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埼玉西武ライオンズ 対
千葉ロッテマリーンズ
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日時 ： 2019年5月8日（水）18：00試合開始
対戦 ： 埼玉西武ライオンズ 対 千葉ロッテマリーンズ
場所 ： 上毛新聞敷島球場（群馬県前橋市）
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※小・中学生は無料招待、保護者の方は
　1,000円／枚の優待販売となります。
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群馬県内の小・中学生と保護者
1,000名さまを1,000名さまめい
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#33　山川 穂高 #55　秋山 翔吾 #1　栗山 巧

#10　森 友哉 #11　今井 達也

#13　髙橋 光成

#5　外崎 修汰 #6　源田 壮亮

来場者全員に、ライオンズのユニフォームが両面にデザインされた
リバーシブル仕様の「ユニフォーム型タオル」を配布します！
群馬出身で今シーズンより背番号「13」を継承した髙橋光成投手
ほか全6選手の名前と背番号がデザインされた全6種類！
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※群馬出身・球団本部ゼネラルマネジャー渡辺久信の現役当時デザインも41枚限定で封入！
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詳しいお申込み方法は裏面をご覧ください。
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インフォメーションセンター　TEL：0570-01-1950
平日10：00～18：00　主催試合開催日（デーゲーム10：00～18：00／ナイトゲーム10：00～20：00）

お問合せ

①こども1名＋保護者1名で来場の場合 ②こども2名＋保護者2名で来場の場合

無料招待 1,000円 無料招待 無料招待 1,000円 1,000円

■例

応募対象試合 日時：2019年5月8日（水）18：00試合開始
 対戦：埼玉西武ライオンズ　対　千葉ロッテマリーンズ
 場所：上毛新聞敷島球場（群馬県前橋市）

応募対象 群馬県内の小・中学生と保護者　※試合開催日時点で、小・中学生が対象となります。

応募期間 3月22日（金）10時00分 ～ 4月19日（金）23時59分
 ※当選発表は、4月26日（金）ごろの予定

応募人数 1,000名（抽選制）保護者含む　※1組あたり最大6名までお申込み可

対象席種 外野自由席
 ※小・中学生は無料招待、保護者の方は1,000円／枚の優待販売となります。
 ※塁側のお選びはできません。引換え時の確認となりますので、あらかじめご了承ください。

お申込み方法 埼玉西武ライオンズのオフィシャルサイト内の専用ページより、お申込みください。

引換方法 お近くのセブンイレブン・ファミリーマート（Famiポート設置店舗）にてチケットとお引換ください。
 ※発券の際はチケット１枚につき発券手数料：１０８円(税込)がかかります。
 ※ご予約１件につき決済手数料：２１６円(税込)がかかります。

引換期間 セブンイレブン発券期間 ： 4月27日（土）～5月6日（月・休）22時00分
 ファミリーマート発券期間 ： 4月27日（土）～5月7日（火）22時00分

注意事項 ※小・中学生おひとりにつき、お申込みは1回のみとなります。
 ※ご当選後のキャンセル・変更はできません。エントリー期間中はエントリー取消や枚数変更が可能となります。
 ※雨天中止時について
 　●チケット引換前に中止が決定した場合→ 特に手続きはございません。
 　●チケット引換後に中止が決定した場合→ 中止決定の翌日から１週間、チケットをお引取りいただいた

同店舗にて返金いたします。
 ※払い戻しは、当該チケットの券面金額、発券手数料、およびチケット購入時に１枚ごとにお支払いただく各種

手数料となり、それ以外の費用（決済手数料、１申込ごとにお支払いただく各種手数料、交通費、宿泊費、通
信費、送付料、振込手数料等)の支払は行いませんので、予めご了承ください。 

 ※受付完了メールを送信いたしますので「@cnplayguide.com」の受信可能設定をお願いいたします。
また、当選通知のメールは、試合開催当日まで大切に保管ください。

 ※本申込はお席の確保を補償するものではありません。確実にご希望の席種にて観戦を希望される場合は、
販売中の前売券を購入ください。

 ※その他のチケット割引サービスとの併用はできません。

1 オフィシャルサイトにアクセス（パソコン、スマートフォン、携帯）
　 http://www.cncn.jp/lions/maebashi_sg

2 「チケットページ」→「群馬開催チケットページ」→「群馬県在住の小・中学生招待」
　 スマートフォンのQRコードからのリンクも可能です。

3 応募フォームに必要事項等を入力ください。

4 ご指定のメールアドレスに、申込受付確認メールを送信します。

5 4月26日（金）ごろに、抽選結果に関するメールを送信します。


