
2023 シーズン SEASON SEAT の受付方法に関するご案内 

 

日頃よりクラブへご支援・ご声援いただき誠にありがとうございます。 

 

2023 シーズンの SEASON SEAT が 12 月 14 日(水)より優先販売開始となります。2022 シーズ

ンの SEASON SEAT を現地（V・PORT 店舗または、ホームゲーム会場）でご購入いただいた皆様に

関しましては、その他の皆様と受付方法が異なりますので、ご案内させて頂きます。 

皆様にはお手数をおかけしますが、2023 シーズン SEASON SEAT を継続してご購入いただける方

は、本案内をご確認の上、お申し込み手続きをお願いいたします。 

 

なお、本案内は 2022 シーズンに現地入会手続きをされたご本人様にお送りしております。まとめて複

数名分をご購入された場合、その他のお客様へはご案内が届いておりませんので、お手数ではございます

が、まとめてご購入された他のお客様へご連絡いただけますと幸いです。 

 

 

2023 シーズン受付詳細は下記の通りでございます。 

■SEASON SEAT 販売スケジュール 

 

 

■受付方法 

 ＜店舗での受付＞ または ＜WEB からのお申込み＞ のどちらかとなります。ご希望の受付方法をお

選びいただき、店舗受付をご希望の方は、同封の申込書を返送用封筒で 12 月 14 日(水)必着でご

投函くださいますようお願い申し上げます。 

※2022 シーズン複数名分まとめてご購入された方で、今回も複数名分まとめてお申込みをされる場合

には、申込人数分ご回答のほどよろしくお願いたします。 

WEB 申し込みご希望の方は、12 月 14 日（水）までに専用フォームよりご回答ください。 

 

対象者 詳細

①
12/14(水)12:00~

12/17(土)23:59
2022シーズンのお席と同席希望の方（指定席）

2022シーズン指定席のSEASON SEATをお持ちで、

2022シーズンとまったく同じ席をご希望の方が優先的に同席を購入できる期間

②
12/18(日)15:00~

12/21(水)23:59
2022シーズンにSEASON SEATを購入していたすべての方

2022シーズンからSEASON SEATを継続購入ご希望で、

2022シーズンから席種や座席を変更される方が購入できる期間

③ 12/23(金)18:00~ すべての方 継続・新規関係なく、すべての方がSEASON SEATを購入できる期間

日程



＜店舗受付ご希望の方①＞ 

優先販売①に該当する方は、事前のお手続きが必要となります。下記詳細をご確認の上、次のペー

ジに必要事項をご記入いただき、返送用封筒でお戻しください。 

 

優先販売②に該当する方は、受付実施期間中に 2022 シーズンの SEASON SEAT カードをご持

参のうえ、直接店舗へお越しください。事前のお手続きは不要でございます。 

※ただし、販売開始時には受付が混み合う可能性がございます。WEB 申し込みで別の方が先に確保さ

れた場合には、ご希望の席をご案内できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

■店舗受付 

【受付日程】12 月 18 日(日)～28 日(水) 

▼V・PORT iisa 諫早駅店 

【受付日】12 月 18 日(日)～12 月 21 日(水)、12 月 23 日(金)～12 月 28 日(水) 

【受付時間】12:00～15：00、16：00～20：00 

※初日の 12 月 18 日(日)は 15:00～20:00 となります 

※12 月 23 日(金)は 18:00～20:00 となります 

 

▼V・PORT 浦上店 

【受付日】12 月 18 日(日)～12 月 21 日(水)、12 月 23 日(金)～12 月 28 日(水) 

【受付時間】12:00～15：00、16：00～19：00 

※初日の 12 月 18 日(日)は 15:00～19:00 となります 

※12 月 23 日(金)は 18:00～19:00 となります 

 

※時間帯は変更となる可能性がございます。 

 

【支払方法】キャッシュレス決済 

※現金はご利用いただけません。キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合はプリペイドカードを現地で

発行の上お支払いください。 

 

 

 

 

 



 

＜店舗受付ご希望の方②＞ 

 

 

 

 

 

※2022 シーズンの指定席を同席確保されたい方（優先販売期間①に該当する方）は、本用紙を

12 月 14 日（水）までにご返送いただきましたら、昨シーズンと同じ座席を確保いたします。お支払いは

上記期間中に V・PORT iisa 諫早駅店または浦上店にてお願いいたします。 

 

SEASON SEAT使用者氏名

電話番号

2022 SEASON SEAT ID

※22から始まる10桁の番号

2022シーズンと同席希望か はい　　　　　・　　　　いいえ

SS指定席　・　S指定席　・　SA指定席　・　SB指定席　・　SC指定席

　　　　　　　　　　　　ブロック　　　　　　列　　　　　　　　番

SEASON SEAT使用者氏名

2022 SEASON SEAT ID

※22から始まる10桁の番号

　　　　　　　　　　　　ブロック　　　　　　列　　　　　　　　番

店舗受付

2022シーズン座席情報

※親子セットご購入の場合、お子様の情報※

返送用紙 

SAMPLE 



＜WEB 申し込みご希望の方＞ 

 

ネット通信環境がある方については、ご来店不要でWEBからお申込みいただけます。ただし、2022シ

ーズンの SEASON SEAT 購入情報と、ご本人様情報の連携をいたしますので、事前に V・PORT オン

ラインショップへ新規会員登録をお願いいたします。 

会員登録が完了されましたら、下記 URL または QR コードより、お客様情報の送信をお願いいたしま

す。 

 

手順①.V・PORT オンラインショップに新規会員登録し、お客様番号を確認。 

※会員登録については次のページ以降で手続き方法を記載しております。 

 

手順②.下記 URL または QR コードよりお客様情報の送信（12 月 14 日（水）まで） 

 

お申込みフォーム：http://bit.ly/3VEzYCX   

 

▼フォーム内の聞き取り項目 

 

 

 

V・PORT オンラインショップのお客様番号については、下記方法にてご確認いただけます。 

 

■V・PORT オンラインショップにご登録済みの方は、下図⑪以下の方法に沿ってお客様番号をご確認の

うえ、申込書に ID をご記入ください。 

SEASON SEAT使用者氏名

電話番号

2022 SEASON SEAT ID

※22から始まる10桁の番号

2022シーズンと同席希望か

V・PORTオンラインショップの

お客様番号

2022シーズン座席情報

１ 

SAMPLE 

http://bit.ly/3VEzYCX


■V・PORT オンラインショップに未登録の方は、下記手続き方法に沿ってご登録いただき、お客様番号

をご確認ください。 

 

 

①V・PORT オンラインショップにログイン 

＜PC の方＞https://www.v-port.jp/v-varen/pc/ 

＜スマートフォンの方＞https://www.v-port.jp/v-varen/ または右の QR から 

 

②『新規会員登録』をクリック 

   

 

③『新規会員登録へ』をクリック 

   

 

④-1 必要事項を入力 
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④-2 必要事項を入力後、下記 2 か所にチェックを入れ、「次へ進む」をクリック 

 

 

 

⑤登録内容に間違いがなければ、「仮会員登録のメール送信」をクリック 

 

 

 

⑥下記画像が表示されると、仮会員登録完了 

 

 

⑦登録のメール受信フォルダに移動し、本文中の「本登録はコチラから」のリンクをクリック 

件名：【V・PORT】仮会員登録受付のご案内 

送信者：V・PORT オンラインショップ <goods_vport@japanet.co.jp> 
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⑧登録時に入力したメールアドレスと、パスワードを入力しログイン 

 

 

 

⑨下記画面が表示されると本登録完了！ 「V・PORT オンラインショップ TOP へ」をクリック 

 

 

⑩V・ファーレン長崎をクリック 
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⑪ログインをクリック 

 

 

 

 

⑫登録時に入力のメールアドレスと、パスワードを入力してログイン 

 

※2022 シーズンファンクラブにご入会の場合は、V-Lovers 会員様ですか？の質問に「はい」を選択くだ

さい。 

 

⑫-※ 2022 シーズンファンクラブにご入会の方は会員 ID と氏名をご入力ください。 
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⑬この★部分に記載のお客様番号をフォームに入力。 

 

 

 

皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

2023シーズンも快適で楽しい観戦・イベント体験をしていただけるようスタッフ一同取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社 V・ファーレン長崎 チケット担当 

0957-43-2095 
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