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2022年度プロ野球パシフィックリーグ公式試合 ～那覇～ 販売要項 
～内野席 1万 5000 人(外野席なし)～ 

 

- 冠タイトル アトムホームナイター 

 

- 対戦カード 2022年度プロ野球パシフィックリーグ公式戦 

埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス 

 

- 日時  2022年 5月 17日(火) 18:30 試合開始（16:30開門予定） 

  2022年 5月 18日(水) 18:30 試合開始（16:30開門予定） 

 

- 会場  沖縄セルラースタジアム那覇  那覇市奥武山町 42-1 TEL : 098-857-0889 

 

- 主催  琉球放送株式会社、株式会社西武ライオンズ 

 

- 後援 沖縄県、那覇市、名護市、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、 

 沖縄タイムス社、琉球朝日放送 ※予定 

 

- 特別協賛 アトムホーム 

 

- 協賛  （決定）アトムホーム、沖縄ファミリーマート、メガネ一番、琉球ネットワークサービス 

            ブレンズ、沖縄銀行、トランス・コスモス、ＯＣＣ 

 

- チケット料金（消費税込） ※両日共通  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外野席につきましては、新型コロナウイルスにおける県内の感染状況などを 

考慮した上で販売をする可能性がございます 
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-【チケット販売スケジュール】 

 

・一般販売（RBCチケット）⇒3月 25日(金) 10:00 ～ ～ 両日試合前日 23:59迄 

【受付券種】 全種 

【枚数制限】 1 申込・1席種あたり 4枚まで 

【申込場所】 RBCチケット https://www.funity.jp/tickets/rbc/showlist/ 

                             

【お問合せ】 RBC琉球放送 事業部 

             Mail：jigyou@rbc.co.jp（月～金 10:00～17:00、休祝日を除く） 

※返信までに時間を要すことがございます。ご了承下さい。 

 

- 前売所 【チケット取扱いプレイガイド】 

  ・ファミリーマート店頭 Fami ポート チケット⇒野球⇒ライオンズ 

  ・RBC チケット インターネット予約 https://www.funity.jp/tickets/rbc/showlist/ 

       ・ RBC 事業部 ※販売期間は 3月 25日（金）から 5 月 6日（金）午後 5 時半まで 

       ・デパートリウボウ（4 階チケットカウンター）   

              ※販売期間は 3月 25日（金）から 5 月 6日（金）午後 5 時半まで 

   

【車椅子席取扱いプレイガイド】 

    RBC琉球放送 事業部 ※メール予約のみ 

      Mail：jigyou@rbc.co.jp（月～金 10:00～17:00、休祝日を除く） 

               ※メールにて受付後、弊社からご連絡致します。 

車椅子席については上限に達し次第ご案内終了となります。 

 

- 払戻期間 雨天等による試合中止の場合、5月 23日(月) ～ 6月 13 日(月) の期間に限り、 

        購入・発券された場所・店舗にて払戻しいたします 

  ※いずれの試合が中止となった場合でも、上記日程での払戻しとなります 

 

- アクセス ・ゆいレール「奥武山公園、壺川駅下車」徒歩 5 分 

   ※沖縄セルラースタジアム那覇には駐車場がございません 

   ※球場周辺の路上や近隣店舗への迷惑駐車・違法駐車はお止めください 

   ※場合によってはレッカー移動を要請することもございます、予めご了承下さい 

 

 

 

mailto:jigyou@rbc.co.jp
https://www.funity.jp/tickets/rbc/showlist/
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＜球場近隣有料駐車場＞ 

 

1. たくなんパーキング          〒900-0025 沖縄県那覇市壺川 3-2-4 

2. タイムズ壷川スクエア            〒900-0025 沖縄県那覇市壺川 3-3 

3. NPC24H カフーナ旭橋 A パーキング      〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎 1-20-1 

   

 

- お問合せ先 RBC琉球放送 事業部 

  Mail：jigyou@rbc.co.jp（月～金 10:00～17:00、休祝日を除く） 

※返信までに時間を要すことがございます。ご了承下さい。 

 

 ※試合当日の天候による試合開催の可否については RBC HPで発表します。そちらをご確認下さい。 
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＜別紙 - 1＞ 諸注意事項 

※新型コロナウィルス対策のため変更となる場合がございます。 

詳細は最新の琉球放送公式ホームページなどをご確認ください。 

 

- 諸注意事項 【チケットに関わる諸注意事項】 

   ・全席指定席となります 

   ・チケット料金はいずれも消費税込の料金です 

   ・指定席は 4 歳以上からチケットが必要となります（3歳以下は膝上観戦可能ですが、 

    指定席が必要な場合は有料となります） 

・内野車椅子席下段はゴールドシートエリアとなっております。 

ご本人及び介添者 1名分の料金を含みます。上限に達し次第終了となります。 

・車椅子席は RBC琉球放送事業部にて、前売・メール受付のみでの取扱いとなります。 

・前売券、当日券ともにお客様のご都合による席種の変更、払戻しはできません。 

・外野席につきましては、新型コロナウイルスにおける県内の感染状況などを 

考慮した上で販売をする可能性がございます。 

※販売する際には琉球放送の公式ホームページにてお知らせいたします。 

         ・当日券を販売する場合は、会場に設置してある当日券売り場でのみ行います。 

          販売時間は午後 2時半を予定しています。 

         ※変更になる可能性がございますので、当日券をお買い求めの際は 

事前に琉球放送公式ホームページなどをご確認ください。 

 

  【来場時の諸注意事項】 

   ・現場係員の指示にお従いください 

   ・来場に際しては日本プロフェッショナル野球組織、セ・パ両リーグ、及び 12 球団連名 

    で定める「試合観戦契約約款( https://www.seibulions.jp/expansion/clause.html )に 

    同意したものと見做しますので、事前に必ずご確認ください 

        ・観戦・応援ルールは埼玉西武ライオンズの定めるルールに準じます 

          https://www.seibulions.jp/stadium/rule.html 

         ・沖縄県公式 LINE アカウント「RICCA(沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート)」を 

          ダウンロードの上、ご活用下さい。 

        ・NPB新型コロナウイルスガイドラインを必ずご一読ください 

         ・球場内でのアルコール販売やアルコール類の持ち込みを見合わせる場合がございます。 

          予めご了承ください。来場前に必ず琉球放送の公式ホームページをご確認下さい。 

   

       ＜持込み禁止物＞ 

   ・缶、ビン類※スタッフによる移し替えはございません。 

   ・三脚、クーラーボックス（柔らかいものは持ち込み可能） 

・イス（内野席は全席指定席の為ＮＧとなっております。） 

 ※外野席を販売する場合、外野席のみブルーシートの持ち込みが可能です。 

・ペット（身体障害者補助犬を除く）、その他動物 

   ・鉄砲刀剣類、花火、爆竹、劇薬物、その他危険物 

   ・ベビーカー、車椅子（車椅子席利用の方は OK） 

   ・キャリーバック、スーツケース、大きなバッグ 

   ・通行に支障をきたす恐れをあるもの 

   ・傘の持ち込みは可能ですが、使用する場合は周囲の方の観戦の妨げにならないように 

         ご使用下さい。周囲の観戦の妨げになる場合は使用をお断りする場合がございます。 

    ※沖縄セルラースタジアム那覇内に有料コインロッカーはございません。 

   ・自撮り棒 

   ・応援ルールで定める規定外の旗、および横断幕、トランペット、太鼓、カネ、笛など 

※ただし「プロ野球暴力団等排除対策協議会」において登録許可された応援団を除く。 

 

https://www.seibulions.jp/expansion/clause.html
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        ＜お断りしている行為＞ 

   ・所有するチケットに記載された座席番号以外での観戦行為 

   ・フラッシュ撮影、光線など試合妨害の恐れのある行為 

・カメラ及びムービー撮影は可能ですが、許可なき営利目的は不可とします。 

          ※他のお客様のご迷惑にならない範囲となりますのでご了承下さい 

・主催者の許可なく、音声・映像などをインターネット・その他メディアを通じて 

不特定多数の視聴が可能なものとして生配信または長時間の録画を配信するなど、 

記念撮影や個人の鑑賞目的以外の目的で撮影する行為 

   ・フェンス、ネット、柵、手すりによじ登る、またぐ、ぶら下がるなど危険な行為 

   ・所定の喫煙所以外での喫煙、通路や外周での歩行喫煙 

   ・物を投げる行為（客席、グラウンドほか） 

   ・通行、避難の妨げとなる物を通路で展開する行為 

   ・通路、階段、出入口での観戦行為 

   ・チケットの転売禁止（迷惑防止条例により禁止） 

   ・許可なき物品販売、チラシ配布、署名活動、アンケート、募金活動、営業および宣伝、 

       選挙活動 

   ・他の観客に応援を強要する行為（NPBによる特別応援許可を受けた団体を除く） 

   ・紙テープ、紙ふぶきの使用 

   ・ウェーブおよびウェーブを扇動する行為 

   ・粗暴行為（暴言、脅迫、恐喝、威嚇、暴力）や施設設備の損壊、毀損行為 

   ・球団及び主催者が催事進行、施設管理運営の妨げ、危険、他のお客様へ迷惑を及ぼす 

     と判断する一切の行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙 - 2＞ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための来場に関わる特記事項 

 

本イベントは、政府による「イベント等における感染拡大防止ガイドライン」、及び沖縄県による「イベ

ント等実施ガイドライン」、並びに日本プロフェッショナル野球機構による「NPB 新型コロナウィルス感染予
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防ガイドライン」等に基づき、2022 年度プロ野球公式戦開幕日である 3月 25日時点での収容率制限ルールを

適用基準日として、会場の総収容人数に対して収容率制限を設けて実施いたします。 

 その上で、RBC 琉球放送と埼玉西武ライオンズは、新型コロナウイルス感染症の感染予防と感染拡大防止に

向け、球場へ来場されるすべてのお客さまと、試合を実施する選手・スタッフ及び試合開催・運営に関わる

スタッフ等全ての皆様に以下の事項についてのご理解とご協力をお願いいたします。 

これは、来場されるお客様と周囲のお客様に加え、選手・スタッフ、運営スタッフ等への感染を予防し、 

またクラスター化を回避することを目的とし、すべてのお客様が安心して楽しむことが出来る環境をご提供

するために、すべての皆さまのご協力をお願いするもの です。 

(1) 入場制限 

      以下に当てはまる方は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からご来場を 

   ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

              

① マスク非着用の者   *２歳以下は不要、未就学児は推奨しますが義務ではありません。 

② 過去７２時間（３日間）以内から現在までに発熱、咽頭痛、呼吸器症状、倦怠感、頭痛、

消化器症状、 ⿐汁、味覚異常、嗅覚異常等を含む体調不良のある方 

③ PCR等検査陽性歴がある者のうち行動制限の解除がされていない方 

④  濃厚接触者として待機中の方 

  

なお、高齢者、糖尿病、⼼不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、 

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、新型コロナウイルス感染症に罹患した際に重篤化のリスク 

が高いと言われています。お客さまの健康を守るために、健康状態や来場時に感染リスクが高い状況が 

懸念される場合には来場自粛のご検討をお願いいたします。 

             

(2) 体調管理について 

    日常生活での体調管理をお願いいたします。ご来場前に下記のような症状がある場合には 

球場への来場をご遠慮ください。 

            ・37.5℃以上の発熱がある場合。 

            ・せき、頭痛、体のだるさ、のどの痛みなど風邪のような症状がある場合。 

            ・味覚や嗅覚の異常や食欲不振などの体調不良が感じられる場合。 

           ※観戦中などに体調不良を感じた場合には、すぐにスタッフにお申し出ください。 

  

 

(3) 常時マスク着用のお願い 

           ご来場の際は、必ずマスクをご持参ください。 

           また球場内では飛沫感染を予防するためにマスクの着用をお願いします。 

           マスク着用にご協力頂けない場合、退場を促す場合もございます。 

※２歳以下は不要、未就学児は推奨しますが義務ではありません。 

 

(4) 人との距離を確保 

      球場周辺および球場内では周囲の人との間隔を触れ合わない程度に空けてください。 

球場周辺で密状態ができる行為（入場待機・選手やチームの入出待ち・ファン同士での集会 

など）は禁止とします。 

      運営スタッフによる整理・案内に従ってください。 

      また、入場時やお手洗い利用時の待機列は前後の方との距離を触れ合わない程度に 

空けていただくようお願いいたします。 
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(5) 検温のお願い 

      検温の場を設置いたします。37.5℃以上を検知した場合には改めて 

接触型による体温測定をさせて頂きます。 

それでも 37.5℃以上の場合はご入場をお断りいたしますので、予めご了承 下さい。 

       試合開始直前であっても、同様の検温を実施しますので、時間に余裕を持って 

ご来場いただきますよう、お願いいたします。 

 

 (6) 手指衛生 

      会場入口に設置した消毒液を必ず使用し、手指消毒をお願いします。 

      （アレルギーをお持ちの方はお申し出ください） 

      試合開始直前であっても、ご協力いただく必要がございますので、 

時間に余裕を持ってご来場下さい。 

 

（7) 連絡先情報の提出、並びに個人情報の取扱いについて 

      万が一、観戦後にいずれかの来場者や運営スタッフ等から、新型コロナウイルスの陽性が 

判明した場合に備え、入場前に連絡先情報を収集させていただきます。 

試合当日、入場前に係員にてご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

    なお、収集いたします個人情報は、主催者にて厳重に管理し、 

新型コロナウイルス感染判明時における濃厚接触が疑われるエリアにて観戦された対象者へ

のご連絡、及び保健所等への法律上、 必要な情報提供以外の目的には使用いたしません。 

           

また、ご来場のお客さまの中で新型コロナウイルス感染症への感染が確認されても、個人名 

など個人情報の保護に努め、個人情報を直接公開するようなことは致しません。 

クラスター化防止の観点から座席位置等、他のお客さまへの注意喚起を促す情報は 

開示させていただく場合がございますが、その際においても個人名を公開させていただくこ 

とはございません。 

 

 (8) チケット保管のお願い 

      ご自身で観戦したエリア・座席が分かるよう、チケットは観戦後も２週間は必ず保管するか、 

   もしくはご自身の携帯カメラで撮影し、座席番号がいつでも提示できるようお願いします。 

 

(9) 観戦後に新型コロナウイルスの陽性判定が出た場合について 

      観戦後に PCR検査で新型コロナウイルスの陽性が判明した際、お客様の観戦日が 

発症 48時間前以降にあたる場合、保健所またはご本人から即時に主催者へ連絡を入れて 

頂くようお願いいたします。 

また、その際に(8)で保管をお願いしている、観戦時の座席位置、会場内での行動歴を 

お伝えください。クラスター化防止の観点から、観戦日や座席位置等を主催者の 

公式サイト等で公開させていただく可能性がございます。 
 

【主催者連絡先】RBC琉球放送 事業部 

 TEL : 098-988-5000   Mail：jigyou@rbc.co.jp 

 

 

(10) 観戦時のお願い 

     下記の行為に関しては感染拡大防止の観点から禁止とさせて頂きます。 

             

    【飛沫感染防止】 

mailto:jigyou@rbc.co.jp
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① ジェット風船応援 

② 肩組み、飛び跳ね等集団での動きを伴う応援 

③ 指笛の応援 

④ トランペット・ホイッスル等の鳴り物応援 

⑤メガホンを打ち鳴らしながらの声援（自然に歓声が大きくなる） 

                 ※但し、歓声を抑えて、メガホンを打ち鳴らすことは可 

⑥ビッグプレー、ファインプレー等での観客のハイタッチ 

⑦両手をメガホン代わりにした大声での声援、応援 

               ⑧主催者の許可なしに購入された座席以外での観戦 

何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

(11) トラブルを避けるために 

      新型コロナウイルス感染症に関して、人権や個人情報などのトラブルも発生しています。 

   そのようなトラブルを防ぐためにも、他のお客さまの言動によってご自身のリスクを感じる

場合には周辺の運営スタッフへご報告をお願いいたします。 

  

(12) その他 

     ・入退場時に過度な密集が想定される場合、規制入退場を実施する場合がございます。 

      その場合は場内アナウンスやスタッフの指示に従い入退場をお願いいたします。 

     ・施設内にも消毒液を設置いたしますので、こまめな手指衛生管理をお願いいたします。 

     ・状況によってスタッフよりお客さまへお声がけの上、ご協力をお願いする場合が 

ございます。 

スタッフのご指示に従っていただけない場合、ご退場をお願いする可能性もございます。 

予め、ご了承をお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙 - 3＞ 販売に関わる各種関連情報 

  

- 販売要項の情報解禁日 

                         RBC 琉球放送                2022年 3月 19日(土)午前 10時～ 



2022.5.17.Tue. & 5.18.Wed. L-H 戦@沖縄･那覇 販売要項 

2022 年 3 月 17 日 
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                         埼玉西武ライオンズ         2022年 3月 19日(土) ※Web掲載日 

  

- その他          ・広報制作物    Ａ4横×3連ポスター600枚／A4チラシ 50,000枚 

                                                     他、随時増刷 

 


