
【入場券ご購入にあたって】

【対象試合】
対戦カード 試合開始時間

18:00

18:00

18:00

18:00

14:00

14:00

18:00

14:00

14:00

※試合開始時間、開場時間は変更になる場合があります。

【席種・料金】

※新型コロナウイルス感染対策のため、販売する席種やエリア、観戦・応援ルールなどが変更となる場合があります。

6,800円 2,300円

5,800円 2,300円

4,600円 2,300円

4,600円 2,300円

4,600円 12,000円

3,200円 10,000円

2,800円 10,000円

2,400円 7,000円

1,000円 指定席S見切り席 4,700円

2,000円 指定席B見切り席 3,300円

14,500円 外野指定席見切り席 1,500円

車いす席 2,600円

JERA セントラル・リーグ公式戦 2022 東京ドーム巨人戦　入場券販売概要

※外野指定席、同見切り席、オレンジシート、内野ビジターチーム応援席は、感染対策のため、当面の間、立ち上がっての応援はできません。

※外野指定席（ライト）は、GIANTSオフィシャルチケット、読売新聞オンラインチケットストア、イープラス、セブンチケット、巨人戦オンラインチケットで販売します。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本試合に来場いただく皆様には、巨人軍公式サイト（https://www.giants.jp/）に記載の注意事項にご協力をお願いします。
・スマートフォンやタブレットを使って来場登録できるアプリを運用する予定です。運用開始の際に、あらためてお知らせします。
・球場内でのアルコール類の販売を取り止める場合があります。アルコール類の持ち込みはできません。
・入場ゲートでの検温にご協力いただきます。ご協力いただけない場合や体温が37.5°C以上の場合はご入場いただけません。
・球場内では、飲食の時以外、応援時も含めて必ずマスクを着用するようお願いします。マスクはあらかじめご準備いただき、ご来場ください。

内野ビジターチーム応援席

※指定席S見切り席、指定席B見切り席は、GIANTS オフィシャルチケット、イープラスで販売します。

クラフトカウンター（ペア）

クラフトカウンター立ち見指定（ペア）

※外野指定席見切り席（ライト、レフト巨人応援席）は、GIANTSオフィシャルチケット、イープラスで販売します。同見切り席（レフト、ビジターチーム応援席）は、イープラスで販売します。

指定席C（小中高生）

指定席C（大人）

5月8日（日）

5月7日（土）

※外野指定席（ライト、レフト巨人応援席）、同見切り席、オレンジシートでは巨人の対戦相手の応援や応援グッズの使用・着用はできません。

※料金は税込み。座席を確保する場合は、小学生未満でも入場券が必要。また、DAZNエキサイトシートでは小学生未満でも膝上観戦不可、入場券が必要。

※レジェンズシートは球界のレジェンドOBによる解説が付いたシートです。GIANTSオフィシャルチケット、読売新聞オンラインチケットストア、イープラスで販売します。

レジェンズシート

指定席B 外野指定席（レフト巨人応援席）

外野指定席（ビジターチーム応援席）

DAZNエキサイトEASYシート

DAZNエキサイトシート

指定席FC中央

4月29日（金・祝）

4月21日（木）

4月20日（水）

※外野指定席（ビジターチーム応援席）、同見切り席、内野ビジターチーム応援席では巨人の応援や応援グッズの使用・着用はできません。

指定席S

指定席A

オレンジシート

指定席FC

席種 席種

16:00

12:00

12:00

5月6日（金）

5月1日（日）

4月30日（土）

16:00

16:00

開場時間

※クラフトカウンター（立ち見指定含む）は2人分の料金です。座席指定はできません。GIANTSオフィシャルチケット、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットで販売します。

※内野ﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑ応援席、外野指定席(ﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑ応援席)は、GIANTSオフィシャルチケット、読売新聞オンラインチケットストア、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットで販売します。

※DAZNエキサイトシート、DAZNエキサイトEASYシートは、CLUB GIANTS会員、読売新聞オンライン読者会員を中心に優先販売します。DAZNエキサイトEASYシートは防球ネットが付いたエキサイ
トシートで、お子様連れのご観戦も気楽にお楽しみいただけるグラウンド上のシートです。

指定席D

4月19日（火）

試合日程

巨人-ヤクルト

料金 料金

外野指定席（ライト）

外野指定席（レフト）

16:00

16:00

巨人-阪神

巨人-広島

12:00

12:00



【販売方法、スケジュールについて】

◆先行販売方法（一般発売日前から優先販売）

受付

シーズンシートオーナー
エキサイトシート優先販売

シーズンシートオーナー
優先販売

グランドスラム
メンバー

グランドスラム
先着販売

エキサイトシート抽選販売

第1次抽選販売

第1次ライト抽選販売

第1次プレミアムシート
先着販売

第1次先着販売

第2次抽選販売

第2次ライト抽選販売

第2次プレミアムシート
先着販売

第2次先着販売

ビジターチーム応援席
先着販売

読売新聞オンライン
エキサイトシート抽選販売

読売新聞オンライン
抽選販売

イープラス
プレオーダー

車いす席
抽選販売

※プレミアムシート先着販売で販売する席種詳細については購入ページをご覧ください。

CLUB
GIANTS会員

シーズンシートオーナーサイトほかでご案内します。

2月25日正午
～28日正午まで

3月2日午後3時
～4日午後8時まで

2月24日正午
～試合開始時間まで

2月24日正午
～28日正午まで

2月23日午後6時
～25日正午まで

2月26日正午
～3月1日正午まで

2月28日正午
～3月3日正午まで

2月26日正午
～3月1日正午まで

3月3日正午
～4日午後8時まで

シルバー／キッズメンバー
およびG-Po JCBカードをお
持ちのブロンズ・GIANTS ID

会員

【インターネット】
GIANTSオフィシャルチケット
https://fan.giants.jp/mypage/eplus　〔PC・スマートフォン共
通（ガラケー除く）〕〔会員登録が必要〕

【電話】
午前10時～午後6時（土日含む）オペレーター対応。
グランドスラム・ゴールドメンバー専用　050－3066－
9690、シルバー・キッズメンバー専用　050－3066－5945、
ブロンズメンバー／GIANTS ID会員専用　050－3066－
6524
※「CLUB GIANTS」入会希望の方は、上記アドレスへアク
セスください。
※電話申込みは1通話につき1試合まで。複数試合をご希
望の場合はお掛け直しください。
※上記時間以外は電話でのお申込みを承れませんので、
ご了承ください。

【インターネット】
イープラス　https://eplus.jp/giants/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕
〔会員登録（無料）が必要〕
付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。
問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時
～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可

【インターネット】
イープラス　https://eplus.jp/giants/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕
〔会員登録（無料）が必要〕

GIANTSオフィシャルチケット

【インターネット】
GIANTSオフィシャルチケット
https://fan.giants.jp/mypage/eplus　〔PC・スマートフォン共
通（ガラケー除く）〕〔会員登録が必要〕

3月3日正午
～4日午後8時まで

【インターネット】
読売新聞オンラインチケットストア
https://ticket.yomiuri.co.jp/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕　〔会員登録（読
売新聞の購読）が必要〕

イープラス会員（車いす席）

申込受付方法受付期間

2月25日正午
～試合開始時間まで

読売新聞オンライン
チケットストア

イープラス会員

グランドスラム／ゴールド
メンバー

対象

2月22日正午
～24日正午まで

シーズンシート
オーナー



◆一般販売方法（先着制）

一般販売：3月5日（土）午前11時～

※購入枚数制限：先行販売は1申込み4枚まで。一般販売の1申込みの販売枚数はプレイガイドにより異なります。 予定枚数に達し次第、販売を終了。

※営業時間、販売方法ならびにチケット発券方法、発券期間などは、各プレイガイドへお問い合わせください。

【チケットに関するお問い合わせ先】

　東京ドーム／03－5800－9999（午前10時～午後5時）　イープラス／050－3066－9007（午前10時～午後6時、巨人戦専用）

　チケットぴあ／0570－02－9111（午前10時～午後6時）　ローソンチケット／https://faq.l-tike.com/

東京ドーム
インフォメーション横
チケットカウンター

車いす席
（イープラス）

【店頭】
午前１１時～午後７時
※CLUB GIANTS会員、GIANTS ID会員またはTDポイント会員のみご利用いただけます。

https://eplus.jp/giants/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕
〔イープラス会員登録（無料）が必要〕
付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。
問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）ま
で　※問い合わせのみ、購入不可

販売方法

GIANTS オフィシャルチ
ケット

読売新聞オンライン
チケットストア

イープラス

チケットぴあ

インターネット販売

https://w.pia.jp/t/giants/
　〔ＰＣ・スマートフォン共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

【店頭】
セブン-イレブン店舗内マルチコピー機（チケットぴあを選択）
Pコード：591-050

【電話】
グランドスラム・ゴールドメンバー専用　０５０－３０６６－９６９０
シルバー・キッズメンバー専用　０５０－３０６６－５９４５
ブロンズメンバー／GIANTS ID会員専用　０５０－３０６６－６５２４
※初日 午前１１時～午後６時／２日目以降、午前１０時～午後６時（土日含む）オペレー
ター対応

＊上記時間以外は電話でのお申込みを承れませんので、予めご了承ください。
＊電話申し込みは1通話につき1試合まで。複数試合をご希望の場合はお掛け直しくださ
い。

https://eplus.jp/giants/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕

【店頭】
ファミリーマート店舗内「Famiポート」

https://ticket.yomiuri.co.jp/
〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕　〔会員登録が必要〕

その他販売方法

https://fan.giants.jp/mypage/eplus
〔ＰＣ・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕

＊ご利用にはGIANTS ID（登録無料）が必要です。
＊ジャイアンツ公式アプリ「GIANST APP」からもご購入い
ただけます。

【店頭】　セブン-イレブン店舗内マルチコピー機「セブンチケット」で販売
            ※「セブンチケット」店頭購入は手数料無料です。

http://www.e-tix.jp/ticket_giants/
　〔PC・スマートフォン共通〕
＊会員登録なしで、どなた様でもすぐにご利用可能です。
＊座席図から座席を選択できます。
＊受取方法は「バーコードチケット」「自動発券機」「セブン-イレブン発券」
から選択できます。
＊「バーコードチケット」「自動発券機」を選択された場合、手数料無料で
す。

ローソンチケット

セブンチケット
（セブン-イレブン）

巨人戦オンラインチケット

https://l-tike.com/giants/
　〔ＰＣ・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

【店頭】
全国のローソン、ミニストップ店舗内「Loppi」
 Lコード　広島戦30907、阪神戦30908、ヤクルト戦30909

http://7ticket.jp/sp/giants/
　〔ＰＣ・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可
https://eplus.jp/giants/ 〔PC・スマートフォン共通（ガラケー除く）〕〔会員登録（無料）が必要〕付添は2名まで。付添者用の座席も車いす席と同額。問い合わせは東京ドームTEL：03－5800－9999（午前10時～午後5時）まで　※問い合わせのみ、購入不可

