＫステーションをお客様ご自身で操作いただきます。
※Ｐコード：５９１－２００

【一般発売】

１０月２０日（火）１０：００～
◇電話

◇インターネット
ローソンチケット

０５７０－０８４－００１（Lコード必要）
※Lコード
入場券：１００１２、企画券（スカイボックス４、スカイボックス６、ファミリーシート）：１００１３
※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。

http://l-tike.com/premier12
※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

◇店頭

※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。
※会員登録(無料)が必要。
ローソン・ミニストップ
※Lコード
入場券：１００１２、企画券（スカイボックス４、スカイボックス６、ファミリーシート）：１００１３

◇インターネット

http://eplus.jp/baseball/
※パソコン・携帯電話共通
※毎月第１、第３木曜日のＡＭ２：００～ＡＭ８：００はメンテナンスのため受付不可
※チケットの受け取りは、配送、ファミリーマート、セブン-イレブン

ｅ+（イープラス）

店頭よりご選択いただけます。詳細はお申し込み時にご確認ください
◇店頭

ファミリーマート
※「ファミポート」操作手順

◇電話

チケットぴあ

◇インターネット

◇店頭

チケット⇒探して買う⇒野球 ⇒WBSCプレミア12

※毎月第１、第３木曜日のＡＭ２：００～ＡＭ８：００はメンテナンスのため受付不可
０５７０－０２－９９９９（Pコード必要：５９１－２００）
※火曜日・水曜日AM２：３０～AM５：３０はメンテナンスのためお申込み不可
※チケットの引き取りは、サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン-イレブンより
ご選択いただけます。詳細はお申込時にご確認ください。
http://w.pia.jp/t/premier12/
※火曜日・水曜日AM２：３０～AM５：３０はメンテナンスのためお申込み不可
※チケットの引き取りは、サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗、セブン-イレブン、
配送よりご選択いただけます。詳細はお申込時にご確認ください。
◇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：５９１－２００

【札幌ドーム】
前売（店頭） １０月１日（木） １０：００～ 総合案内（北ゲート３横）チケット窓口
（インターネット） １０月１日（木） １０：００～ らくスルー http://www.ticket.ne.jp/sapporo-dome/ ※会員登録（無料）が必要
当日券 １１月８日（日） １６：００～７回裏終了まで 北チケット売場A、南チケット売場
※前売で完売の場合は当日券の販売はありません。
【車いす席発売方法】
受付期間：10月1日(木) 10：00～
受
付：札幌ドーム電話受付 電話 011－850－1000 (9：00～17：30) 不定休
※発売初日は10：00～受付開始。
※お一人様1申込みにつき、車いす利用者1名以上を含む最大4枚まで(付添い1名につき2,600円)
〔お支払方法〕
※受付後、代金引換にて郵送いたします。(別途郵送手数料400円が加算されます)
【駐車券発売方法】
◆普通車駐車券発売方法
料
金： 2,500円(税込み)
受付期間：10月1日(木) 10：00～
受
付：・ローソンチケット(電話：0570－084－001【Ｌコード専用】、0570-000-732(10：00～20：00) 【オペレーター専用ダイヤル】)
インターネット http://l-tike.com/、店頭発売：ローソン、ミニストップ各店／Ｌコード：16068)
・チケットぴあ(電話：0570－02－9999、インターネット http://t.pia.jp/、店頭発売：チケットぴあ取扱店、サークルＫ・サンクス各店、
セブン-イレブン各店/Ｐコード：597－034)
・セブンチケット（インターネットhttp://7ticket.jp/、 店頭発売：セブン－イレブン各店）
・札幌ドーム総合案内チケット窓口（北ゲート3横・営業時間10：00～17：00※休館日を除く）
◆障がい者用駐車券発売方法
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、いつくしみの手帳、被爆者健康手帳のいずれかをお持ちの方が
当日に同乗される場合のみご購入いただけます。当日は各手帳を必ずお持ちください。
料
金：1台 1,000円(税込み)
受付期間：10月1日(木) 10：00～
受
付：・ローソンチケット(電話：0570－084－001【Ｌコード専用】、0570-000-732(10：00～20：00) 【オペレーター専用ダイヤル】)
インターネット http://l-tike.com/、店頭発売：ローソン、ミニストップ各店／Ｌコード：16068)
・チケットぴあ(電話：0570－02－9999、インターネット http://t.pia.jp/、店頭発売：チケットぴあ取扱店、サークルＫ・サンクス各店、
セブン-イレブン各店/Ｐコード：597－034)
・セブンチケット（インターネットhttp://7ticket.jp/、 店頭発売：セブン－イレブン各店）
・札幌ドーム総合案内チケット窓口（北ゲート3横・営業時間10：00～17：00※休館日を除く）

◆大型車駐車券発売方法
料
金：1台 5,000円(税込み)
受付期間：10月1日(木) 10：00～
受
付：ローソンチケット(電話：0570－084－001【Ｌコード専用】、0570-000-732(10：00～20：00) 【オペレーター専用ダイヤル】)
インターネット http://l-tike.com/、店頭発売：ローソン、ミニストップ各店／Ｌコード：16068)
◆車いす専用駐車券発売方法
料
金：1台 1,000円(税込み)
受付期間：10月1日(木) 10：00～
受
付：札幌ドーム電話受付 電話 011－850－1000 (9：00～17：30) 不定休
※発売初日は10：00～受付開始。以降9：00～17：30
※お一人様1申込みにつき1枚まで申し込みが可能
※車いす専用駐車券は車いす席を購入の場合のみ申し込みが可能
〔お支払方法〕
※受付後、代金引換にて郵送いたします。(別途郵送手数料400円が加算されます)

【チケットに関するお問い合わせ先】
ローソンチケット ：０５７０－０００－７３２（１０：００～２０：００）
e+（イープラス) ： http://eplus.jp/
チケットぴあ
： ０５７０－０２－９１１１（１０：００～１８：００）
札幌ドーム
： ０１１－８５０－１０００（代表） ９：００～１７：３０不定休

