２０１５読売ジャイアンツオープン戦（東京ドーム／計５試合）
日時（開場）

チケット料金・発売方法について

対戦カード

①２月２８日（土）午後６時 （開場：午後４時）

巨 人（１塁側） 対 東京ヤクルト （３塁側）

②３月１日（日）午後２時 （開場：正午）

巨 人（１塁側） 対 東京ヤクルト （３塁側）

③３月２０日（金）午後６時 （開場：午後４時）

巨 人（１塁側） 対 北海道日本ハム （３塁側）

④３月２１日（土）午後１時３０分 （開場：午前１１時３０分）

巨 人（１塁側） 対 北海道日本ハム （３塁側）

⑤３月２２日（日）午後２時 （開場：正午）

巨 人（１塁側） 対 千葉ロッテ （３塁側）

【主催】読売新聞社、日本テレビ

【会場】東京ドーム

【対象試合】
①２月２８日（土） 対 東京ヤクルト
②３月１日（日） 対 東京ヤクルト
④３月２１日（土） 対 北海道日本ハム
⑤３月２２日（日） 対 千葉ロッテ

【対象試合】
③３月２０日（金） 対 北海道日本ハム

席種／料金

①２月２８日、②３月１日、⑤３月２２日

③３月２０日

④３月２１日

前売り券

当日券

前売り券

当日券

前売り券

当日券

アットホーム エキサイトシート

６，５００円

７，０００円

６，５００円

７，０００円

７，０００円

７，５００円

デルタ スカイ360°プレミアムラウンジ

３，５００円

４，０００円

３，５００円

４，０００円

３，５００円

４，０００円

プレミアムシート

４，５００円

５，０００円

４，５００円

５，０００円

５，０００円

５，５００円

指定席Ｓ

５，０００円

５，５００円

５，０００円

５，５００円

５，２００円

５，７００円

指定席Ａ

３，５００円

４，０００円

３，５００円

４，０００円

３，７００円

４，２００円

指定席Ｂ

２，５００円

３，０００円

２，５００円

３，０００円

３，０００円

３，５００円

指定席Ｃ

１，８００円

２，３００円

設定なし

設定なし

２，０００円

２，５００円

外野指定席（ライト／レフト）
レフト巨人応援席

２，０００円

２，０００円

２，０００円

１，５００円

１，５００円

１，５００円

３００円

３００円

３００円

外野ビジター応援席
自由席（大人）
自由席（小中学生）

＊自由席は２階内野席となり、外野席の設定はありません。３月２０日のみ１階内野席にも対象エリアを設置します。
＊料金は消費税込み。座席を確保する場合は小学生未満でも入場券が必要です。
＊アットホーム エキサイトシートはCLUB G-Poおよびイープラス会員限定発売となります。先行発売で予定枚数が終了した場合には、一般発売はございません。
＊外野指定席ライトは、CLUB G-Po、チケットGIANTS、東京ドーム、イープラス、横浜読売プレイガイドのみで販売します。
＊また、外野ビジター応援席は東京ドーム、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットのみで販売します。

◆先行発売方法
申込受付方法

申込受付期間

当選確認

チケット引換開始

―「CLUB G-Po」会員限定―

◇インターネット http://www.club-g-po.jp/
〔パソコン・携帯電話共通〕

CLUB G-Po
早チケ
（先着方式）

１月１７日（土）午前１０時～２３ ◇電話：０５７０－０６－９９７３
日（金）正午

イープラス
（抽選方式）

１月１７日（土）正午
～１月１９日（月）正午

１月２４日(土)午前１０時～
＊引き換えは、ファミリーマー
トまたは、セブン-イレブン店
舗（配送も可）

＊申込受付期間内にて「先着順」で販売いたします（エキサイトシート含む）
＊「CLUB G-Po」全会員（プライム／ジュニア／エンジョイ）がお申し込みいただけます
＊申し込み可能枚数／１会員につき各試合１席種４枚まで（エキサイトシートは２枚まで）
＊「CLUB G-Po」入会希望の方は上記アドレスへアクセス！

◇インターネット http://eplus.jp/giants/

１月２４日（土）午前１０時～

〔パソコン・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

１月２０日（火）午後１時～

＊申し込み可能枚数／１会員につき各試合１席種４枚まで（エキサイトシートは２枚まで）

◇インターネット http://pia.jp/t/giants/
チケットぴあ
（抽選方式）

１月１８日（日）午前１１時
～１月２０日（火）午前１１時

ローソン
チケット
（抽選方式）

１月１８日（日）午前１１時
～１月２０日（火）午前１１時

〔パソコン・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕
＊申し込み可能枚数／１会員につき各試合１席種４枚まで
＊「エキサイトシート」のお取り扱いはありません
＊お支払い方法はクレジットカード、電子マネーちょコムのみ

１月２２日（木）午後６時以降に、抽選申込み履歴にて
ご確認いただけます。
お申し込み時に登録いただいたメールアドレスへも
１月２２日（木）午後６時以降に、当落をご連絡します。

＊引き換えは、ファミリーマー
トまたは、セブン-イレブン店
舗（配送も可）

１月２４日（土）午前１０時～
＊引き換えは、ぴあステー
ション、ぴあスポット、サー
クルＫ・サンクス、セブン-イ
レブン（配送も可）

◇インターネット http://l-tike.com/giants/
〔パソコン・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

１月２２日（木）午後３時～

＊申し込み可能枚数／１会員につき各試合１席種４枚まで
＊「エキサイトシート」のお取り扱いはありません
＊お支払い方法はクレジットカードのみ

１月２４日（土）午前１０時～
＊引き換えは、ローソン店舗、
ミニストップ

◆一般発売方法（発売日：１月２４日（土）午前１１時～）
インターネット

その他販売方法

【ＰＣ・モバイル・スマートフォン】
◇http://www.e-tix.jp/ticket_giants/pc/
チケットＧＩＡＮＴＳ

CLUB G-Po
チケット

●受取方法は、「ご自宅でプリントアウト」、「東京ドームの自動発券機」、
「セブン-イレブン店頭」から、お選びいただけます。
＊「ご自宅でプリントアウト」はパソコンからのご利用となります。
●「ご自宅でプリントアウト」「東京ドームの自動発券機」を選択された場合、手数料は無料です。
●座席図から座席を選択できます。（携帯電話を除く）

http://www.club-g-po.jp/
〔ＰＣ・携帯電話共通〕 ＊「CLUB G-Po」全会員対象

イープラス

http://eplus.jp/giants/

チケットぴあ

http://pia.jp/t/giants/

ローソン
チケット

〔ＰＣ・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

〔ＰＣ・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

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

http://7ticket.jp/sp/giants
セブン-イレブン

〔ＰＣ・携帯電話共通〕〔会員登録（無料）が必要〕

東京ドーム
前売所

その他店頭販売

【電話】 ◇０５７０－０６－９９７３（自動音声対応／２４時間対応）
※「CLUB G-Po」全会員対象

【電話】 受付なし
【店頭】 ファミリーマート店舗内「Famiポート」

【電話】 ◇初日特電 ０５７０－００－００９１（午前１１時～午後１１時３０分まで） ＊Ｐコード不要
◇２日目以降 ０５７０－０２－９９９９ ＊Ｐコード必要（５９１－０５０）
【店頭】 チケットぴあ店舗、サークルＫ・サンクス、セブン-イレブンほか
※発売初日はチケットぴあ店舗では正午より発売開始。

【電話】 ◇初日特電 ０５７０－０００－０９４（午後６時まで）
◇初日午後６時以降 ０５７０－０８４－００３ ＊ともにＬコード必要
〔Ｌコード〕２月２８日、３月１日（ヤクルト戦）＝３７３８１、２０日、２１日（日本ハム戦）＝３７３８２、
２２日（ロッテ戦）＝３７３８３
【店頭】 全国のローソン/ミニストップ店舗内「Loppi」

【店頭】 ◇発売初日のみ午前１１時から販売 店舗内マルチコピー機「セブンチケット」で販売

【店頭のみ】 午前１１時～午後５時

●有楽町交通会館チケットビューロー（０３－３２１１－５５５５） ▽営業時間：平日土祝祭午前11時～午後7時（定休日：日曜日、交通会館定休日）
●横浜読売プレイガイド（０４５－２０１－９７４８） ▽営業時間：午前10時～午後5時（定休日：日曜日、祝日）

＊発売初日の購入枚数制限は１申し込みにつき８枚まで（ただし、アットホーム エキサイトシートは２枚まで）。予定枚数に達し次第、販売終了します。
＊オペレーター対応以外の電話番号は、プッシュ回線 ・ トーン信号の出る電話機でのご利用となります。 （０５７０で始まる電話番号は一部の携帯電話・PHS、一部のケーブルテレビ接続電話・IP電話は不可。）
＊CLUB G-Poチケットでは、当日券販売の実施はありません。
[車椅子席の受付について] 各試合日の１ヶ月前より電話にて予約受付。 東京ドーム 車イス席受付ＴＥＬ：０３－３８１７－６０８５（午前１０時～午後３時）
（料金）２，２００円。付き添いは２名までで、付き添い者用の座席も車椅子席と同額。

【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６時）
イープラス／０５７０－０６－９９７０（午前１０時～午後６時、巨人戦問い合わせ専用）
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／０５７０－０００－７３２（午前１０時～午後８時）

