マイナビオールスターゲーム2017 チケット発売要項 【第1戦 ナゴヤドーム】
◆試合概要
日程：７月１４日（金） 試合開始１９：００ （開門１６：００予定）
セントラル・リーグ（１塁側） VS パシフィック・リーグ（３塁側）

≪ローソンチケット先行抽選受付≫
※ローソン限定「オールスターゲーム2017・おさいふPontaカード」（数量限定）付きチケットの受付
◇ローソンチケット先行抽選受付入場券
席種
金額
席種
プラチナ指定席
10,800円
リビングボックス５（5席1セット）
ダイヤモンド指定席
9,800円
リビングボックス４（4席1セット）
Ｓ指定席
9,300円
リビングボックス３（3席1セット）
Ａ指定席
パノラマパーティテラス１２（12席1セット）
8,300円
パノラマ内野指定席
6,200円
プライム・ツイン内野（2席1セット）
パノラマ外野指定席
3,600円
プライム・ツイン外野（2席1セット）
外野応援指定席
4,100円
プライム・ボックス（4席1セット）
フィールド指定席
11,500円
レストラン・カウンター（2席1セット）
でら楽ペア指定席（2席1セット）
19,200円
レストラン・テーブル（4席1セット）

金額
42,500円
34,000円
25,500円
45,600円
19,600円
13,400円
24,800円
16,500円
33,000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、７月１７日(月・祝)～７月３０日(日)まで
ご購入店舗にて払戻しを行います。
＊A指定席をご購入の方には、座席番号による抽選で練習中に出場者が着用した
プラクティスユニフォームをプレゼントいたします。
※６回表終了時に当選番号を発表いたします。当選者の方は１ゲート横特設ブースにて
当選受付を行ってください。 （受付は試合終了後３０分まで）
※プレゼントするプラクティスユニフォームはマイナビオールスターゲーム２０１７の練習用
オリジナルユニフォームで、公式戦で着用しているものとは異なります。
＊プライム、レストランシートは食事付き。

◇ローソンチケット先行抽選受付発売方法
＊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。
＊お申込みは一人各試合１席種４枚までとなります。（ただし、でら楽ペア指定席、プライム・ツイン、レストラン・カウンターは２セットまで、バラエティ・テラス指定席、ドアラ・テラス指定席、
リビングボックス、パノラマパーティテラス１２、プライム・ボックス、レストラン・テーブルは１セットまでとなります） 重複でのお申込みは無効となります。

【Lencore（エルアンコール）会員先行抽選受付】 ※会員登録（有料）が必要
受付期間 ６月９日（金）１０：００～６月１０日（土）１８：００
【プレリクエスト先行抽選受付】 ※会員登録（無料）が必要
受付期間 ６月１１日（日）１０：００～６月１３日（火）１３：００
※インターネットのみでの受付（パソコン・携帯電話共通） http://l-tike.com/sports/allstar/
※枚数限定。
※上記、両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にてお受け取りとなります。
※ローソン限定「オールスターゲーム2017・おさいふPontaカード」（500円税込）は、各球場「引換所」（予定）にてお受け取りとなります。

≪先行抽選受付・一般発売≫
◇先行発売・一般発売入場券
席種

金額
10,300円
9,300円
8,800円
7,800円
5,700円
3,100円
3,600円
11,000円
47,500円
47,500円
38,000円
28,500円
36,400円

プラチナ指定席
ダイヤモンド指定席
Ｓ指定席
Ａ指定席
パノラマ内野指定席
パノラマ外野指定席
外野応援指定席
フィールド指定席
バラエティ・カウンター（5席1セット）
バラエティ・グループ（5席1セット）
バラエティ４（4席1セット）
バラエティ３（3席1セット）
ドアラ・テラス指定席（4席1セット）

席種

でら楽ペア指定席（2席1セット）
リビングボックス５（5席1セット）
リビングボックス４（4席1セット）
リビングボックス３（3席1セット）
パノラマパーティテラス１２（12席1セット）

プライム・ツイン内野（2席1セット）
プライム・ツイン外野（2席1セット）
プライム・ボックス（4席1セット）
レストラン・カウンター（2席1セット）
レストラン・テーブル（4席1セット）
車椅子席／介添席
車椅子・グループボックス（5名1セット）

金額
18,200円
40,000円
32,000円
24,000円
39,600円
18,600円
12,400円
22,800円
15,500円
31,000円
5,200円
30,000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、７月１７日(月・祝)～７月３０日(日)まで
ご購入店舗にて払戻しを行います。
＊A指定席をご購入の方には、座席番号による抽選で練習中に出場者が着用した
プラクティスユニフォームをプレゼントいたします。
※６回表終了時に当選番号を発表いたします。当選者の方は１ゲート横特設ブースにて
当選受付を行ってください。 （受付は試合終了後３０分まで）
※プレゼントするプラクティスユニフォームはマイナビオールスターゲーム２０１７の練習用
オリジナルユニフォームで、公式戦で着用しているものとは異なります。
＊バラエティ・テラス指定席、ドアラ・テラス指定席はサークルK・サンクス、チケットぴあのみで
販売。
＊リビングボックス、パノラマパーティテラス１２はローソン、サークルK・サンクス、
ローソンチケット、チケットぴあのみで販売。
＊ドアラ・テラス指定席は公式戦と異なり、記念撮影・手紙贈呈はありません。
＊プライム、レストランシートは食事付き。
＊車椅子席、車椅子・グループボックスは一般発売日よりチケットぴあのみで販売。
＊車椅子・グループボックスは、車椅子利用の方1名含む5名1セット。

◇発売方法
【先行抽選受付】 受付期間：６月１６日（金）１０：００～６月２０日（火）１８：００

～

～

＊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。
＊お申込みは一人各試合１席種４枚までとなります。（ただし、でら楽ペア指定席、プライム・ツイン、レストラン・カウンターは２セットまで、バラエティ・テラス指定席、ドアラ・テラス指定席、
リビングボックス、パノラマパーティテラス１２、プライム・ボックス、レストラン・テーブルは１セットまでとなります） 重複でのお申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、パソコン・携帯電話共通(事前会員登録が必要)
受付期間
受付方法
当選確認
引換え期間
◇電話 【抽選受付】０５７０－０８４－１０３（Lコード不要）
６月２３日（金）１０：００
６月３０日(金)１０：００
【当落確認】０５７０－０８４－１０３
◇インターネット 【抽選受付】http://l-tike.com/sports/allstar/
ローソン
※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６月２３日(金)以降メールにて配信
７月３日(月)２３：００
※「マイページ」内「お申込みチケット一覧」からも確認可能
６月１６日（金）１０：００
※チケットは、ローソンおよびミニストップ店頭Loppiにてお受け取りとなります。
◇インターネット http://eplus.jp/baseball/
６月２３日（金）１０：００
７月６日（木）１４：００～
※パソコン・携帯電話共通
ファミリーマート
※代金のお支払いとお受け取りは別々になりますのでご注意ください。
６月２４日（土）１８：００
※チケットは、ファミリーマート店頭「Famiポート」にてお受け取りとなります。
※チケットは、一般発売日〔７月６日（木）〕以降のお受け取りとなります。
◇電話 【抽選受付】０５７０-０２-９９５５
６月２０日（火）１８：００
Ｐコード必要：【一般席】５９９－７４０、【テラス・ペア・リビング】５９９－７４１、
【プライム・レストラン】５９９－７４２
【当落確認】０５７０-０２-９９５５
Ｐコード必要：【一般席】５９９－７４０、【テラス・ペア・リビング】５９９－７４１、
【プライム・レストラン】５９９－７４２
６月２３日（金）１０：００
６月３０日(金)１０：００
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にてお受け取りとなります。
サークルK・サンクス
但し、サークルK・サンクスは毎日ＡＭ２：００～ＡＭ５：３０まではサービス休止となります。
※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
◇インターネット 【抽選受付】http://w.pia.jp/t/allstar17/
【当落確認】当落の案内は６月２３日(金)以降メールにて配信
６月２９日（木）２３：５９
７月３日(月)２３：３０
※パソコン（スマートフォンを含む）のみ
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にてお受け取りとなります。
但し、サークルK・サンクスは毎日ＡＭ２：００～ＡＭ５：３０まではサービス休止となります。
※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
～

～

～

～

【一般発売】 ７月６日（木）１０：００～
＊一般発売は先着方式
＊ご購入は一人各試合１席種４枚までとなります。（ただし、でら楽ペア指定席、プライム・ツイン、レストラン・カウンターは２セットまで、バラエティ・テラス指定席、ドアラ・テラス指定席、
リビングボックス、パノラマパーティテラス１２、プライム・ボックス、レストラン・テーブルは１セットまでとなります） 重複でのお申込みは無効となります。
＊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、パソコン・携帯電話共通(事前会員登録が必要)
＊店頭発売は残席がある場合に限り７月７日(金)１０：００より発売いたします。
発売方法
店頭発売（２日目以降）
◇電話
【初日特電/１０：００～１８：００】０５７０－０８４－１０３（Lコード必要）
◇ローソンおよびミニストップ店頭Loppi
【初日/１８：００以降】０５７０－０８４－００４（Lコード必要）
※残席がある場合のみ７月７日（金）１０：００より発売
※チケットは、ローソンおよびミニストップ店頭Loppiにてお受け取りとなります。
※Ｌコード必要：通常席４４０００ プライム席４４００５
ローソンチケット
※Ｌコード：通常席４４０００ プライム席４４００５
◇インターネット http://l-tike.com/sports/allstar/
※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にてお受け取りとなります。
◇インターネット http://eplus.jp/baseball/
◇ファミリーマート店頭「Famiポート」
※パソコン・携帯電話共通
※残席がある場合のみ７月７日（金）１０：００より発売
e+（イープラス）
※クレジットカード支払い限定
※「Famiポート」操作手順
※チケットは、ファミリーマート店頭「Famiポート」にてお受け取りとなります。
チケット⇒探して買う⇒野球 ⇒オールスターゲーム
◇電話
【初日特電】０５７０-０２-９９５５
◇サークルK・サンクス
Pコード必要：【一般席】５９１－２００、【テラス・ペア・リビングシート】５９１－２０１、
※残席がある場合のみ７月７日（金）１０：００より発売
【プライム・レストランシート】５９１－２０２
※Pコード必要
【２日目以降】０５７０－０２－９９９９
【一般席】５９１－２００、【テラス・ペア・リビングシート】５９１－２０１、
Pコード必要：【一般席】５９１－２００、【テラス・ペア・リビングシート】５９１－２０１、
【プライム・レストランシート】５９１－２０２
【プライム・レストランシート】５９１－２０２
※サークルK・サンクスは毎日ＡＭ２：００～ＡＭ５：３０までは
※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
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
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にてお受け取りとなります。
但し、サークルK・サンクスは毎日ＡＭ２：００～ＡＭ５：３０まではサービス休止となります。
◇インターネット http://w.pia.jp/t/allstar17/
※インターネット販売は、クレジットカード決済のみとなります。
※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
※チケットは、サークルK・サンクス店頭にてお受け取りとなります。
但し、サークルK・サンクスは毎日ＡＭ２：００～ＡＭ５：３０まではサービス休止となります。
※電話でのお申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）

【車椅子席発売方法】
受付期間：７月６日(木)１０：００～
受付方法：チケットぴあ電話予約 電話 ０５２－３０８－５６５５（１０：００～１８：００、無休）
※車椅子席は１購入につき２名分まで。介添席は車椅子席１名に対し２名まで購入可(介添１名につき５,２００円)
※車椅子・グループボックスは1購入につき1セットまで。

【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/
電話 ０５７０－０２－９１１１（１０：００～１８：００）

