
◆試合概要
　日程：７月２６日（火）
　パシフィック・リーグ（１塁側）　VS　セントラル・リーグ（３塁側）

◆入場券
金額 席種 金額

フィールドシートＳＳ ¥28,000 クラッシーカウンターシート（3名） ¥39,900 　　＊料金はすべて税込み。
フィールドシートＳ ¥23,000 クラッシーシートLITE ¥10,000 　　＊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。
フィールドシートＡ ¥17,000 コンフォートシート ¥8,000 　　＊不測の事態で表記の試合が中止の場合は、7月29日(金)～8月12日(金)期間に各プレイガイド指定の方法で
フィールドシート・テーブル（4名） ¥66,000 プレミアムスポーツシート ¥9,200 　　　　払い戻しを行います。
プレミアムSS ¥14,000 ボックス５（5名） ¥35,000 　　＊発売する入場券の枚数により、発売方法が変更になる場合がありますのでご了承ください。
プレミアムＳ ¥10,500 ボックス１０（10名） ¥70,000 　　＊新型コロナウイルスの感染状況により、政府・自治体等の要請並びにNPBガイドラインが変更となった場合、
プレミアムソファ（1名） ¥11,200 内野Ｗシート（ペア） ¥14,000         試合開始時間が変更となる場合があります。
プレミアムソファ（2名） ¥22,400 ホームランテラス（カウンター） ¥6,300 　　＊車イスゾーンは7月8日(金)10:00からチケットぴあで抽選販売
プレミアムソファ（3名） ¥33,600 ホームランテラス（ペア） ¥12,600 　　＊スーパーボックスは7月4日(月)12:00からローソンチケットで抽選販売
S指定席 ¥8,000 ホームランテラス（4名） ¥25,200 　　＊ビクトリーウイングペアシート、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スタンディングゾーンは
A指定席 ¥7,000 ホームランテラス（６名） ¥37,800 　　　 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）提供時間は17:00～７回裏終了迄
B指定席 ¥5,000 ホームランテラス（デッキチェアペア） ¥12,600 　　＊めんたいこボックス(6名)は、オードブル1皿付きです。
外野指定席 ¥3,500 めんたいこボックス（6名） ¥40,200 　　＊フィールドシート・テーブル(４名)、ボックス5、ボックス10、内野Wシート（ペア）、プレミアムソファ、
ピンクソファ（2名） ¥15,000 ビクトリーウイングペアシート（ペア・食事付） ¥21,400  　　　ビクトリーウイングスタンディングゾーン、内野立見A、内野スタンディングゾーンは、ローソンチケット取扱店のみで販売
ピンクソファ（3名） ¥22,500 なごみシート（食事付） ¥9,200 　　＊プレミアムスポーツシート、ピンクソファ、コンフォートシート、ホームランテラス、めんたいこボックス(6名)、
ベンチサイドシート ¥8,500 グループシート（食事付） ¥9,200 　　　 ブラックソファ、クラッシーシートはチケットぴあ取扱店のみで販売。
ブラックソファワイドベンチ(2名) ¥16,000 ファミリーシート（食事付） ¥9,000 　　＊フィールドシートは、入場時に観戦契約説明及び承諾書へご署名が必要です。ヘルメット要着用、
ブラックソファワイド(2名) ¥16,000 ビクトリーウイングスタンディングゾーン（立見・食事付） ¥6,300 　　　 ファウルボール・折損バットに注意。小学生以下のみでの入場不可。
ブラックソファ(2名) ¥16,000 ＨＩＰバー指定席 ¥2,000 　　＊観戦マナー・応援ルール、PayPayドームご来場の皆様へ、試合観戦契約約款を準用。
ブラックソファ(3名) ¥24,000 内野立見A ¥2,500 　　＊内野Wシート（ペア）および各種立見チケットは、インフィールドの一部が見えづらい場所がございます。
クラッシーシート（2名） ¥21,600 外野立見 ¥2,100 　　＊内野立見A、内野スタンディングゾーン、外野立見、ビクトリーウイングスタンディングゾーンは、スタンド席の
クラッシーシート（3名） ¥32,400 内野スタンディングゾーン ¥2,000         販売状況によっては販売いたしません。
クラッシーシートプラス（1名） ¥14,000 車イスゾーンA ¥6,500
クラッシーシートプラス（2名） ¥28,000 車イスゾーンB ¥4,500
クラッシーシートプラス（3名） ¥42,000 ホームランテラス車イスゾーン ¥4,500
クラッシーカウンターシート（2名） ¥26,600

◆ＨＵＢ福岡ＰａｙＰａｙドーム店
金額 ＊スポーツバーシート・カウンター、スポーツバーシート・テーブルペア席は一般発売日からの発売。

スポーツバーシート(カウンター・食事付) ¥6,000 ＊スポーツバーシートは、スタンドエリアとはガラスで仕切られたＨＵＢ福岡ＰａｙＰａｙドーム店内にある観戦シートです。
スポーツバーシート(テーブルペア・食事付) ¥12,000 ＊スポーツバーシート・テーブルは、後方になりますので、外野の一部が見えない席となります。

＊試合中継モニターあり。
＊スタンドおよびコンコースへのご入場はできません。
＊スポーツバーシートはチケットぴあ取扱い店舗のみで販売。
＊ジェット風船使用不可
＊ 感染症拡大防止 の為､入店時､検温を実施｡37.5度以上入店不可  

◆スーパーボックス　※発売方法は下記でご確認ください。
＊スーパーボックスのチケットおよび駐車券１枚は、試合開始2時間前～PayPayドーム1階「スーパーボックス メインエントランス」でお引換が必要です。
＊チケットは4歳以上、お1人様1枚必要となります。※未成年者のみのご利用はできません。
＊ルームナンバーのご指定はできません
＊バルコニー席からの「落下物」は非常に危険です。ご観戦の際は、応援グッズ･携帯電話･お飲み物等をスタンド席に落とされないよう、十分ご注意ください
＊全ルーム（室内・及びバルコニー席）は禁煙となっております。喫煙は所定の喫煙場所でお願い致します。
＊料理・お飲物は、別料金にて承ります。事前予約メニュー・当日メニューがございますので、当選後、担当より詳細をご案内いたします。
＊転売でご購入されたチケットは無効とし入場を拒否いたしますのでご注意ください。
＊新型コロナウィルス感染拡大防止策へのご協力をお願いします。詳細はホークス公式サイトおよび球場内でのご案内をご確認ください。
＊キャンセル・返金不可
＊飲食物の持込不可。

　≪新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項≫　　※今後の新型コロナウイルスの感染状況により記載事項は変更となる場合があります。
　　＊マイナビオールスターゲーム2022は政府省庁および各地方自治体の指針をもとに開催いたします。　　
　　＊新型コロナウイルスの影響によりオールスターゲームの開催が不可能と判断された場合のみ、販売したチケットを払い戻しいたします。
　　　 お客様の都合による払い戻しはいたしかねますのでご了承ください。　　
　　＊他のお客様とはソーシャルディスタンスやグループディスタンスを設けず隣同士のお席となります。
　　＊球場内では可能な限り目的地を決めて移動をお願いします。また不必要なコンコースの回遊等はご遠慮ください。 

　＊マスクの着用、検温、チケット半券(データ)の14日間保管のご協力をお願いいたします。
　＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個人情報を利用させていただく場合がございます。
　　ご来場者より感染者が認められた場合、保健所等の公的機関の指導により、日本野球機構オフィシャルサイト等に個人情報は伏せた上で、
　　感染者のご来場日等の情報を公開する場合があります。また、さらなる感染拡大を防ぐため、感染者と同じ日にご来場いただいた皆さまへ連絡させていただく場合、
　　ご購入時にプレイガイドにご登録いただいた個人情報を利用させていただきます。なお、必要に応じて保健所等の公的機関へ情報提供を行う場合がありますのでご了承ください。
　＊その他、新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項を必ずご確認ください。https://npb.jp/allstar/2022/notes.html

≪チケットリセールサービスについて≫　
　　＊チケットをご購入後、やむを得ない事情でご観戦いただくことが困難となった場合は、下記のリセールサービスをご利用ください。
　　　　・電子チケット（ローソンチケット）
　　　　　　リセールサイト　https://l-tike.com/sports/allstar/
　　　　　　リセール期間　7月15日(金)12：00～7月18日(月)23：59（出品・申込共通）
　　　　　　当落確認 7月21日(木)9:00～
　　　　・紙チケット（チケトレ）　＊チケットぴあで購入されたチケットが対象となります。

         *出品をご希望の方はチケットの発券は行わず、代金支払い後に発行される発券に必要な発券番号での出品をお願いいたします
　　　　　　リセールサイト　https://tiketore.com/
　　　　　　リセール出品期間　7月18日(月)10：00～7月21日(木)23：59
　　　　　　リセール申込期間　7月15日(金)10：00以降出品され次第～7月24日(日)23：59
　　　　
　　※下記券種はリセール対象外となります

席種

席種

　　■フィールドシート・テーブル(4名)、■プレミアムソファ(2名・3名)、■ピンクソファ(2名・3名)、■ブラックソファワイドベンチ(2名)、■ブラックソファワイド(2名)、■ブラックソファ(2名・3名)、
　　■クラッシーシート(2名・3名)、■クラッシーシートプラス(2名・3名)、■クラッシーカウンターシート(2名・3名)、■ボックス5(5名)、■ボックス10(10名)、■内野Wシート(ペア)、
　　■ホームランテラス(ペア・4名・6名)、■ホームランテラス(デッキチェアペア)、■めんたいこボックス(6名)、■ビクトリーウイングペアシート(ペア・食事付)、■車イス席、■スポーツバーシート、■スーパーボックス

マイナビオールスターゲーム２０２２　チケット発売要項
【第1戦　福岡PayPayドーム】

席種 金額
スーパーボックス8人部屋

（駐車券1枚付） ¥87,000



◆発売方法
【ローソンチケット[Lencore(エルアンコール)/ローチケHMVプレミアム/プレリクエスト]先行抽選受付】　　受付期間:7月4日(月)10:00～7月6日(水)23:59
＊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、または1組までとなります。(重複でのお申込みは無効となります)
　※チケットは、ローチケ電子チケットでの受け取りとなります。
　※枚数限定。
　※Lencore/ローチケHMVプレミアム=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

受付期間 当選確認 引換え期間
◇インターネット　

7月4日(月) https://l-tike.com/sports/allstar/
10:00   ※受付はスマートフォンのみ 7月11日(月) 7月15日(金)

~   ※決済方法はクレジット決済のみ 15:00～ 10:00~
7月6日(水)   ※当落の案内7月11日(月)15:00以降メールにて配信 ※表示開始

23:59 　  「マイページ」の「お申込みのチケット一覧」からも確認可能
  ※引取方法は電子チケットのみ

【先行抽選受付】　受付期間　:　7月8日(金)10:00～7月11日(月)23:59
＊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、または1組までとなります。(重複でのお申込みは無効となります)
＊インターネットでの受付は、パソコン・モバイル共通（事前会員登録が必要）、フィーチャーフォンは除く

受付期間 当選確認 引換え期間
◇インターネット　
https://l-tike.com/sports/allstar/
  ※受付はスマートフォンのみ 7月14日(木) 7月15日(金)
  ※決済方法はクレジット決済のみ 15:00～ 10:00~
  ※当落の案内は7月14日(木)15:00以降メールにて配信 ※表示開始

7月8日(金) 　  「マイページ」の「お申込みのチケット一覧」からも確認可能
10:00   ※引取方法は電子チケットのみ

◇インターネット    
①https://eplus.jp/baseball/　
　※受付はPC・スマートフォン共通(事前会員登録が必要) 7月14日(木) 7月21日(木)
　※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。 15:00～ 10:00～

~ 　※当選後、チケット代金は所定の期日までにご入金ください。
　※チケットは、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」にて、一般発売日〔7月21日(木)〕以降の
　お受け取りとなります。
②https://w.pia.jp/t/allstar-game/
　※受付はPC・スマートフォン共通(事前会員登録が必要)

7月11日(月) 　※火・水曜日AM2:30～AM5:30はメンテナンスのためお申込み不可 7月14日(木) 7月18日(月)
23:59 　※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。 15:00～ 10:00～

　※当選後、チケット代金は所定の期日までに、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」にてお手続き後、
　　出力された「申込券(レシート)」を店舗レジにお持ちいただき、代金をお支払ください。
　※チケットの発券は、所定の引換開始日以降に、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」
　　にて出力された「申込券(レシート)」を店舗レジにお持ちいただき、チケットをお受け取りください。

【一般発売】　　7月21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、または1組までとなります。
＊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、すべてクレジット決済。
＊店頭発売は残席がある場合に限り７月22日(金)10:00より発売いたします。

発売方法
◇インターネット　 https://l-tike.com/sports/allstar/

  ※受付はスマートフォンのみ
  ※決済方法はクレジット決済のみ
  ※引取方法は電子チケットのみ
　※お申込みは事前会員登録(無料)が必要

◇インターネット   https://eplus.jp/baseball/　 ◇ファミリーマート店頭「マルチコピー機」
  ※パソコン・スマートフォン共通 　※残席がある場合のみ7月22日(金)10:00より販売
  ※クレジットカード支払い限定 　※「マルチコピー機」操作手順    
  ※チケットは、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」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

◇電話　 受付電話番号　050-3354-2863　※通話料有料。オペレーターによる電話受付となります。座席選択はできません。 取扱いなし
受付期間　7/21(木)10:00～7/21(木)18:00　※受付期間が1日となっております。受付期間にご注意ください。
　※チケットのお引き取りは、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」にてお手続きが必要です。
　　出力された「申込券(レシート)」を店舗レジにお持ちいただき、チケットをお受け取りください。
　※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。

◇インターネット　 https://w.pia.jp/t/allstar-game/
　※PC・スマートフォン共通(事前会員登録が必要)
　※クレジットカード支払い限定
　※火・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、Cloakで「ファミリーマートで引き取り」をご選択ください。
　※チケットのお引き取りは、ファミリーマート店頭「マルチコピー機」にてお手続きが必要です。
　 出力された「申込券(レシート)」を店舗レジにお持ちいただき、チケットをお受け取りください。

チケットぴあ

ファミリーマート

店頭発売(2日目以降)

e+(イープラス)

受付方法

ローソンチケット

ローソンチケット

なし(電子チケットでの販売のため、店頭販売なし)

受付方法

ローソン

https://w.pia.jp/t/allstar-game/


【車イスゾーン発売方法】
席種・枚数制限
　　　　　　■車イスゾーンA　1試合につき、お一人様車イス席1席、付添い席1席の合計2席までのお申込みを受け付けます(車イス席、付添い席とも同額：1席6,500円) 
　　　　 　　※車イスゾーンAにつきましては、ストレッチャー型の車イスでは利用できません。 
　　　　　　■車イスゾーンB　1試合につき、お一人様車イス席1席、付添い席3席の合計4席までのお申込みを受け付けます。ただし、付添い席の2席は車イス席後方でのご観戦となります。 (車イス席、付添い席とも同額：1席4,500円) 
　　　　　　■ホームランテラス車イスゾーン　1試合につき、お一人様車イス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（車イス席、付添い席とも同額：1席4,500円） 
　　　 　　　※付添の方のみでのご利用はできません。必ず車イスをご利用の方と同伴でご観戦ください。
　　　　　　 ※既にお持ちのチケットとの交換対応はできません。
販売方法： チケットぴあWEBによる抽選販売　　※チケットぴあの会員登録（無料）が必要です 
受付サイト:　https://w.pia.jp/t/allstar-game/　
受付期間： 7月8日(金)10:00～7月11日(月)23:59 
当落通知： 7月18日(月)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： 7月18日(月) 10:00～7月20日(水)23:30 
※チケットは、ファミリーマートにて受け取りとなります。
※残席がある場合のみ7月21日(木)10：00より先着順にてWEB（https://w.pia.jp/t/allstar-game/ ）で販売いたします。（チケットは、ファミリーマートにて受け取りとなります。）

【スーパーボックス発売方法】　
販売方法： ローソンチケットインターネット（ローソンチケットwebサイト（PCのみ）　Lコードで検索）による先行抽選　　
受付サイト：https://l-tike.com/sports/allstar/
　　＊ローソンチケット会員（無料）への登録が必要
　　＊お申込み・お支払い・商品受渡しについては、ローソンチケットのwebサイトにて確認
　　＊システム利用料220円（税込）/発券手数料110円（税込）/1室が加算
受付期間： 7月4日(月)  12:00 ～ 7月11日(月) 23:59 
　　＊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。
　　＊お申込みはお一人1室までとなります。(重複でのお申込みは無効となります)
　　＊インターネットでの受付は、パソコン・モバイル共通（事前会員登録が必要）、フィーチャーフォンは除く
当落通知：7月15日（金）15：00～
入金・引換期間：7月15日（金）15：00～7月18日（月）23：59

【車イス専用駐車場予約券販売方法（先着受付）】 
発売日：7月21日(木)10：00～ 
受付サイト:　https://w.pia.jp/t/allstar-game/　
※車イス専用駐車場は1申込み1台まで。入庫時に身障者手帳の提示、もしくは車イスご本人様と同乗する必要があります。（1台：2,500円） 
※チケットは、ファミリーマートにて受け取りとなります。

【駐車券発売方法】
◆一般駐車場予約券
料　 金　：3,000円 ／1台（普通乗用車用駐車場）
販売方法： ローソンチケットインターネット（ローソンチケットwebサイト（PCのみ）　Lコードで検索）による販売（先着順）
受付サイト：https://l-tike.com/sports/allstar/
発売日：7月21日(木)10：00～ 
　注意事項：
　＊駐車可能車両：車高2.1m、車幅2.1m、車長5.1mまでの普通自家用車
　＊利用可能時間　平日→9:00～24:00　※最終入庫は6回終了まで　 
　＊途中出庫無効
　＊出庫に時間がかかることを予めご了承ください。

≪チケットに関するお問い合わせ先≫
ローソンチケット https://l-tike.com/contact/
e+(イープラス) https://eplus.jp/qa/
チケットぴあ 電話　0570ー02ー9111(10:00～18:00)

≪車イスゾーン発売方法、車イスゾーン専用駐車場予約方法に関するお問合せ≫ 
チケットぴあ車イスゾーン専用ダイヤル　092ー708ー9970（10:00~17:00） 

≪スーパーボックスに関するお問い合わせ先≫
福岡ソフトバンクホークス　スーパーボックス　092-847-1489（平日10:00～18:00）

https://w.pia.jp/t/allstar-game/%E3%80%80
https://w.pia.jp/t/allstar-game/%E3%80%80
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