
チケット発売日

2017年10月10日(火) 19:00～10月13日(金) 23:59

2017年10月21日(土) 10:00～

ＷＥＢ：　ローソンチケット、チケットバスケット、チケットぴあ

店 頭：　ローソン、ミニストップ、チケットぴあ、セブン-イレブン、サークルK・サンクス

電 話：　ローソンチケット(0570-000-732)、チケットぴあ(0570-02-9999)

会場見取図

■駒沢体育館

FIBAバスケットボールワールドカップ2019　アジア地区　1次予選

チケット販売概要

※限定グッズ付き (サイン入りオーセンティックユニフォーム または 限定ナンバー入りＴシャツ　アンダーアーマー製)

※AKATSUKI FIVE オリジナルＴシャツ付き

*ホームベンチ：日本代表、アウェーベンチ：フィリピン代表

［ローソン会員、Bリーグ会員、B1・B2-36クラブ ファンクラブ会員限定］

2017年11月24日(金) 19:00試合開始　　男子日本代表 vs フィリピン代表

■先行販売　

ＷＥＢ：　ローソンチケット

■一般販売

［インターネット(PC・携帯電話)予約、店頭販売、電話予約］

※運営上の都合により、予告なく座席図が一部変更となる場合がございます。



FIBAバスケットボールワールドカップ2019　アジア地区　1次予選

チケット販売概要
2017年11月24日(金) 19:00試合開始　　男子日本代表 vs フィリピン代表

チケット料金

【特典について】

② 一般販売特典 (AKATSUKI FIVE オリジナルTシャツ)
◎AKATSUKI FIVE オリジナルＴシャツ (※デザインは決定次第、大会特設サイトにて公開)

・Ｔシャツのサイズは、Ｌサイズのみになります。

【注意事項】
① 全席指定席になります。
② 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
③ チケットは試合当日のみ有効で、再入場可能です。
④
⑤

◎ローソン先行販売 システム利用料：216円(申し込み1件) 発券手数料：108円(申し込み1枚) 先行販売手数料：なし
◎ローソン一般販売 システム利用料：216円(申し込み1枚) 発券手数料：108円(申し込み1枚)
◎チケットぴあ一般販売 システム利用料：216円(申し込み1枚) 発券手数料：108円(申し込み1枚)

・オーセンティックユニフォームのサイズ・色は先着順になります。 (6サイズ展開：Ｍ、Ｌ、ＸＬ、ＸＸＬ、3ＸＬ、4ＸＬ ／ カラー2種類：黒色、白色)
・サインは、12選手＋ヘッドコーチより選択可能です。
・オーセンティックユニフォームには、ナンバー、選手名(ネーム)、スポンサーロゴは入りません。

・Ｔシャツのサイズは先着順になります。 (4サイズ展開：Ｍ、Ｌ、ＸＬ、ＸＸＬ)
・ナンバー、選手名(ネーム)は、12選手より選択可能です。

※オーセンティックユニフォームおよびＴシャツの選択選手は、FIBA ASIAカップ2017(8月/レバノン)の出場メンバーとなります。
【FIBA ASIAカップ2017　出場メンバー】　※11月24日(金)の日本代表戦メンバーの決定ではありません。
　#0 橋本竜馬、#2 富樫勇樹、#6 比江島慎、#7 篠山竜青、#8 太田敦也、#10 竹内公輔、#18 馬場雄大、#24 田中大貴、
　#25 古川孝敏、#34 小野龍猛、#35 アイラ・ブラウン、#88 張本天傑

※選手選択されなかった場合は、在庫品との引き換えとなります。

◎限定ナンバー入りＴシャツ

【チケット前売購入にあたっての手数料】

※特典の引き換えは、当日会場にて、チケットに付属する「副券」での引き換えのみとなります。

先行販売特典 (サイン入りオーセンティックユニフォーム　または　限定ナンバー入りＴシャツ　アンダーアーマー製)①
◎サイン入りオーセンティックユニフォーム

※特典の引き換えは、当日会場にて、チケットに付属する「副券」での引き換えのみとなります。

※先行販売で購入された場合には、AKATSUKI FIVE オリジナルＴシャツは付きません。

未就学児は大人1名につき1名まで膝上観戦に限り無料です。お席が必要な場合は各種チケットをご購入ください。
開場時間　17:30 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の1時間前(16:30)より開始します。

前売価格 当日価格

ブースター・プラチナ (HOME) ※サイン入りオーセンティックユニフォーム付 -- ¥32,000 -- ※先行販売限定

ブースター・プラチナ (HOME) -- ¥20,000 ¥20,500

ブースター・プラチナ (AWAY) -- ¥20,000 ¥20,500

コートサイド・プレミア ※サイン入りオーセンティックユニフォーム付 -- ¥27,000 -- ※先行販売限定

コートサイド・プレミア -- ¥15,000 ¥15,500

コートサイド ※限定ナンバー入りＴシャツ付 -- ¥14,000 -- ※先行販売限定

コートサイド -- ¥12,000 ¥12,500

アリーナベンチ・プレミア ※限定ナンバー入りＴシャツ付 -- ¥9,000 -- ※先行販売限定

アリーナベンチ・プレミア -- ¥7,000 ¥7,500

⑤ アリーナベンチ -- ¥4,500 ¥5,000

アリーナメイン・プレミア ※限定ナンバー入りＴシャツ付 -- ¥8,500 -- ※先行販売限定

アリーナメイン・プレミア -- ¥6,500 ¥7,000

⑦ アリーナメイン -- ¥5,000 ¥5,500

⑧ アリーナメイン・バリュー (見切れ有り) -- ¥3,000 ¥3,500

コートエンドＡ ※限定ナンバー入りＴシャツ付 -- ¥8,000 -- ※先行販売限定

コートエンドＡ -- ¥6,000 ¥6,500

⑩ コートエンドＢ -- ¥5,000 ¥5,500

⑪ コートエンドＣ -- ¥4,000 ¥4,500

⑫ コートエンドＤ -- ¥3,500 ¥4,000

大人 ¥6,500 --

高校生 ¥5,600 --

小中学生 ¥4,700 --

大人 ¥4,500 ¥5,000

高校生 ¥3,600 ¥4,100

小中学生 ¥2,700 ¥3,200

大人 ¥4,000 ¥4,500

高校生 ¥3,200 ¥3,700

小中学生 ¥2,400 ¥2,900

大人 ¥3,500 ¥4,000

高校生 ¥2,800 ¥3,300

小中学生 ¥2,100 ¥2,600

車椅子席 (同伴者1名無料) ※限定ナンバー入りＴシャツ付 -- ¥4,100 -- ※先行販売限定

車椅子席 (同伴者1名無料) -- ¥2,100 ¥2,600
⑯

①

②

③

④

⑥

⑨

⑬

⑭

⑮ スタンド指定席Ｂ

料 金

※先行販売限定

券 種

スタンド指定席Ａ・プレミア ※限定ナンバー入りＴシャツ付

スタンド指定席Ａ・プレミア

スタンド指定席Ａ



FIBAバスケットボールワールドカップ2019　アジア地区　1次予選

チケット販売概要
2017年11月24日(金) 19:00試合開始　　男子日本代表 vs フィリピン代表

販売方法

2017年10月10日(火) 19:00～10月13日(金) 23:59

2017年10月21日(土) 10:00～

問い合わせ

　店頭販売

　インターネット

　電話予約

＜先行販売＞

●PC・携帯電話共通　　http://l-tike.com/sports/fiba-worldcup/
　 ※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

●PC・携帯電話共通　　http://l-tike.com/sports/fiba-worldcup/
　 ※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　　https://l-tike.com/st1/sports_blgkaiin/
　 ※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。
 　※Bリーグ会員、B1・B2-36クラブ ファンクラブ会員は、別途会員にメールで
　　　ご案内しております「ＩＤ、パスワード」が必要です。

　ローソンチケット

ローソン会員

Bリーグ会員

＜一般販売＞

●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。

 　【Ｐコード】　　837-150

　チケットバスケット ●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。

　チケットぴあ ●PC・携帯電話共通　　http://w.pia.jp/t/fiba-worldcup/
　 ※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。

　大会に関する問い合わせ
●公益財団法人日本バスケットボール協会
　 電話番号　　03-4415-2020
　 (9:30～12:00/13:00～17:30　※土・日、祝祭日を除く)

　インターネット

　ローソンチケット
●全国のローソン、ミニストップ店頭Loppiにて直接購入

　チケットに関する問い合わせ
●ローソンチケット
　 電話番号　　0570-000-732
　 (オペレーター対応／10:00～20:00)

 　※24時間受付(販売初日は10:00より)

　 ※Ｌコードは電話予約と共通

　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Ｋ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。(販売初日は10:00より)

 　※Ｐコードは電話予約と共通

　ローソンチケット
●電話番号　　0570-000-732
　 ※オペレーター対応／10:00～20:00

　 【Lコード】　　31365

　チケットぴあ


