「日米対抗ソフトボール２０１８」チケット販売概要
■第１戦

【日程】 ６月２０日（水） 午後７時試合開始 午後５時開場
【会場】東京ドーム

【対戦カード】 日本代表（１塁側） － アメリカ代表（３塁側）

席種
エキサイトシート

プレミアムラウンジ

特典付き

前売料金

当日料金

ー

¥6,000

¥6,500

ー

¥3,000

¥3,500

記念球

¥3,800

¥4,300

日本代表レプリカユニホーム

¥4,000

¥4,500

ー

¥4,500

¥5,000

記念球

¥5,300

¥5,800

指定席Ｓ

日本代表レプリカユニホーム

¥5,500

¥6,000

ー

¥3,500

¥4,000

フィールドサイドシート

記念球

¥4,300

¥4,800

日本代表レプリカユニホーム

¥4,500

¥5,000

ー

¥3,000

¥3,500

指定席Ａ

記念球

¥3,800

¥4,300

※上記の座席エリアは、変更となる場合があります。

日本代表レプリカユニホーム

¥4,000

¥4,500

■ご同伴のお子様も小学生から入場券が必要です。

ー

¥2,500

¥3,000

記念球

¥3,300

¥3,800

日本代表レプリカユニホーム

¥3,500

¥4,000

指定席Ｂ

また、座席を確保する場合は、小学生未満でも入場券が必要です。
エキサイトシートは膝上観戦不可。小学生未満でも入場券が必要です。
■エキサイトシート、ダイヤモンドボックス、チャンピオンシートは

自由席

ローソンチケットのみで販売します。
■車いす席（￥2,500）は4月28日午前10時から電話にて予約受付を行います。

ー

¥1,800

記念球

¥2,600

日本代表レプリカユニホーム

¥2,800

東京ドーム車いす受付：電話（０３－３８１７－６０８５／午前10時～午後3時）

ダイヤモンドボックス

ー

¥10,000

付き添いは2名までで、付き添い者用の座席も車いす席と同額となります。

チャンピオンシート

ー

¥6,000

■空席状況により、席種によっては当日券の販売を行わない場合があります。

▼第１戦（東京ドーム開催）では、来場者全員に
ミズノ製の日本代表応援タオルをプレゼント

■価格は税込みです。

▼日本代表レプリカユニホーム付きチケットは、 ▼記念球付きチケットは、ＪＡＰＡＮのロゴなど
ミズノ製のレプリカユニホームをプレゼント

が入った特製ソフトボールをプレゼント

球場を金色に染めて日本代表を応援しよう！

■実際のソフトボール練習球にJAPANの印字が入っています。
■サイズは、縦34cm×横80cm相当となります。

■デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■デザインはイメージですので、実際の商品とは
異なる場合があります。

■サイズはフリーサイズ（Lサイズ相当）、前開きのタイプとなります。
■デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

◇ダイヤモンドボックス

◇チャンピオンシート
ネット裏エリアに位置するハイクラスシート。

ネット裏エリアに位置し、良質な座り心地を体験いただける

体にフィットするように、素材から考え設計された座席です。

座席です。座席には、１席ごとにコンセントをご用意しています。

座席から専用メニューのお食事をご注文いただくことができ、

※ダイヤモンドボックス、チャンピオンシートをご購入いただ

スタッフが座席までお届けいたします。

くと、専用クロークで大きな荷物や上着などを預けていた

また、座席には、１席ごとにコンセントをご用意しています。

だけます。ご利用の際は、必ず入場券をお持ちください。

◇プレミアムラウンジ
１列に最大４席という贅沢なシート配列で、快適に観戦をお楽しみいただけます。
全てのシートから、テレビモニターで試合中継もご覧いただけます。
１塁側のエリアでは東京ドームホテルが提供するビュッフェサービスをお一人様
２，６００円でご利用いただけます。 ※写真はイメージです。

■第２戦

【日程】 ６月２１日（木） 午後６時試合開始 午後４時開場
【会場】シェルコムせんだい

【対戦カード】 日本代表（１塁側） － アメリカ代表（３塁側）

席種

特典付き

料金

—

¥3,500

指定席SS

日本代表応援タオル

¥4,000

指定席S

指定席A

指定席B

■車いす席（￥2,500）は4月28日（土）午前11時から下記にて受付を

日本代表レプリカユニホーム

¥4,500

—

¥3,000

日本代表応援タオル

¥3,500

日本代表レプリカユニホーム

¥4,000

—

¥2,500

日本代表応援タオル

¥3,000

日本代表レプリカユニホーム

¥3,500

—

¥2,000

日本代表応援タオル

¥2,500

日本代表レプリカユニホーム

¥3,000

内野自由（おとな）

—

¥1,200

内野自由（こども）

—

¥600

行います。チケットぴあ受付：店頭（セブン-イレブン、チケットぴあ店舗）

■価格は税込みです。

およびインターネット（http://t.pia.jp/ 「ソフトボール」で検索）

■空席状況により、席種によっては当日券の販売を行わない場合があります。

付き添いは1名までで、付き添い者用の座席も車いす席と同額となります。

■内野自由（こども）は小中学生が対象となります。

■ご同伴のお子様も小学生から入場券が必要です。また、座席を確保する場合は、小学生未満でも入場券が必要です。

▼日本代表応援タオル付きチケットは、

▼日本代表レプリカユニホーム付きチケットの特典

ミズノ製の日本代表応援タオルをプレゼント

ミズノ製のレプリカユニホームをプレゼント

球場を金色に染めて日本代表を応援しよう！

■サイズは、縦34cm×横80cm相当となります。

■サイズはフリーサイズ（Lサイズ相当）、前開きのタイプとなります。

■デザインはイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。

■デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■第３戦

【日程】 ６月２３日（土） 午後１時試合開始 午前１１時開場
【会場】福島県営あづま球場

【対戦カード】 日本代表（１塁側） － アメリカ代表（３塁側）

席種

特典付き

前売料金

当日料金

－

¥3,000

¥3,500

日本代表レプリカユニホーム

¥4,000

¥4,500

内野指定席SS
（日本代表応援タオル付き）
－

¥2,000

¥2,500

日本代表レプリカユニホーム

¥3,000

¥3,500

－

¥1,000

¥1,500

日本代表レプリカユニホーム

¥2,000

¥2,500

－

¥2,000

¥2,500

内野指定席S
（日本代表応援タオル付き）

内野指定席A
（日本代表応援タオル付き）

フィールドサイド自由席
（日本代表応援タオル付き）
日本代表レプリカユニホーム

¥3,000

¥3,500

内野自由席 おとな（中学生以上）

－

¥800

¥1,300

内野自由席 こども（小学生）

－

¥300

¥800

※上記の座席エリアは、変更となる場合があります。

■価格は税込みです。

■車いす席（￥2,500）は4月28日（土）午前11時から下記にて受付を

■ご同伴のお子様も小学生から入場券が必要です。

行います。チケットぴあ受付：店頭（セブン-イレブン、チケットぴあ店舗）
およびインターネット（http://t.pia.jp/ 「ソフトボール」で検索）

また、座席を確保する場合は、小学生未満でも入場券が必要です。
■空席状況により、席種によっては当日券の販売を行わない場合があります。

付き添いは1名までで、付き添い者用の座席も車いす席と同額となります。

▼第３戦（福島開催）では、内野指定席ＳＳ、内野指定席Ｓ、
内野指定席Ａ、フィールドサイド自由席購入の方に、

▼日本代表レプリカユニホーム付きチケットの特典
ミズノ製のレプリカユニホームをプレゼント

ミズノ製の日本代表応援タオルをプレゼント
球場を金色に染めて日本代表を応援しよう！

■サイズは、縦34cm×横80cm相当となります。

■サイズはフリーサイズ（Lサイズ相当）、前開きのタイプとなります。

■デザインはイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。

■デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

□先行販売 （第１戦～第３戦共通） ４月２１日（土）午前１１時～
チケット販売期間
●ローソンチケット有料会員先着先行販売
※最速先行販売

チケット購入方法

４月２１日（土）午前１１時～２６日（木）午後１１時５９分

インターネットでの先着先行販売

【ＰＣ、携帯電話共通】

http://l-tike.com/sports/nichibei2018softball/

４月２２日（日）午前１１時～２６日（木）午後１１時５９分

インターネットでの先着先行販売

【ＰＣ、携帯電話共通】

http://l-tike.com/sports/nichibei2018softball/

４月２２日（日）午前１１時～２６日（木）午後１１時５９分

インターネットでの先着先行販売

【ＰＣ、携帯電話共通】

http://eplus.jp/jusb/

４月２２日（日）午前１１時～２６日（木）午後１１時５９分

インターネットでの先着先行販売

※会員登録（有料）が必要
●ローソンチケット無料会員先着先行販売
※会員登録（無料）が必要

●イープラス先着先行販売
※会員登録（無料）が必要

【店頭】全国のファミリーマート店頭「Famiポート」
●チケットぴあ先着先行販売
※会員登録（無料）が必要
●日米対抗ソフトボールオンラインチケット
先着先行販売

※会員登録不要

【ＰＣ、携帯電話共通】

http://t.pia.jp/

４月２２日（日）午前１１時～２６日（木）午後１１時５９分

インターネットでの先着先行販売

【ＰＣ、スマートフォン共通】

http://www.e-tix.jp/softball/jp/ 【日本語版／PC・スマートフォン共通】

（「ソフトボール」で検索）

http://www.e-tix.jp/softball/en/ 【英語版／PC・スマートフォン共通】

※第１、３戦のみ販売。

□一般販売 （第１戦～第３戦共通） ４月２８日（土）午前１１時～
インターネット
http://l-tike.com/sports/nichibei2018softball/

●ローソンチケット
※会員登録（有料または無料）が必要

【ＰＣ、携帯電話共通】

その他の販売方法
【店頭】ローソン／ミニストップ店頭「Loppi」
［東京ドーム］（※Ｌコード：３４７６５）
［シェルコム仙台］（※Ｌコード：２２６０７）
［福島県営あづま球場］（※Ｌコード：２２６０７）
【電話】 ローソンチケットスポーツオペレーターダイヤル
：０５７０－０００－７３２（午前10時～午後8時）

●イープラス
※会員登録（無料）が必要

http://eplus.jp/jusb/

【電話】受付なし

【ＰＣ、携帯電話共通】

【店頭】全国のファミリーマート店頭「Famiポート」

●日米対抗ソフトボール

http://www.e-tix.jp/softball/jp/

【日本語版／ＰＣ・スマートフォン】

オンラインチケット

http://www.e-tix.jp/softball/en/

【英語版／ＰＣ・スマートフォン】

※会員登録不要 ※第１、３戦のみ販売。

【ＰＣ、スマートフォン共通】

●チケットぴあ
※会員登録（無料）が必要

http://t.pia.jp/

【電話】［全会場共通］０５７０－０２－９９９９ ※Ｐコード５６１－５４４

（「ソフトボール」で検索）

【店頭】セブン-イレブン、チケットぴあ店舗

【ＰＣ、携帯電話共通】

●セブンチケット
※会員登録不要

http://7ticket.jp/

【電話】受付なし

【ＰＣ、スマートフォン共通】

【店頭】セブン-イレブン店頭のマルチコピー機で販売

会場ごとの販売所（第１戦のチケットのみ販売）
東京ドーム

●東京ドーム前売り所 ※４月２８日（土）午前１１時から販売開始 電話：０３－５８００－９９９９

■問い合わせ
▽ローソンチケット：（電話）０５７０－０００－７７７（午前１０時～午後８時）
▽イープラス：

（電話）０５７０－０６－９９１９（午前１０時～午後６時）

▽チケットぴあ：

（電話）０５７０－０２－９１１１（午前１０時～午後６時）

■一般販売初日の購入枚数制限は各会場、販売席種により異なります。詳細は各販売ホームページ、販売所でご確認ください。

