
◆試合概要
　日程：７月１６日（金）　
　パシフィック・リーグ（３塁側）　VS　セントラル・リーグ（１塁側）

◆入場券
金額 金額

25,000円 9,000円 　　＊料金はすべて税込み。いずれも１名さまあたりのチケット価格です。
19,000円 8,500円 　　＊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。
18,000円 7,800円 　　＊不測の事態で表記の試合が中止の場合は、7月19日(月)～8月1日(日)までご購入店舗にて
12,000円 7,000円 　　　　払い戻しを行います。
12,000円 6,500円 　　＊ネット裏パーティーテラス、フィールドビューフロント、フィールドビューシート、ダグアウトテラス、Ｌ’ｓダイニングシート、
11,000円 4,800円 　　　　Ｌ’ｓデッキシート、内野パーティーテラス、ふらっとリビング、パノラマウッド4は、チケットのみの販売となり、
10,000円 4,600円 　　　　飲食物付のチケットではございませんので予めご了承ください。
8,800円 4,400円 　　＊プレミアムラウンジは、プレミアムエキサイトシート、プレミアムシートS、プレミアムシートAの方のみご利用いただけます。

11,000円 4,400円 　　　　なお、ブッフェエリアは、プレミアムエキサイトシートの方のみご利用可能です。
10,000円 4,000円 　　＊ライオンズ オーナーズレストランは、プレミアムエキサイトシート、プレミアムシートS、プレミアムシートAの方のみ
10,000円 9,000円 　　　 ご利用いただけます。また、店内はご利用可能エリアを制限させていただきます。
13,000円 7,400円 　　＊専属スタッフは、プレミアムシートS、プレミアムシートAの方のみご利用いただけます。
10,000円 5,500円 　　＊車椅子観戦券（ユニバーサルデッキ含む）は、6月25日(金)から　埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター
10,000円 4,600円 　　　　(電話番号：0570-01-1950)にて抽選受付となります。詳細は以下をご確認ください。
9,000円 4,800円 　　＊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。
9,000円 プレミアムエキサイト 車椅子席 20,000円 　　＊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。
9,000円 内野エリア 車椅子席 6,500円 　　＊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、
9,000円 6,500円       試合開始時間が変更となる場合があります。

　≪新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項≫
　 ＊マイナビオールスターゲーム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。　　

＊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『埼玉西武ライオンズファンクラブ会員証』または『埼玉西武ライオンズチケット会員(無料)会員証』をご提示ください。
　②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。
　③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/allstar/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/allstar/
　　　　　　リセール期間　 7月6日(火)12:00～7月7日(水)23：59（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。
　　　　　　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)7月6日(火)12:00～7月6日(火)23:59
　　　　
　　　　　　リセール申込期間（郵送受け取りの場合）7月6日(火)12:00～7月9日（金）23:59

　　　　　　※チケットぴあでの購入者は、7月8日(木)10:00以降より発券番号での出品が可能となります
　　　　　　※発券番号での出品は、チケットぴあ購入分のみとなります

◆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:6月24日(木)10:00~6月27日(日)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)
　※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

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 6月30日(水) 7月6日(火)
  ※決済方法はクレジット決済のみ 15:00~ 10:00~
  ※当落の案内6月30日(水)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　:　6月27日(日)10:00～7月1日(木)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)
＊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5日(月) 7月6日(火)
  ※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5日(月)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/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5日(月) 7月13日(火)
　※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「Famiポート」にて、一般発売日〔7月13日(火)〕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)
　※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5日(月) 7月8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、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「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。

≪マイナビオールスターゲーム２０２１　チケット発売要項≫
【第１戦　メットライフドーム】

プレミアムシートA 内野指定席A
ネット裏エグゼクティブシート 内野指定席B
ネット裏テーブル４ 内野指定席C
ネット裏カウンターシート 外野指定席A【レフト】
ネット裏パーティーテラス

席種 席種
プレミアムエキサイトシート 内野指定席SS
プレミアムシートS 内野指定席S

外野指定席B【レフト】
ネット裏指定席 外野指定席C【レフト】
フィールドビューフロント 外野指定席【ライト】
フィールドビューシート ユニバーサルデッキ
フィールドビューソファ パノラマウッド4
ダグアウトトップシート ライトパノラマテラス
ダグアウトテラス ライトポールシートA
L'sダイニングシート ライトポールシートB
L'sデッキシート

ふらっとリビング
ブルペンかぶりつきシート L'sテラスエリア 車椅子席

受付方法受付期間

~

ステンレスカウンター

　（発券番号の出品の場合）7月6日(火)12:00～7月11日（日）23:59

（店頭発券での受け取りの場合）7月6日(火)12:00～7月14日（水）23:59

ファミリーマート

~

7月1日(木)
23:59

受付方法

内野パーティーテラス

6月24日(木)
10:00

10:00

ローソンチケット
6月27日(日)

受付期間

ローソン

6月27日(日)

23:59



【一般発売】　　7月13日(火)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14日(水)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

◇インターネット   https：//eplus.jp/baseball/　 ◇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7月14日(水)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 ⇒オールスター

◇電話　 【特電】0570-02-9933(Pコード不要) 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
　※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。
　※チケットのお引き取りは、ファミリーマート店頭「Famiポート」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。

◇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「Famiポート」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。)

【車椅子観戦券発売方法】
抽選受付期間：　6月25日(金)10:00　～　6月27日(日)18:00

対象席種
　※ユニバーサルデッキ／プレミアムエキサイト 車椅子席／内野エリア 車椅子席／L'sテラスエリア 車椅子席

申込方法
　※Webでの申込は、受付期間内に埼玉西武ライオンズ公式サイトのフォーム（https://www.seibulions.jp/ocms/ticket/wheelchair/）にてお申込みください。
　※Webからのお申込みが困難な場合は、受付期間内に埼玉西武ライオンズ インフォメーションセンター【TEL：0570-01-1950】へお電話にてお申込みください。

注意事項
　※車椅子席定員：車椅子でのご観戦１名につき、同行者さま最大２名、合計３名まで
　※ユニバーサルデッキ定員：車椅子でのご観戦は２名まで、ご同行のお客さまを含め最大１０名まで
　※ご予約は先着順ではなく『抽選制』となります。
　※当選者には、6月30日（水）にお電話にてご連絡いたします。
　※受付期間外にお申込みされた場合、無効とさせていただきます。
　※受付期間内に定員に達しなかった場合、それ以降は『埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター』：TEL 0570-01-1950にて先着順で受付いたします。

車椅子専用駐車場 事前予約のご案内
　ご自身の車椅子でご来場になる方を対象に駐車場の事前予約を承ります。
　※ご予約は試合チケット購入後にお願いいたします。
　※1日料金1,800円(税込)
　※車椅子席以外の席で観戦される場合もご予約いただけます。(車椅子でご来場される方に限ります)
　※受付開始：7月6日（火）～
　※お申込み『埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター』：TEL 0570-01-1950
　　　（予約可能な台数に限りがあるため、満車の場合は予約することができません）

【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)

チケットぴあ

店頭発売(2日目以降)

e+(イープラス)

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)

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

	メットライフ

