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平成 26 年 5 月 3１日 
 
報道関係各位 
 

公益財団法人日本バスケットボール協会 
 
 
 
 

 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

既にお知らせの通り、公益財団法人日本バスケットボール協会は、来る 7 月 25 日(金)～7 月 30 日(水)の期間、秋

田市立体育館(秋田県秋田市)、上山市体育文化センター(山形県上山市)、ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)にて、

「東日本大震災復興支援 バスケットボール女子日本代表国際親善試合 2014」を開催いたします。 

今般、本大会のうち上山大会、仙台大会の開催概要およびチケット販売概要が決定いたしましたのでお知らせいたし

ます。報道関係の皆様におかれましては、本大会の告知にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

■件 名   東日本大震災復興支援 バスケットボール女子日本代表国際親善試合 2014 

  上山大会、仙台大会 開催概要およびチケット販売概要 

■チケット販売 

発売期間 

 

 

 

 

 

上山大会/仙台大会 

チケットバスケット 

最速先行販売(抽選)  

2014 年 6 月 3 日(火)11:00～6 月 5 日(木)11:00 

2014 年 6 月 6 日(金)抽選。 

抽選結果は結果確認メールでご案内します。 

ぴあ 

先行販売(先着) 
2014 年 6 月 7 日(土)11:00～6 月 12 日(木)11:00 

一般販売 

2014 年 6 月 14 日(土)10:00～ 

チケットバスケット、チケットぴあ、ローソンチケット、e+(イープラス)にて

販売。[インターネット(PC・携帯電話)予約、電話予約、店頭販売] 

大会名称 東日本大震災復興支援 

バスケットボール女子日本代表国際親善試合 2014 上山大会 仙台大会  

主催 公益財団法人日本バスケットボール協会 

主管 公益財団法人日本バスケットボール協会 

《上山大会》 山形県バスケットボール協会、上山市バスケットボール協会 

《仙台大会》 宮城県バスケットボール協会 

後援 外務省、オーストラリア大使館 

《上山大会》 

山形県、山形県教育委員会、公益財団法人山形県体育協会 

上山市、上山市教育委員会、上山市体育協会 

NHK 山形放送局、山形放送、山形テレビ、テレビユー山形、 

さくらんぼテレビジョン、ケーブルテレビ山形、エフエム山形、山形新聞社、 

朝日新聞山形総局、毎日新聞山形支局、読売新聞東京本社山形支局、 

産経新聞社山形支局、河北新報社 （一部予定） 

 

 

東日本大震災復興支援 

バスケットボール女子日本代表国際親善試合 2014  

上山大会 仙台大会 開催概要およびチケット販売概要 決定 

■大会概要 
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■チケット概要 

●券 種 （上山大会） 取扱い 
前売 当日 

 チケバス ぴあ他 上山協会 

1F 指定席 CB チケバスシート 

あり 

なし 

なし 

3,000 円 3,500 円 

1F 指定席 コートサイド 

あり 

4,000 円 4,500 円 

1F エリア指定 ロールバック席 

（全席同一料金） 

あり 

3,000 円 3,500 円 

1F エリア指定 ロールバック前エンド側席 

高校生 
1,500 円 1,700 円 

1F エリア指定 ロールバックエンド側席 

小学生・中学生 
1,000 円 1,200 円 

2F スタンド自由席 （全席同一料金） 2,000 円 2,300 円 

１F 車椅子席 （付き添い 1 名まで無料） 

なし なし 

3,000 円 3,500 円 

2F 車椅子席 （付き添い 1 名まで無料） 2,000 円 2,300 円 

【注意事項】 

① チケバスシートは、チケットバスケット登録者のみ「チケットバスケット」より購入可です。  

② 再入場については、チケット半券で可能です。 

③ 開場時間 7 月 27 日（日） 12：00～ 

④ 未就学児は無料。ただし指定席での観戦を希望する場合は、各種チケットをご購入ください。 

⑤ 当日券は上山市文化体育センターで、開場時間より販売します。前売り券が売り切れの場合は、販売し   

   ませんのでご了承ください。 

●座席レイアウト （上山大会） 上山市体育文化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 

対戦 

《上山大会》 

7 月 27 日（日） 開場 12:00 

【第 1 戦】 13：30～ 日本代表（アジア競技大会）vs モザンビーク代表 

【第 2 戦】 15：30～ 日本代表（FIBA 世界選手権）vs オーストラリア代表 

《仙台大会》 

7 月 29 日（火） 

【第 1 戦】 17：00～ モザンビーク代表 vs オーストラリア代表 

【第 2 戦】 18：30～ 日本代表（FIBA 世界選手権）vs 日本代表（アジア競

技大会） 

7 月 30 日（水） 

【第 1 戦】 18：30～日本代表（FIBA 世界選手権）vs モザンビーク代表 

会場 《上山大会》 上山市体育文化センター （山形県上山市けやきの森 2-1） 

《仙台大会》 ゼビオアリーナ仙台 （仙台市太白区あすと長町 1 丁目 4-10） 

■コートサイド席 
 
■1 階ロールバックスタンド側席（一般） 
■1 階ロールバック前エンド側席（高校生） 
■1 階ロールバックエンド側席（小中学生） 
 
■チケバスシート 
■2 階 スタンド自由席 
 
■車椅子席 
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●券 種 （仙台大会） 取扱い 
前売 当日 

 チケバス ぴあ他 

コートサイド席 指定席 

全席種 

取扱有 

なし 4,500 円 5,000 円 

チケバスシート 一般/大学生 指定席 

あり 

2,000 円 2,500 円 

チケバスシート 高校生 指定席 1,500 円 2,000 円 

チケバスシート 中学生 指定席 1,000 円 1,500 円 

チケバスシート 小学生 指定席 700 円 1,000 円 

１F・２F 一般/大学生 自由席 2,000 円 2,500 円 

１F・２F 高校生 自由席 1,500 円 2,000 円 

１F・２F 中学生 自由席 1,000 円 1,500 円 

１F・２F 小学生 自由席 700 円 1,000 円 

コートエンド 車椅子席 4,500 円 5,000 円 

２F 車椅子席 2000 円 2500 円 

 

●座席レイアウト （仙台大会） ゼビオアリーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① チケバスシートは、チケットバスケット登録者のみ「チケットバスケット」より購入可です。  

② 再入場については、チケット半券で可能です。 

③ 開場時間 7 月 29 日（火） 16：00～、7 月 30 日（水） 17:30～。 

④ 未就学児は無料。ただし指定席での観戦を希望する場合は、各種チケットをご購入ください。 

⑤ 当日券はゼビオアリーナ仙台で、開場時間より販売します。前売り券が売り切れの場合は、販売しませんの

でご了承ください。 

 

■チケット前売購入にあたっての手数料 

① システム利用料 216 円/枚 

② セブン-イレブン決済手数料 216 円/件 ※決済方法でクレジットを選択された場合はかかりません。 

③ イーコンテクスト決済手数料 216 円/件 ※決済方法でクレジットを選択された場合はかかりません。 

④ 発券手数料 108 円/枚 ※引取り方法で配送を選択された場合はかかりません。 

⑤ 配送手数料 617 円/件 ※引取り方法で配送を選択された場合にかかります。 

 

■コートサイド席 
    
■コートエンド席（車椅子席） 
 
■チケバスシート 
     
■1・2 階 自由席 
 
■車椅子席 
 
ベンチ 
29 日 
ホーム：モザンビーク代表 
     日本代表（FIBA 世界選手権） 
30 日 
ホーム：日本代表（FIBA 世界選手権） 

アウェイ ホーム 
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■発 売 

 

以上 

■販売方法

＜最速先行販売(抽選)＞　 2014年6月3日(火)11:00～6月5日(木)11:00

※2014年6月6日(金)抽選。抽選結果は結果確認メールでご案内します。

　インターネット

　チケットバスケット

＜先行販売(先着)＞ 2014年6月7日(土)11:00～6月12日(木)11:00

　インターネット

チケットぴあ

＜一般発売＞ 2014年6月14 日(土)10:00～

　インターネット

　チケットバスケット

　チケットぴあ

　ローソンチケット

　e＋(イープラス)

　電話予約

　店頭販売

　ローソンチケット

　ｅ＋(イープラス)

　上山大会：コートサイド席、1階ロールバックスタンド席（一般）、1階ロールバック前エンド席（高校生）、
　　　　　　　　1階ロールバックエンド席（小中学生）、2階スタンド席
　仙台大会：コートサイド席、コートエンド席（車椅子席）、 1・2階 自由席、車椅子席

 　【Pコード ：826-791（上山大会）　826-792（仙台大会）　 】

●PC・携帯電話共通　http://pia.jp/t/
   ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。
●支払い方法はクレジットカード決済もしくはセブン-イレブン店頭、イーコンテクスト、
　 電子マネーちょコムでお支払いできます。

●PC・携帯電話共通　　http://l-tike.com/
　 ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。

　チケットぴあ
●電話番号　0570-02-9999
　 ※24時間受付／Pコード入力による音声自動対応
 　※毎週火・水の深夜1:30～5：30は、メンテナンスのため購入できません。

●全国のローソン・ミニストップ店頭Loppiにて直接購入
   ※24時間受付(発売初日は10：00より)
　 ※Lコードは電話予約と共通

●全国のファミリーマート店頭ファミポートにて直接購入
　 ※24時間受付(発売初日は10：00より)
　 ※毎月第1・第3木曜日 深夜1:25～8:00はメンテナンスのため購入不可

●PC・携帯電話共通　　http://eplus.jp/basketball/
　 ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。

　上山大会：2階 スタンド自由席
　仙台大会：1・2階自由席

　 　【Lコード ：  27676（上山大会）・27677（仙台大会）】

　チケットぴあ

●全国のチケットぴあ店舗、セブン-イレブン店舗マルチコピー機、サークルＫ・サンクス店舗
　 カルワザステーションにて直接購入
   ※店舗によって営業時間が異なります。（発売初日は10：00より)
　 ※Pコードは電話予約と共通

●PC・携帯電話共通　　http://pia.jp/t-basket/
   ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。

●PC・携帯電話共通　　http://pia.jp/t/
　 ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。

　ローソンチケット

●電話番号 0570-084-002
　※24時間受付／Lコード入力による音声自動対応

●電話番号　0570-000-732
　※オペレーター対応／10:00～20:00

●PC・携帯電話共通　　http://pia.jp/t-basket/
   ※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録(無料)が必要です。


