
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本生命カップ 2021 (沖縄大会)＞ 

■会場：沖縄アリーナ 

 

■日程 

日付 試合開始予定時間 対戦カード 

2021年 7月 7日 (水) 19:05 男子日本代表チーム vs. 男子ハンガリー代表チーム 

2021年 7月 9日 (金) 19:30 男子日本代表チーム vs. 男子ベルギー代表チーム 

2021年 7月 11日 (日) 13:10 男子日本代表チーム vs. 男子フィンランド代表チーム 

 

＜日本生命カップ 2021 (埼玉大会)＞ 

＜SoftBank カップ 2021 (埼玉大会)＞ 

＜三井不動産カップ 2021 (埼玉大会)＞ 

■会場 (※3大会共通) ：サイデン化学アリーナ (さいたま市記念総合体育館) 

 

■男子日程 

日付 試合開始予定時間 対戦カード 

2021年 7月 16日 (金) 19:10 男子日本代表チーム vs.  ※対戦相手未定 

2021年 7月 18日 (日) 13:30 男子日本代表チーム vs. 男子フランス代表チーム 

※対戦国等の関係者の入国許可等については、今後政府との調整をしてまいります。 

 

■女子日程 

日付 試合開始予定時間 対戦カード 

2021年 7月 15日 (木) 19:05 女子日本代表チーム vs. 女子ベルギー代表チーム 

2021年 7月 17日 (土) 15:00 女子日本代表チーム vs. 女子プエルトリコ代表チーム 

 

 

 

◎『AKATSUKI FIVE plus＋』 有料会員抽選先行 

※抽選制 

2021年 6月 11日 (金) 18:00 ～ 6月 13日 (日) 23:50 

※公式 FUN サイト 『AKATSUKI FIVE plus＋』 有料会員対象 

◎ローソンチケット会員先着先行 

 ※先着制 
2021年 6月 16日 (水) 12:00 ～ 6月 17日 (木) 23:50 

◎一般販売 2021年 6月 21日 (月) 18:00～ 

・チケット受け取り方法は 「電子チケット」 「紙チケット」 からご選択いただけます。 

・選択前に 「電子チケットに関する注意事項」 をご一読ください。 

 

【チケット販売概要】 

日本生命カップ 2021 バスケットボール男子日本代表国際強化試合(沖縄大会/埼玉大会) 

SoftBank カップ 2021 バスケットボール男子日本代表国際強化試合(埼玉大会) 

三井不動産カップ 2021 バスケットボール女子日本代表国際強化試合(埼玉大会) 

                                                    (※全 4ページ) 

対象試合 (※以下、3大会列記) 

チケット販売期間 ※3大会共通 



 

 

 

 

■沖縄会場：沖縄アリーナ 

 

 

 

 

■埼玉会場：サイデン化学アリーナ (さいたま市記念総合体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

席種 / チケット料金 



 

 

 

 

 

＜AKATSUKI FIVE plus＋有料会員抽選先行販売＞ 

販売期間 ： 2021年 6月 11日 (金) 18:00 ～ 6月 13日 (日) 23:50 

ローソンチケット 

バスケットボール日本代表 AKATSUKI FIVE 公式 FUNサイト 『AKATSUKI FIVE plus＋』 ページ

内にて販売 URLをご確認ください。 

※チケットの購入にあたっては、事前に会員登録 (有料/月額 440円) が必要です。 

※『AKATSUKI FIVE plus＋』 ページ URL ： https://akatsukifive.jp/ 

 

＜ローソンチケット会員先着先行販売＞ 

販売期間 ： 2021年 6月 16日 (水) 12:00 ～ 6月 17日 (木) 23:50 

ローソンチケット 

PC・携帯電話共通  https://l-tike.com/sports/japanbasketball2021/ 

※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。 

※電子チケットでの受け取りを選択される場合は、スマートフォンからご購入ください。 

 

＜一般販売＞ 

販売期間 ： 2021年 6月 21日 (月) 18:00～ 

ローソンチケット 

PC・携帯電話共通 ： https://l-tike.com/sports/japanbasketball2021/ 

※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。 

※電子チケットでの受け取りを選択される場合は、スマートフォンからご購入ください。 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項】 

必ずご購入前に、観戦ルール＆マナーをご確認ください。 

 http://akatsukifive-men-2021.japanbasketball.jp/manner/ 

ご来場者皆様の安全を守るため新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項にご同意いただいた方のみのお申込

みとさせていただきます。 

・来場者の中に感染者が発生した場合に備え、同行者様も含めて観戦される方のお名前とお電話番号等個人情報の

入力が必要となります。 

・入場時に検温します。37.5℃以上の場合は、入場をお断りさせていただきます。 

・マスク非着用の場合、入場をお断りさせていただきます。 

・新型コロナウイルス感染防止対策上、観戦に一定の制限がございます。 

・今後の政府や各自治体等の発表や要請などにより、大会の実施・運営方法や座席に関しまして変更になる場合もご

ざいます。変更の場合は、都度、公式サイトにてご案内いたします。 

・収容制限を 50% にしての販売となります。 

 

【電子チケットでの受け取りに関する注意事項】 

・ローチケ電子チケットアプリを事前にインストールし、設定を行ってください。 

詳しくは右記 URLより内容をご確認ください。 https://l-tike.com/e-tike/navi/guide/ 

・本大会につきましては、電子チケットでのリセール販売はございません。 

 

▼ご同行者について 

・本公演は、同行者へ電子チケットの分配が必要なため事前に必ず分配を実施ください。 

チケットを分配いただいていない場合は、同行者は入場できません。 

・同行者の方もスマートフォンが必要です。分配を受ける方も個人情報の入力が必要となります。 

（申込者同様の動作環境・推奨環境が必要です） 

・個人情報をご入力いただかない限り、チケットの受取・入場ができません。あらかじめご了承ください。 

・同行者がスマートフォンをお持ちでない場合、購入時の受け取り方法として必ず 「紙チケット」 を選択してください。 

販売方法 

＜ご購入前に必ずご確認ください＞ 

https://akatsukifive.jp/
https://l-tike.com/sports/japanbasketball2021/
https://l-tike.com/sports/japanbasketball2021/
http://akatsukifive-men-2021.japanbasketball.jp/manner/
https://l-tike.com/e-tike/navi/guide/


 

 

 

 

【その他 注意事項】 

・市松模様での配席のため、すべての席がバラ席となります。座席の選択をしない場合は、席種･券種と枚数をご選択後

に、必ず 『席離れ可』 にチェックを入れてお進みください。 

・主催者の都合による大会の中止以外でのお客様の都合によるチケットの変更・払戻は対応できかねます。 

入場をお断り又は退場のお願いを含む処分を命じられた方に対する、チケット購入代金の払い戻しその他の賠償はいた

しません。あらかじめご了承ください。 

・万が一、試合会場で感染者が発生した場合に個人の特定をさせていただく場合がございますので、ご購入いただいたチ

ケットに記載されている座席 (席種・座席番号) に必ずお座りください。 

・先着先行および一般販売時に、１回の予約で購入できる枚数は最大 4枚です。 

・申し込み上限回数は 1回/日です。 

・先行販売時、お支払い方法はクレジットカードでのお支払いのみとなります。 

・一般販売以降の座席指定でのお申込みは、発売日翌日の 0時からとなります。 

・抽選先行販売時、１回の予約でお申込みいただける枚数は 1枚です。第 3希望までのお申込みが可能ですので、最大

3枚となります。 

・チケットは指定席のみの販売です。当該日のみ有効です。 

・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。 

・車いす席をご購入の場合、介助者 1名様まで無料でご入場いただけます。 

・試合中継等での使用を目的として撮影された映像 (対象としてお客様個人の肖像や横断幕等の製作物等を含む)の

全部またはその一部 (静止画を含む) は、場内での大型映像装置による放映をはじめ、公式メディア、テレビニュース、

その他関連する現存または将来存在するであろうメディア等、 ならびに、大会主催者に指定された者 (パートナー企業

を含む) により製作する映像作品をはじめとした各種の販売物等で使用される場合がありますので、使用目的にかかわ

らず、これにつき予め無償にて同意したものとみなします (なお、未成年の場合は保護者が同意したものとみなします)。 

 

 

 

 

 

チケットに関するお問い合わせ ●ローソンチケット   https://l-tike.com/contact/ 

AKATSUKI FIVE 公式 FUN サイト 

『AKATSUKI FIVE plus＋』 に関する 

お問い合わせ 

●『AKATSUKI FIVE plus＋』 カスタマーサポート (平日 10:00～18:00) 

 ・メールによるお問い合わせ   https://akatsukifive.jp/faq_form/ 

 ・お電話によるお問い合わせ  電話番号 050-2018-7208 

 

お問い合わせ 

https://l-tike.com/contact/
https://akatsukifive.jp/faq_form/

