
 

 

                          2017年６月26日                       

 

多摩都市モノレール株式会社 

 

 

多摩都市モノレール株式会社(本社：東京都立川市、社長:河島 均)では、沿線五市（八

王子市、立川市、日野市、東大和市、多摩市）の協力のもと、埼玉西武ライオンズ多摩モ

ノレール沿線市特別応援デーを開催します。日頃、多摩モノレールをご利用いただいてい

るお客様と沿線にお住まいの方々に感謝をこめて、楽しい一日を過ごしていただくため、

お得な価格設定にしました。ご家族やお友達、職場仲間を誘ってメットライフドームでの

プロ野球観戦をぜひお楽しみください。 

 

■お得な価格設定です（表示はすべて税込） 
大人（中学生以上） 

内野指定席 C観戦チケット＋多摩モノレール一日乗車券 2,000円 

※2,070円お得【内野指定席 C 3,200円 ＋ 多摩モノレール一日乗車券 870円（大人）】 

 

こども（小学生） 

内野指定席 C観戦チケット＋多摩モノレール一日乗車券 1,700円 

 ※1,940円お得【内野指定席 C 3,200円 ＋ 多摩モノレール一日乗車券（こども）】 

 

内野指定席観戦チケット Cのみ 1,500 円 

 ※1,700円お得 【内野指定席 C 3,200円】 

 

■さらに割引クーポン券付き！ 
当チケットをご購入いただいたお客様には、メットライフドームでご利用いただける生

ビール orソフトドリンクの「割引クーポン券」をプレゼント。観戦のお供にクーポン券で

美味しいビールや飲み物をお得にお楽しみください。 

 

■１塁側でも３塁側でも選べます！ 
ライオンズファンの３塁側はもちろん、ホークスファンの皆さまの為に１塁側のチケット

もご用意しました。 

 

■一日乗車券で乗り降り自由！ 
当日は一日乗車券でどの駅でも乗り降り自由になります。今まで行ったことのない場所に

も足を延ばしていただき、多摩モノレールで一日楽しんでください。 

 ※チケットタイプのうち、内野指定席観戦チケット Cのみには一日乗車券は付きません。 

 

 

 

 

 

 



「埼玉西武ライオンズ多摩モノレール沿線市特別応援デー」の概要は以下のとおりとなります 

 

 

１. 開催日時  2017年８月６日（日）１８時試合開始 

 

２．開催場所  メットライフドーム 

 

３．対戦カード  埼玉西武ラインズ VS 福岡ソフトバンクホークス  

 

４．対 象 者   八王子市・立川市・日野市・東大和市・多摩市に在住、在勤、在学のお客 

様に限ります。（一度に 6枚まで購入可能） 

 

５．料  金  チケットタイプは以下の 3種類です。 

大人（中学生以上）２,０００円 

         内野指定席 C観戦チケット ＋ 多摩モノレール一日乗車券 

     

こども（小学生） １,７００円  

内野指定席 C観戦チケット ＋ 多摩モノレール一日乗車券 

 

内野指定席観戦チケットＣのみ １,５００円 

内野指定席 C観戦チケット 

        

        ※当日は上北台駅～メットライフドームのバスが運行されますが、いずれ

のチケットタイプにもバス乗車券は含まれません。 

 

６．発売場所  多摩センター駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、立飛駅、玉川上水、 

上北台駅 

メットライフドーム、各ライオンズストア（所沢 Sta、西武池袋本店、本

川越ペペ、大宮アルシェ） 

※メットライフドーム、各ライオンズストアはチケットタイプのうち、内 

野指定席観戦チケットＣのみ販売 

 

７. 発売期間  2017年６月 27日（火）～ ８月２日（水） 

        ※ただし、販売予定数に達した場合は販売期間中であっても、販売を終了 

させていただく場合がございますので予めご了承ください。 

 

８. 後 援  八王子市・立川市・日野市・東大和市・多摩市 

 

９. そ の 他  詳しくは弊社ホームページまたは駅置きチラシをご覧ください。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【お問合せ先】 

多摩都市モノレール株式会社 総務部事業課  

 TEL：042-526-7800（代表）(受付時間 平日 9:00～17:45) 
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メットライフドーム

対象はコチラ

八王子市、立川市、日野市、
東大和市、多摩市

在住・在勤・在学の方
福岡ソフトバンクホークス

VS

埼玉西武ライオンズ
チケット販売場所

販売期間

メットライフドーム 座席表メットライフドーム 座席表

1塁側入場ゲート
3塁側入場ゲート

+ +

多摩センター駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、立飛
駅、玉川上水駅、上北台駅
メットライフドーム、各ライオンズストア（所沢Sta、西武
池袋本店、本川越ペペ、大宮アルシェ）1累側でも、3類側でも

選べます。

6月27日火～8月2日水
※ ただし、販売予定数に達した場合は販売期間中であって
も、販売を終了させていただく場合がございますので予め
ご了承ください。

※ メットライフドーム、各ライオンズストアはチケットタイプ
のうち、観戦チケットのみ販売内野指定席C

検索多摩モノレールお問い合わせ： 多摩都市モノレール（株）総務部事業課
 Tel.042-526-7800（代表）（平日9：00～17：45）

埼玉西
武ライ

オンズ

多摩モ
ノレー

ル沿線
市
特別応

援デー

お得 円
2,070

大人・こども共通

内野指定席C
観戦チケット

のみ
3,200円3,200円
通常当日価格／大人・こども共通

お得 円
1,700

3,200円3,200円
通常当日価格／大人・こども共通

440円440円
こども（小学生）

内野指定席C
観戦チケット

内野指定席C
観戦チケット

多摩モノレール
一日乗車券

多摩モノレール
一日乗車券3,200円3,200円

通常当日価格／大人・こども共通

870円870円
大人（中学生以上）

こども（小学生）

お得 円
1,940

観戦・チケットに
ついてはこちら ：

 埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター
  Tel.0570-01-1950（平日10：00～18：00）

大人（中学生以上）

ツイッターで運行情報・イベント情報発信中
@ tamamono_info

円150
割引

円50割引
当日は、上北台駅よりメットライフドーム
行きのバスが運行されます。（料金別途）



埼玉西武ライオンズ多摩モノレール沿線市特別応援デー　チケット購入申込書
埼玉西武ライオンズ・多摩モノレール沿線市特別応援デーチケットの購入には、当申込書のご記入が必須となります。
太枠線内を必ずご記入の上（メールアドレスは任意）、ご本人様確認ができるものを併せて、係員にご提示ください。

ご記入頂きました個人情報は、埼玉西武ライオンズ多摩モノレール沿線市特別応援デーおよびライオンズ情報の提供のみに
利用させていただきます。

【希望枚数】 枚（6枚まで）

【氏　　名】

メールアドレスをご記入頂いた方には、ライオンズに関するお得な情報をお届けいたします。
@

男  ・  女【性　別】
歳【年　齢】

【メールアドレス】

【アンケート】

【試 合 日】 ８月　6日　（　日　）　 18：00 ～

【ご利用路線・駅】 線　　　　　　　　　　　　　　 駅

①ライオンズのファンクラブに入会されていますか？　　□はい　　□いいえ
②メットライフドームへのご来場は何回目ですか？　　□初めて　　□2回目　　□3～5回目　　□それ以上
③埼玉西武ライオンズ・多摩モノレール沿線市特別応援デーについて、どこでお知りになりましたか？※複数回答可
　□テレビ・フリーペーパーなど（媒体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□市区町村の広報誌またはHP　　
　□電車・バスの中吊りポスター　　□駅・各所のポスター　　□新聞折り込みチラシ　　□メットライフドーム・県営大宮球場
　□ライオンズストア　　□メールマガジン　　□ライオンズ公式HP　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【住　　所】
（居住地）

※今回の対象が「在勤」・「在学」の場合も、ご自宅の住所をご記入ください。

都　道
府　県

市
区
町　村

〒

□docomo.ne.jp　　□ezweb.ne.jp　　□softbank.ne.jp
□その他 ご記入ください

※任意

当日は、上北台駅からメットライフドーム行きのバス
が運行されます。料金にバス運賃は含まれておりま
せんので予めご了承ください。

交通のご案内

お問い合わせ

観戦・チケットについてはこちら観戦・チケットについてはこちら

ご記入いただきました個人情報は、埼玉西武ライオン
ズ多摩モノレール沿線市特別応援デーおよびライオ
ンズ情報の提供のみに利用させていただきます。

個人情報の取扱い

●多摩モノレール沿線市限定
チケットのお申し込みは、右
記申込書に必要事項をご記
入の上、販売場所にお持ちく
ださい。

●在住・在勤・在学の確認がで
きる本人確認資料（保険証、
社員証、名刺、学生証、定期
券、免許証など）を併せて、
係員にご提示ください。

●ご本人を含めてご同伴の6
名さま分までご購入いただ
けます。

申し込み方法

多摩センター駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北
駅、立飛駅、玉川上水駅、上北台駅
メットライフドーム、各ライオンズストア（所沢
Sta、西武池袋本店、本川越ペペ、大宮アルシェ）

販売場所

※ただし、販売予定数に達した場合は販売期間中であっても、
販売を終了させていただく場合がございますので予めご了
承ください。

6月27日(火)～8月2日（水）
販売期間

生ビール150円割引orペットボトルドリンク50円
割引券

付属クーポン

※大人は中学生以上で、こどもは小学生を対象と致します。
※内野指定席C観戦チケットは、大人・こども共通です。
※表示価格は、お一人様・税込価格です。

※メットライフドーム、各ライオンズストアはチケットタイプの
うち、観戦チケットのみ販売

内野指定席C観戦チケットのみ（一日乗車券なし） 1，500円

▶1，940円お得
　一日乗車券440円＋内野指定席C当日券3，200円

▶1，700円お得
　内野指定席C当日券3，200円

内野指定席C観戦チケット+多摩モノレール一日乗車券（こども）  
 1，700円

▶2，070円お得
　一日乗車券870円＋内野指定席C当日券3，200円

内野指定席C観戦チケット+多摩モノレール一日乗車券（大人）  
 2，000円

チケットタイプ

八王子市・立川市・日野市・東大和市・多摩市に
在住・在勤・在学の方

割引対象の条件

埼玉西武ライオンズvs福岡ソフトバンクホークス
8月6日（日）18：00～

対象試合

多摩モノレール沿線市限定チケット割引！！

（受付時間　平日9：00～17：45）Tel.042-526-7800（代表）
多摩都市モノレール株式会社 総務部事業課

埼玉西武ライオンズ多摩モノレール沿線市特別応援デー

（受付時間　平日10：00～18：00）Tel.0570-01-1950
埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター
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