シーチケメンバーズQ＆A
「シーチケメンバーズ」
に関する様々な疑問・質問をここでスッキリ解決しましょう。

「シーチケメンバーズ」のお申込み
「シーチケメンバーズ」の定員はありますか？

限定5,000名様となります。受付は先着となりますので、予定数に達し次第終了となります。

これまでシーズンチケットを購入していなかった場合も「シーチケメン
バーズ」に申込みできますか？

はい。2021シーズンのファンクラブに入会いただいている方は入会コースに関係なくどなたでもご購入いただけます。

ファンクラブの入会コースによって「シーチケメンバーズ」の特典は異な
りますか？

ファンクラブの入会コースによって「シーチケメンバーズ」における特典内容は変わりません。

2021シーズン
シーチケメンバーズ のご案内

「シーチケメンバーズ先行販売」
「シーチケメンバーズ先行販売」では
単日券のチケットを確実に購入できますか？

「シーチケメンバーズ先行販売」
は単日券の購入をお約束するものではございません。スタジアムの収容制限人数によっては、
収容人数より
「シーチケメンバーズ」の人数が上回る可能性もございますのでご了承ください。
ただし、収容制限が5,000名以上の場合は確実にご購入いただけます。

「シーチケメンバーズ」に複数人（家族など）で登録した場合、
連番でチケットを取得することができますか？

「シーチケメンバーズ先行販売」
ではお一人様１枚までのチケット購入となりますので、複数人
（家族など）
で
「シーチケメンバー
ズ」に登録した場合もお席の取得はそれぞれで行っていただく必要がございます。連番をご希望の場合は取得時に連番にな
るようご購入ください。連番でのお席確保はお約束できませんのでご了承ください。

購入できる席種に制限はありますか？

アウェイ指定席・企画チケットをのぞく全席種からご購入いただくことができます。ただし、試合によってスタンドの開放エ
リアを制限させていただく場合がございますので、使用しないスタンドの席種についてはご購入いただけません。

シーチケメンバーズ先行販売・シーチケメンバーズ複数枚先行販売
割引の基準となる価格はどの価格ですか？

割引前の基準の価格は、試合毎のダイナミックプライシング（価格変動制）
における一般販売の初期価格となります。

※割引の基準となる価格は「基本価格」ではございません。試合毎に異なることがございますので予めご了承ください。
※Go To イベントキャンペーンなどの施策により、ダイナミックプライシング（価格変動制）適用外となる場合もございます。

シーチケメンバーズ複数枚先行販売
何枚まで購入できますか？

お一人様１回限り、
５枚までご購入いただけます。※ご購入できる席種は１席種です。

シーズンmanaca・来場記録
シーズンmanacaは発行されますか？

シーズンmanacaの新規発行はございません。

シーチケメンバーズに登録した場合は、アウェイでも来場履歴をつける
ことができますか？

シーズンmanacaをお持ちの継続の方のみ来場記録をつけることができます。
2020シーズンにシーズンチケットをご購入いただいていないお客さまはシーズンmanacaでの来場記録はつけられません。

継続
2020シーズンに「スタジアムパック」
「
、ハーフシーズン」を購入していた
場合も継続年数は引き継がれますか？

はい。引き継がれます。

家族などで複数枚購入していた際に、2022シーズンまでKeepマイシー
トを希望の場合は、購入していた全席分の「シーチケメンバーズ」の登録
が必要ですか？

はい。１席１人の登録が必要です。

継続で「シーチケメンバーズ」に登録した場合は、シーズンmanacaは
2022シーズンも利用できますか？

はい。現在お持ちのシーズンmanacaをご利用いただきます。なくしてしまった場合は、再発行（有料）が必要となりますの
で大切に保管ください。

「シーチケメンバーズ」の登録は2021シーズンのシーズンチケット購入と同等の取り扱いとなります。
2020シーズンにシーズンチケットを購入しておらず、2021シーズンの ２年目です。
「シーチケメンバーズ」
に登録した場合、2022シーズンのシーズンチケッ
ト購入時は継続何年目になりますか？
2020シーズンにシーズンチケットを購入していましたが、2021シーズ
ンに「シーチケメンバーズ」に登録しないと、2022シーズンは新規購入
の扱いとなりますか？

はい。新規購入となり、2020シーズンにご購入いただいた席の継続購入権はなくなります。

その他
法人での登録は行えますか？

「シーチケメンバーズ」は、ファンクラブ会員１名につき１登録までのサービスとなりますので、法人での登録は行えません。

2020シーズンに販売されていた「年間駐車券」の販売はありますか？

「年間駐車券」の販売はございません。試合毎に駐車券の販売を予定しております。
販売概要は試合毎に発表させていただきます。

2021シーズンは先行入場はありますか？

全席指定席での運営となるため、先行入場はございません。

新型コロナウイルスなどの影響で、ホーム開催の有観客試合がなくなっ
た場合に、本サービスの払戻しや一部返金はありますか？

年間をとおしての登録料となるため、有観客試合が減少した場合も、返金はございません。

「シーチケメンバーズ」に登録した際に、
「登録証」のようなものは送られ 「登録証」などの発送物はございません。ご自身が登録済みかどうかの確認はマイページにて行えます。
てきますか？
特典の招待券（ルヴァンカップ準々決勝ホームゲーム）はどのように取
得できますか？

お問い合わせ先

ファンクラブの特典招待券と同様にWEBでの取得となります。

〒461−0005 名古屋市東区東桜2−13−32ぴあ名古屋ビル9階
チケットぴあ・グランパスチケットストア宛
TEL.052−308−8855（営業時間 平日11：00〜15：00）※土日祝をのぞく

2021シーズン シーズンチケット 販売見送りと シーチケメンバーズ 販売のご案内
2021シーズンも入場者数制限に伴う座席の配置変更や声を出しての応援の制限など、観戦様式の変更が想定され、
毎年実施しているシーズンチケットのご案内が難しい状況でございます。このような現状を踏まえ、年間をとおしての
お席の確保及び、観戦様式のお約束ができないことから、2021シーズンについては年初の
「 2021シーズンチケット」
の販売を見送ることといたしました。ご理解いただけますようお願い申し上げます。なお、
「シーズンチケット」
に替わる
「シーチケメンバーズ」
という新たなサービスについて本チラシにて詳細をご案内させていただきます。ぜひ内容を
ご確認のうえお申込みいただき、今シーズンもシーズンをとおしてスタジアムで共に闘っていただければ幸いです。

シーチケメンバーズ とは

お申込み方法

2021シーズンチケットの販売が行えない中で、試合毎のチケットをより確実に、よりお得にご購入いただける権利
などを特典とした、
これまでのシーズンチケットの権利に代替する新たなサービスです。
登録料金

15,000円

（税込み）

※2021ファンクラブ会員の方のみ登録いただけます。
※1名につき1登録となります。

新型コロナウイルスの影響等で有観客試合が減少した場合も、
返金はございませんのでご了承ください。

受付予定数

限定 5,000 名様
2021シーズンホームゲーム全試合
※現在確定しているホームゲーム試合数：リーグ戦19試合＋2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝1試合
※2021JリーグYBCルヴァンカップの勝ち上がりや、AFCアジアチャンピオンズリーグにおいて、ホームゲーム
が追加となった場合も
「シーチケメンバーズ権利特典」
の対象となります。

HOME GA

※コンビニ支払いのみ。

〒461−0005 名古屋市東区東桜2−13−32ぴあ名古屋ビル9階 チケットぴあ・グランパスチケットストア宛
申込み用紙はこちらよりダウンロードいただけます。

https://nagoya-grampus.jp/ticket/season/
お申込み期間
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※2020シーズンに実施させていただいた
「シーチケ複数枚先行販売」
に該当するものとなります。
※対象はホームゲーム全試合です。

ME

受付開始

START

2021.1.29
18：00

受付終了

2021.2.9
12：00

﹇火﹈

1枚のみ

ファンクラブ先行販売より早く、ダイナミックプライシング
（価格変動制）
における一般価格より
5％オフでチケットを複数枚購入できる権利です。

※受付予定数に達し次第終了となります。

2021シーズン席割図・基本価格

5枚まで

2021シーズンの名古屋グランパスのホームゲームは全試合豊田スタジアムにて開催となります。
また、2021シーズンは全席種
「指定席」
の運用となります。

③2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝ホームゲームご招待
2021シーズンのJリーグYBCルヴァンカップは準々決勝からの出場となります。
準々決勝のホームゲーム1試合を無料で観戦できる権利です。

＜2020シーズンからの変更点＞ B自由席の廃止に伴い、
３階エリアはメイン・バックともに
「３階指定席」
となります。
緩衝ゾーン
︵変動する場合あり︶

※招待券はお客様ご自身で、Jリーグチケット
（WEB）
にて取得いただく必要がございます。取得のご案内は改めて公式サイトにてご案内させていただきます。
※招待券の取得はファンクラブ先行販売の前を予定しております。
※招待席種は、
ロイヤルシート・SS指定席・一部の企画チケットをのぞく全席種となります。

④シーズンチケット継続権（継続年数・Keepマイシート）

Wスタンド
（メイン）
▼W2ゲート
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北側

大型ビジョン

※Keepマイシートは、観戦様式によって変更となる場合がございます。

席 種

◀N10ゲート

南側

2020シーズンにシーズンチケットをご購入いただいた方は、払い戻しをされ
た方を含め、本サービスにお申込みいただくと2022シーズンのシーズンチケッ
ト購入時に継続年数が引き継がれます。また、2020シーズンに指定席をご購
入いただいた方は同じ席番でご購入いただけます。

※2021シーズン内に新型コロナウイルスの感染拡大が収束した場合に、シーズン途中でも残りの試合をまとめてご購入いただける
シーズンチケットの販売を検討しております。
※2021シーズンの途中からシーズンチケットを販売できない場合も、2022シーズンのシーズンチケット販売の際は優先的に購入い
ただけるようご案内させていただきます。

郵送

﹇金﹈

2 0 % OFF

②単日券最速複数枚先行購入権

2021シーズンのシーズン途中からシーズンチケットを販売する場合、最速で購入できる権利です。
購入の際は2020シーズンにご購入いただいたお席をKeepマイシートで購入可能です。

https://club.nagoya-grampus.jp/gw/my/login.php

ME

※2020シーズンに実施させていただいた
「シーチケ先行販売」
に該当するものとなります。
※対象はホームゲーム全試合です。ただし、
「シーチケメンバーズ」
の特典でご招待させていただく
2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝では
「単日券最速&特別割引購入権」
の実施はございません。

⑤シーズンチケット最速購入権

マイページよりお申込みいただけます。※クレジットカード支払いのみ。

※到着時点で受付予定数に達している場合は、郵送いただいても受付不可となる場合がございます。 ※郵送料はお客様負担となります。
※郵送の場合は
「シーチケメンバーズ」
の登録料金とは別に、
１件あたり550円の手数料がかかります。

シーチケメンバーズ 権利特典
ファンクラブ先行販売より早く、ダイナミックプライシング
（価格変動制）
における一般価格より
20％オフでチケット1枚を購入できる権利です。

WEB

申込み用紙に必要事項を記入して下記住所までお送りください。

対象試合

①単日券最速&特別割引購入権

必ず2021シーズンファンクラブの入会手続き後にお申込みください。

Sスタンド2階指定席
3階指定席

MPUS

Fa s t e s t !

4階指定席
◀N9ゲート

ゴール裏指定席

S5ゲート▶

▲E7ゲート

Eスタンド
（バック）

基本価格

ロイヤルシート
SS指定席
S指定席
A指定席

アウェイ指定席

大 人
小中高
大 人
小中高
大 人
小中高
大 人
小中高
大 人

小中高

6,900円
5,400円
4,400円
3,800円
3,800円
1,900円
3,400円
1,700円
3,000円
1,500円
2,600円
1,300円
2,600円
1,300円

