
チケット発売日

2017年10月28日(土) 10:00～

2017年11月3日(金・祝) 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、B.LEAGUEチケット
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)

販売方法

2017年10月28日(土) 10:00～

2017年11月3日(金・祝) 10:00～

問い合わせ

　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

　 ※オペレーター対応／10:00～20:00

　チケットぴあ

 　※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。

　店頭販売
●全国のローソン、ミニストップ店頭Loppiにて直接購入

●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/aj2018/
　 ※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.LEAGUE チケット ●PC・携帯電話共通　　https://www.bleague-ticket.jp/
　 ※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。

　電話予約

　ローソンチケット

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］

販売席種： 全会場のスタンド自由席

＜先行販売＞
　インターネット

●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

　ローソンチケット
●電話番号　　0570-000-732

　ローソンチケット ●PC・携帯電話共通　　http://l-tike.com/sports/empc_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。

　チケットバスケット

　インターネット

　ローソンチケット ●PC・携帯電話共通　　http://l-tike.com/sports/empc_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。

＜一般販売＞

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【全会場共通】

■先行販売　 ［ローソン会員限定］

販売席種： 全会場の指定席、アリーナ席、車いす席(スタンド自由席を除く)

開催場所 Ｌコード Ｐコード
岩手会場 21773 837-497
栃木会場 32999 837-498

神奈川会場 32907 837-499
新潟会場 33310 837-500
京都会場 52162 837-501
大阪会場 52791 837-502
愛媛会場 61956 837-503
熊本会場 81813 837-504



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥8,000 ¥8,500

濃色側 ¥8,000 ¥8,500

淡色側 ¥8,000 ¥8,500

濃色側 ¥8,000 ¥8,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥5,000 ¥5,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

車いす席 コートエンド 淡色側 ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■盛岡タカヤアリーナ(岩手県盛岡市)

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【岩手会場】

※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。

コートサイド席 指定席

11/25(土)
11/26(日)

コートエンド席 指定席

日　付 席　種
料　金

指定席

自由席スタンド席

ベンチ裏席
※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可



チケット料金

前売価格 当日価格
淡色側 ¥8,000 ¥8,500
濃色側 ¥8,000 ¥8,500
淡色側 ¥8,000 ¥8,500
濃色側 ¥8,000 ¥8,500
淡色側 ¥8,000 ¥8,500
濃色側 ¥8,000 ¥8,500
淡色側 ¥8,000 ¥8,500
濃色側 ¥8,000 ¥8,500
淡色側 ¥7,000 ¥7,500
濃色側 ¥7,000 ¥7,500

コートサイドA席(1列目) 指定席 -- ¥8,000 ¥8,500
コートサイドA席(2列目) 指定席 -- ¥8,000 ¥8,500
コートサイドA席(3列目) 指定席 -- ¥7,000 ¥7,500
コートエンドC席 指定席 ¥8,000 ¥8,500
1Fアリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥3,500 ¥4,000
1Fアリーナ　エンド席 エリア内自由席 共通 ¥3,500 ¥4,000

一般 ¥2,000 ¥2,500
中高生 ¥1,000 ¥1,500
小学生 ¥500 ¥1,000

コートサイド -- ¥5,000 ¥5,500
2Fスタンド席 -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■栃木県立県北体育館(栃木県大田原市)

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【栃木会場】

日　付 席　種
料　金

※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。

コートサイドSS席(前列)

11/25(土)
11/26(日)

※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可

指定席

指定席

指定席

ベンチ裏SA席

指定席

指定席

車いす席

コートサイドSS席(後列)

コートエンドS席(前列)

コートエンドS席(後列)

2Fスタンド席 自由席



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥4,000 ¥4,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

車いす席 アリーナ -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■トッケイセキュリティ平塚総合体育館(神奈川県平塚市)

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【神奈川会場】

日　付 席　種
料　金

※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。

スタンド席 自由席

11/25(土)
11/26(日)

※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可

ベンチ裏席 指定席

指定席

指定席コートサイド席

コートエンド席



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥5,000 ¥5,500

濃色側 ¥5,000 ¥5,500

淡色側 ¥5,000 ¥5,500

濃色側 ¥5,000 ¥5,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

一般 ¥3,000 ¥3,500

小中高生 ¥1,000 ¥1,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■新潟市東総合スポーツセンター(新潟県新潟市)

車いす席

スタンド席

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【新潟会場】

日　付 席　種
料　金

※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。

11/25(土)
11/26(日)

SA席(コートサイド2列目)

ベンチ裏席

SS席(コートサイド席) 指定席

指定席

指定席

自由席

アリーナ

※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥8,000 ¥8,500

濃色側 ¥8,000 ¥8,500

淡色側 ¥7,000 ¥7,500

濃色側 ¥7,000 ¥7,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥4,000 ¥4,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

アリーナ -- ¥3,000 ¥3,500

スタンド -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■島津アリーナ京都(京都府京都市)

※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。

指定席

指定席

指定席
ベンチ裏席
(1列目のみ)

コートエンド席

コートサイド席

※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可11/25(土)

11/26(日)

自由席

車いす席

スタンド席

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【京都会場】

日　付 席　種
料　金



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナベンチ向席 エリア指定席 -- ¥3,000 ¥3,500

アリーナベンチ裏席 エリア指定席 -- ¥3,000 ¥3,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

車いす席 コートエンド -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■堺市金岡公園体育館(大阪府堺市)

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【大阪会場】

日　付 席　種
料　金

※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。

指定席

指定席

指定席

自由席

コートエンドSS席

コートサイドSS席

SPS席
※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可

11/25(土)
11/26(日)

スタンド席



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥3,000 ¥3,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

車いす席 アリーナ -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■今治市営中央体育館(愛媛県今治市)

※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。

指定席

指定席

自由席

コートエンド席

コートサイド席

11/25(土)
11/26(日)

スタンド席

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【愛媛会場】

日　付 席　種
料　金



チケット料金

前売価格 当日価格

淡色側 ¥8,000 ¥8,500

濃色側 ¥8,000 ¥8,500

淡色側 ¥8,000 ¥8,500

濃色側 ¥8,000 ¥8,500

淡色側 ¥6,000 ¥6,500

濃色側 ¥6,000 ¥6,500

アリーナ席 エリア内自由席 共通 ¥3,000 ¥3,500

一般 ¥2,000 ¥2,500

中高生 ¥1,000 ¥1,500

小学生 ¥500 ¥1,000

アリーナ -- ¥3,000 ¥3,500

スタンド -- ¥2,000 ¥2,500

【注意事項】
① 前売券が完売した場合は、当日券の販売はありません。
② チケットは当該日・当該会場のみ有効で、全試合が観戦可能です。(※再入場可)
③ 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。
④ 開場時間は第1試合開始の1時間30分前 ・・・当日券窓口販売は、開場時間の30分前より開始します。
⑤ ベンチ位置は、トーナメント表の組合せ番号が若いチームが、淡色側のベンチとなります。
⑥ チケット前売購入にあたっての手数料は、販売窓口により異なりますので、購入時にご確認ください。

会場見取図

■熊本県立総合体育館(熊本県熊本市)

※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。

自由席スタンド席

11/25(土)
11/26(日)

指定席ベンチ裏席

指定席コートエンド席

指定席コートサイド席

車いす席

※1試合毎の入替制
※当該試合以外は
 　スタンド席で観戦可

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
3次ラウンド　チケット販売概要　【熊本会場】

日　付 席　種
料　金
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