
◆入場券
金額 席種 金額

プレステージ・プラチナ 22,000円 3塁側エキサイティング・フィールドボックス4（定員4名） 48,000円
プレステージ・エキサイト 20,000円 3塁側フィールドボックス5（定員5名） 55,000円
プレステージ・ダグアウト 15,500円 3塁側フィールド上段ボックス5（定員5名） 50,000円
プレステージ 15,500円 1塁側フィールドボックス5-A・B（定員5名） 50,000円
3階VIPシート 11,000円 内野1塁側ボックスシート5（定員5名） 45,000円
4階VIPシート 11,000円 内野1塁側ペアシート（定員2名） 17,000円
5階VIPシート 11,000円 内野1塁側ペアシートDX（定員2名） 17,000円
VIPシート 14,500円 内野1塁側カウンターペアシート（定員2名） 16,000円
内野指定席S 14,500円 内野1塁側カウンターペアシートS（定員2名） 18,000円
イーグルシート 10,500円 内野1塁側ボックスシートS（定員5名） 45,000円
ヴィクトリー・フィールドシート 12,000円 内野3塁側上段ボックスシート4（定員4名） 30,000円
フィールドシート 11,000円 内野3塁側上段ボックスシート5（定員5名） 37,500円
フィールドシート3塁側上段 10,500円 内野3塁側ボックスシート5（定員5名） 37,500円
内野指定席A 9,000円 内野3塁側上段リビング4（定員4名） 28,000円
内野指定席B 8,000円 内野3塁側上段リビング5（定員5名） 35,000円
内野指定席3塁側上段A 8,500円 内野3塁側CBボックス5（1F） 35,000円
内野3塁側カウンターシート 6,500円 内野3塁側CBボックス5A（2F） 35,000円
内野3塁側テーブルシート 6,500円 内野3塁側CBボックス5B（2F） 35,000円
内野指定席3塁側上段B 6,000円 内野3塁側CCボックス上段（3F） 35,000円
内野指定席3塁側上段C 5,500円 Eウィング・ピクニックボックス（芝）（定員5名） 22,500円
内野指定席1塁側上段S 10,000円 Eウィング5（定員5名） 42,500円
内野指定席1塁側DX 8,000円 外野ライト・グループシート（定員5名） 25,000円
外野指定席下段 5,000円 外野ライト・ピクニックボックス（芝）（定員5名） 17,500円
レフトEウィング指定席 6,500円 外野レフトホームランボックス（定員5名） 26,500円
外野指定席上段 4,500円 外野センター・ボックスシート5（定員5名） 26,500円
外野芝生指定席 3,500円 外野レフトペアシート（定員2名） 16,000円
イーグルスタワー 4Fテラス 6,000円 5階車椅子席1塁側 9,000円
VIPボックスシート5（定員5名） 75,000円 3階車椅子席 8,000円
バックネット裏ペアシート（定員2名） 23,000円 内野車椅子席3塁側 7,000円
バックネット裏ボックスシート5（定員5名） 60,000円

◆ビジター応援指定席
金額 　　＊ビジター応援指定席は一般発売日からの販売。

4,500円 　　＊ビジター応援指定席でのホームチームへのご声援はご遠慮ください。

　　＊料金はすべて税込み。
　　＊ペアシートは2枚1組、ボックスは1ボックスの価格となります。
　　＊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。
　　　　　 　第3戦以降に中止となった場合はその球場で順延し、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。
　　＊車椅子席は、お付き添いの方1名分のチケットがセットになった価格です。ご購入はお電話にて、11月18日(木)10:00～受付いたします。【楽天野球団チケットセンターTEL050ー5817ー8192】
　　＊優勝決定後の入場券は11月29日(月)～12月12日(日)までご購入の店舗にて払い戻しいたします。
　　　　 （ただしローソンチケットの電子チケットは12月1日（水）～12月15日（水））
　　＊プレイガイドにより取り扱いの券種が異なりますのでご了承ください。
　　＊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、試合開始時間が変更となる場合があります。
　　＊第1戦では、フィールドシート3塁側上段、内野指定席3塁側上段A、内野3塁側カウンターシート、内野3塁側テーブルシート、内野指定席3塁側上段B、内野指定席3塁側上段C、内野3塁側上段ボックスシート4・5、                                        
　　　内野3塁側ボックスシート5、内野3塁側上段リビング4・5、内野3塁側CBボックス5・5A・5B・内野3塁側CCボックス上段を「ワクチン検査パッケージ」対象座席として販売します。
　　＊第1戦は政府省庁および各地方自治体指針の人数制限を超えた入場者数となりますのでご了承ください。

　≪新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項≫
　　＊SMBC日本シリーズ2021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日本シリーズの開催が不可能と判断された場合は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。　　

＊お客様同士の距離を確保するため、座席の間隔を空けての販売となり、同じグループでご購入の場合でも座席の間隔が空く場合があります。
　　 また、指定された座席での観戦をお願いいたします。
＊ご来場される方全員のご連絡先を把握するため、入場時に以下いずれかのご対応をお願いいたします。
　　　①観戦チケット購入時に発券される副券にあらかじめ来場者ご本人の氏名、連絡先、座席番号等を記入の上、試合当日に入場ゲートの専用ボックスにご投函ください。
　　　②入場券購入時に発券される副券に表示されるQRコード/URLまたは電子チケットでご購入の時に表示される登録専用画面から、来場者ご本人の
　　　　 氏名、連絡先、座席番号等を事前にご登録の上、試合当日に入場ゲートで係員にご提示ください。
＊マスクの着用、検温、チケット半券の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防止のために取得する個人情報は、必要に応じて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/nippons/2021/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/ns/
　　　　　　リセール期間　 11月17日(水)10:00～11月17日(水)23:00（出品・申込共通）
　　　　・紙チケット（チケトレ）　
　　　　　　　　＊ローソンチケット、チケットぴあのチケットが対象となります。詳細はチケトレサイトにてご確認ください。
　　　　　　　　＊チケットぴあでの購入者は、11月19日(金)より発券番号で出品いただけます。発券済みのチケットは出品いただけません。
　　　　　　　　＊出品がない場合、販売はございません。購入期間の詳細はリセールサイトでご確認ください

　リセールサイト　 https://tiketore.com/
　リセール出品期間 (発券済みの場合)第6戦：11月17日(水)10:00～11月17日(水)23:59

         第7戦：11月17日(水)10:00～11月18日(木)23:59
(発券番号の出品の場合）第6戦：11月19日(金)10:00～11月22日(月)23:59

　　　　　　第7戦：11月19日(金)10:00～11月23日(火)23:59
　リセール購入期間 第6戦：11月17日(水)10:00以降出品され次第～11月25日(木)23:59

第7戦：11月17日(水)10:00以降出品され次第～11月26日(金)23:59
※紙チケットのリセールサービスは第6・7戦のみとなります。第1・2戦の紙チケットのリセールサービスはございませんのでご了承ください。

【重要なお知らせ】
2019シーズンから、楽天生命パーク宮城で開催する楽天イーグルスの公式戦開催時(一軍・二軍とも)、スタジアム全店舗におけるキャッシュレス化(非現金化)に取り組んでおります。
スタジアムで販売しているチケット、グッズ、飲食のご購入には現金に代わり楽天ペイ、楽天Edy、クレジットカード、楽天ポイントなどのキャッシュレス決済をご利用いただきます。詳細は特設サイトをご確認ください。
■キャッシュレス特設サイトはこちら
https://www.rakuteneagles.jp/special/cashless/

席種

席種
ビジター応援指定席

SMBC日本シリーズ2021　チケット発売要項
【楽天生命パーク宮城(第1戦・第2戦・第6戦・第7戦：東北楽天ゴールデンイーグルスがホームチームの試合のみ)】

https://l-tike.com/sports/ns/#
https://tiketore.com/#
https://www.rakuteneagles.jp/special/cashless/#


◆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：11月７日(日)10：00～11月11日(木)23：00
＊第1戦・第2戦・第6戦・第7戦のチケットを受付いたします。(東北楽天ゴールデンイーグル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。
＊お申し込みは一人各試合1席種4枚まで、または1組までとなります。(重複でのお申し込みは無効となります)
　※スマートフォンのみでの受付
　※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。
　※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。
　※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
＊雨天など不測の事由により11月17日(水)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。

◇インターネット　
https://l-tike.com/sports/ns/
  ※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
  ※当落の案内は11月14日(日) 15:00以降メールにて配信
　  「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　：　11月8日(月)10：00～11月13日(土)18：00
＊第1戦・第2戦・第6戦・第7戦のチケットを受付いたします。(東北楽天ゴールデンイーグル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。

＊お申し込みは一人各試合1席種4枚まで、または1組までとなります。(重複でのお申し込みは無効となります)
＊雨天など不測の事由により11月17日(水)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。

◇インターネット    
https://l-tike.com/sports/ns/
  ※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
  ※当落の案内は11月16日(火) 15：00以降メールにて配信
　  「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

◇インターネット    
①https://eplus.jp/nippons/
　※受付はPC・スマートフォン共通(事前会員登録が必要)
　※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。
　※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「Famiポート」にて、
　一般発売日〔11月19日(金)〕以降のお受け取りとなります。
②https://w.pia.jp/t/nippons/
　※受付はPC・スマートフォン共通(事前会員登録が必要)
　※火・水曜日AM2:30～AM5:30はメンテナンスのためお申込み不可
　※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「Famiポート」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。
　※チケット発券は、当選時に案内された期日以降、ファミリーマート店頭「Famiポート」
　　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】　　11月19日(金)10:00～
＊チケットの発売は東北楽天ゴールデンイーグルスのSMBC日本シリーズ2021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、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。
＊雨天など不測の事由により11月17日(水)までにクライマックスシリーズが終了しなかった場合は一般発売日が変更になります。

◇インターネット　 https://l-tike.com/sports/ns/ なし(電子チケットでの販売のため、店頭販売なし)
  ※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

◇インターネット    https://eplus.jp/nippons/ ◇ファミリーマート店頭「Famiポート」
  ※パソコン・スマートフォン共通 ※残席がある場合のみ11月20日(土)10:00より販売
  ※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 ⇒日本シリーズ

◇電話　 【特電受付】0570-02-9950 (Pコード不要) 取扱いなし
　※火・水曜日AM2:30～AM5:30はメンテナンスのためお申込み不可
　※ガイダンスでご案内する「払込票番号（13桁）」をお持ちになりファミリーマート店頭「Famiポート」にて
　お手続きください。
　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、代金をお支払後、チケットをお受け取りください。

◇インターネット　 　https://w.pia.jp/t/nippons/
　　※受付は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。
　  ※ファミリーマート店頭「Famiポート」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、チケットをお受け取りください。

※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。)

【車椅子席発売方法】　　11月18日(木)10:00～
受　　　付:お電話にて先着順で受付いたします。
楽天野球団チケットセンター TEL.050-5817-8192 ※10:00～18:00（不定休）
※車椅子をご利用の方のみお買い求めいただけます。
※車椅子席は、お付き添いの方1名様分のチケットとセットになっています。
※駐車券をご入用の場合は、お電話にてお申し付けください。（1台3,000円）
※車椅子席は、お付き添いの方のみでのご利用はできません。

【駐車券発売方法】　　11月18日(木)10:00～
料   金　:　3，000円
受   付　:　ローソンチケット　
◇インターネット:https://l-tike.com/sports/ns/
◇全国のローソンおよびミニストップ店頭Loppi　Ｌコード:20020　　　　
※第6戦・第7戦開催予定の11月27日（土）・28日（日）は、隣接する弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）にてイベントが開催される影響により、一般駐車場の販売はございません。

【チケットに関するお問い合わせ先】
https://l-tike.com/contact/
https://eplus.jp/qa/
電話　0570ー02ー9111(10:00～18:00)
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