
ジェフユナイテッド千葉観戦券

巻末17
シーズンシート観戦券申込用紙申込用紙

白熱の試合を生で

ジェフユナイテッド千葉観戦券

会員

※ご入場は、西1ゲートB入口になります。

サービス内容

サービス資格

サービス利用方法

4,000円／2席

大人・子ども同一料金。未就学児は無料※　
　　

※必ず同伴者のひざの上でご観戦ください。

SS指定席2席 一般料金　9,400円／2席

試合前の選手の緊張感や熱気を間近に見られる、絶好のエリアのチケット
を割引価格で購入できます。ゆったりと応援したい方におすすめです。

SS指定席
（ホーム側）

ホーム側メインスタンド

注意点
●お申込みは会員1人につき2試合までとなります。
●申込多数の場合は抽選になります。抽選結果はホームページでご確認く
ださい。
●抽選後、残席がある場合は、先着順で販売いたします。
●試合日1週間前に残席がある場合は、1席単位で販売いたします。
●購入されたチケットの試合が中止になった場合は、ご購入者に以下のご
希望する方法を確認させていただき対応いたします。

　①振替試合での観戦
　②サービスセンターでの払い戻し（購入されたチケットとの交換になります）
●振替試合に残席がある場合は、先着順で販売いたします。
●残席情報はホームページでご確認ください。

会員申込 〒 郵送助成対象
※P5参照

詳しくは広報誌「ゆるり」にて募集

2列　47～48番

千葉ロッテマリーンズ観戦券

会員サービス資格

サービス利用方法

ベストシートで応援しよう！

サービス内容

巻末17　シーズンシート観戦券申込用紙

申込用紙

大人・子ども同一料金。4歳未満は無料※　
　　

※必ず同伴者のひざの上でご観戦ください。

会員申込

※ご入場は、VIP専用ゲート（Bゲート1階階段下）になります。※寒冷時（4～6月、9・10月）には使い捨てカイロ、降雨時には簡易雨具（ポンチョタイプ）がご利用になれます。

スターボックス・シート

なかなか手に入らない人気のエリアのチケットが
割引価格で購入できます。この機会にぜひZOZO
マリンスタジアムへ足を運んでみませんか。

千葉ロッテマリーンズ観戦券

5,000円／2席
スターボックス・シート2席 一般料金

12,000～10,000円／2席
バックネット裏
臨場感あふれる絶好の瞬間を堪能できます

17列　1・2番（一塁側）

注意点

2,000円／1席
スプラッシュA・シート6席 一般料金

5,500～4,300円／1席
千葉ロッテマリーンズ側ベンチ裏
選手の掛け声なども聞こえて身近に感じられます！

〒
郵送助成対象
※P5参照

スプラッシュA・シート
10列　81・82番
11列　81～84番（一塁側）

詳しくは広報誌「ゆるり」にて募集

●お申込みは会員1人につき土・日・祝日2試合・平日3試合（最大5試合までと
なります。スプラッシュA・シートは1席単位でお申込みができます。
●申込多数の場合は抽選になります。抽選結果はホーページでご確認ください。
●同じ日に異なる席種でのお申込みはできません。
●抽選後、残席がある場合は、先着順で販売いたします。ただし、抽選で5試合
分のチケットを購入されている方のご購入はできません。

●試合日1週間前に残席がある場合は、1席単位で販売いたします。また、すで
に5試合分のチケットを購入されている方もご購入できます。

●購入されたチケットの試合が中止になった場合は、ご購入者に以下のご希望
する方法を確認させていただき対応いたします。
　①振替試合での観戦。
　②サービスセンター窓口での払い戻し（購入されたチケットとの交換になり
　ます）。

　③ご希望する日の内野自由席での観戦。
●振替試合に残席がある場合は、先着順で販売いたします。
●残席情報はホームページでご確認ください。

ローソンチケットあっ旋ローソンチケットあっ旋

イベントならお任せください！

サービス内容

サービス資格
会員

ローチケ biz＋　利用方法
チケット購入用パスワード ： Cd4Sj67E
※令和3年4月～

サービス利用方法

会員申込

ニッポンレンタカーサービス用ID ： 8939
パスワード ： 39643

https://l-tike.com/bizplus/premium.html

その他、各サービスの優待が利用可能

本・ＣＤ・ＤＶＤの購入に使えるクーポン：割引

国内旅行・ツアー手配：割引

映画鑑賞券：特別価格　上映中の作品もＯＫ！
大人（大学生以上）1,280円　小人（高校生以下）790円
千葉市内の利用可能施設「シネプレックス幕張」
千葉市美浜区ひび野1-8 メッセ・アミューズ・モール内

その他、レンタカー、スーツケースレンタル、ギフト券の割引もございます。

全国のユナイテッドシネマ/シネプレックスで利用可能。

さらに！

生活の安定

融資あっ旋

退職金制度

ライフプランセミナー

医療保険

各種相談

子育て支援助成

共済給付

慶弔給付

還暦・古希祝

健康の維持・増進

温浴施設等利用券

家庭常備薬あっ旋

インフルエンザ予防接種助成
コロナウイルス感染症
に関する助成

人間ドック利用助成

乳がん・子宮がん検診助成

自己啓発・
余暇活動の支援
会員証提示割引

契約施設利用券

ディズニー利用券

レストラン利用助成

宿泊利用助成

マリーンズ観戦券

ジェフ観戦券

ローソンチケット
ゆるり・ホームページ
掲載チケット

商品券等あっ旋

資格取得講座助成

推奨講座・ツアー助成
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（あて先） 勤労者福祉サービスセンター
　　　   ＦＡＸ  043－441－7775

※コピーしてお使いください

令和　　年　　月　　日

検印 係
受付印処理欄

シーズンシート観戦券申込用紙

会員番号

氏  名

フリガナ

事業所番号
事業所名

－　　      －
□ 事業所 
□ ご自宅
□ 携帯電話 

ご連絡先電話番号

チケット受取方法および送付先

希望日時 席　種 枚　数 合計金額

希望日時 席　種 枚　数 合計金額

　□ 代金引換郵便（　事業所  ・ 自宅　）

　□ 窓口

〒　　　ー

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

□ スターボックス・シート  　

□ スプラッシュA・シート

□ スターボックス・シート  　

□ スプラッシュA・シート

SS指定席

SS指定席

4,000円／2席

4,000円／2席

円

円

□ スターボックス・シート  　

□ スプラッシュA・シート

□ スターボックス・シート  　

□ スプラッシュA・シート

□ スターボックス・シート  　

□ スプラッシュA・シート

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

　　月　　日（　　）曜日
AM・PM（　　：　　）～

千葉ロッテマリーンズ観戦券

ジェフユナイテッド千葉観戦券

5,000円／2席

2,000円×　　　 席

5,000円／2席

2,000円×　　　 席

5,000円／2席

2,000円×　　　 席

5,000円／2席

2,000円×　　　 席

5,000円／2席

2,000円×　　　 席

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※必ずどちらかお選びください。

【事務欄（以下は記入しないでください】 【事務欄（以下は記入しないでください】

（あて先） 勤労者福祉サービスセンター
　　　   ＦＡＸ  043－441－7775

※コピーしてお使いください

令和　　年　　月　　日

検印 係
受付印処理欄

あっ旋申込用紙（ローソンチケットを除く）

日     時

チケット名

枚　  数

月　　　日（　　）曜日　 AM・PM（　　：　　）～

円　×　　　　枚 合計金額　　　　　　　　　　円

日     時

チケット名

枚　  数

月　　　日（　　）曜日　 AM・PM（　　：　　）～

円　×　　　　枚 合計金額　　　　　　　　　　円

チケット名

枚　  数 円　×　　　　枚 合計金額　　　　　　　　　　円

あっ旋名

希望セット数 1　セット　・　2　セット 合計金額　　　　　　　　　　円

チケット名

枚　  数 円　×　　　　枚 合計金額　　　　　　　　　　円

チケット受取方法および送付先

　□ 代金引換郵便（　事業所  ・ 自宅　）

　□ 窓口

〒　　　ー

あっ旋名

希望セット数 1　セット　・　2　セット 合計金額　　　　　　　　　　円

あっ旋名

希望セット数 1　セット　・　2　セット 合計金額　　　　　　　　　　円

会員番号

氏  名

フリガナ

事業所番号
事業所名

－　　      －
□ 事業所 
□ ご自宅
□ 携帯電話 

ご連絡先電話番号

C

B

A

※必ずどちらかお選びください。




