
Q.SEASONSEAT の番号は継続できますか？ 

SEASONSEAT の番号はすべての方に新しく発行されます。2022 シーズンまでの ID はご利用いただけ

ませんのでご注意ください。 

なお、今回発行する ID は 2023 シーズン以降も継続してご利用いただける予定でございます。 

 

Q.障がい者価格での購入はどのような手続きが必要ですか？ 

WEB でのお申し込み完了後に、FAX・郵送・メールのいずれかの方法にて、障がい者手帳のコピー及び、

本人確認書類のコピーを V・ファーレン長崎あてにお送りください。 

※対面販売の場合は、障がい者手帳および本人確認書類をご持参ください。 

 

【書類送付先】 

■FAX の場合：0957-43-2096 ※「シーズンシート申込済み」と記載の上お送りください。 

■郵送の場合：〒859-0404 諫早市多良見町化屋 1808-1 株式会社 V・ファーレン長崎 シー

ズンシート担当宛て 

■メールの場合：「ticket@v-varen.com」宛てにメールでお送りください。 

∟件名「2023 シーズンシート（障がい者手帳）確認について」に設定いただき、SEASONSEAT お申

込み者情報（氏名・連絡先）を記載ください。 

 

※お申込み内容と、障がい者手帳のご本人様の確認完了後に、SEASONSEAT の発送準備をいたし

ます。 

障がい者手帳の確認が取れない場合、発送までにお時間をいただきますので予めご了承ください。 

 

 

Q.IC カードが届くまでにどれくらいかかりますか？ 

・2023 年 1 月 6 日(金)までに決済完了  ：2 月 3 日(金)から順次発送 

・2023 年 1 月 26 日(木)までに決済完了 ：2 月 10 日(金)から順次発送 

・2023 年 2 月 5 日(日)までに決済完了   ：開幕戦当日、会員ブースでお渡し予定 

※2023 年 2 月 6 日(月)以降に決済完了されたお客様：ご購入完了後、発送準備ができ次第順次

発送いたします。開幕戦までに間に合わない可能性がございますので予めご了承ください。 

 

▼発送について 

おひとり様ずつ発送しますので、ご家族様でお申し込みされても別々に届く場合がございます。 

▼試合日までに SEASONSEAT が届かない場合 

ご入場いただけるチケットをお渡ししますので、試合当日、身分証明書をご持参のうえ会員ブースへお立

ち寄りください。 
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Q.一度指定した座席は、シーズン通して同じ席ですか？ 

2023 シーズン通して固定の座席となります。 

特典の座席変更サービスをご利用いただくことで、単発で座席を変更いただくことも可能でございます。 

※座席変更サービスの詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

Q.2022 シーズンに SEASONSEAT を購入した V・PORT ID（V・PORT オンラインショップ）がどれか

わかりません。どのように確認できますか？ 

お心当たりのあるメールアドレスでログインいただき、マイページ内の「購入履歴」内に、2022 シーズンの

SEASONSEAT の購入履歴があるかご確認ください。 

2022 シーズンの SEASONSEAT の購入履歴がある V・PORT ID であれば、優先購入期間①②内に

ご購入いただけます。 

 

 

Q.昨年 S 指定席を購入していました。今年も全く同じ席で観戦したいのですが、席種名称が A 指定席

に変わっています。12 月 14 日（優先購入期間①）からの購入は対象外になりますか？ 

12 月 14 日からの優先受付対象となります。 

2022 シーズンから席種名が変更になっている場合でも、2022 シーズンとまったく同じ”座席”を確保され

たい方は、12 月 14 日からの優先受付が可能でございます。 

 

（例）2022 シーズン S 指定席の＜M●ブロック-▲列-■番＞だった場合 

2023 シーズンは A 指定席に席種名が変更となっておりますが、同じ＜M●ブロック-▲列-■番＞を継

続ご希望であれば、12 月 14 日～17 日の期間で優先受付可能。 

 

 

Q.試合当日友人を連れて一緒に観戦したいです。指定席なので隣の席が空いていない場合はどうしたら

いいですか？ 

SEASONSEAT には、座席を変更できる「座席変更サービス」がございます。そちらをご利用いただき、隣

席がご用意できる席に移動いただくことが可能でございます。 

※座席変更サービスの詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

Q.2022 シーズンの SEASONSEAT の指定席を継続できますか？ 

2022 シーズン SEASONSEAT の指定席をご購入のお客様で、2023 シーズンも全く同じ座席を継続

希望の方は、下記期間中にお手続きいただきましたら、2022 シーズンと同席を確保いたします。 

同席確保受付期間：12 月 14 日（水）12:00～12 月 17 日（土）23:59 



 

＜ご注意ください＞ 

※優先販売①②の期間は、2022 シーズンの SEASONSEAT の購入手続き者様に優先購入権利が

付与されます 

（例)2022 シーズン A さんが B さんの分を代理購入された場合、A さんの V・PORT オンラインショップ

マイページに、A さんと B さんの継続購入権利が付与されますのでご注意ください。 

 

 

Q.2022 シーズン親子セットで指定席を購入していたが、子供が大人になるため、大人 2 席で購入した

い。12 月 14 日（優先購入期間①）から購入できますか？ 

12 月 14 日からの優先期間でご購入いただけます。 

2022 シーズンの SEASONSEAT をご購入いただいた V・PORT オンラインショップマイページに、2022

シーズンの SEASONSEAT 購入席数分の優先販売権利が付与されます。 

カテゴリー（大人・小中高・親子）に関わらず、2022 シーズンと同じ席数分ご購入いただけます。 

 

 

Q.指定席を 2 人隣席で購入したいです。まとめて 2 席購入できますか？ 

1 度に選択できるのは“1 席まで”となりますが、1 席目をカートに追加後に 2 席目を続けてご選択いただ

けます。 

1 席目をカートに入れたタイミングから、30 分間は席が確保されますので、時間内に 2 席目の座席選択

をお願いいたします。 

 

※同じ席種・同じカテゴリー（大人・小中高・障がい者大人・障がい者小中高）を続けて購入する場合

にのみ、「同じ席種を選ぶ」をご選択ください 

※同じ席種であっても、カテゴリーが異なる場合には、「他の席種を選ぶ」をご選択ください 

※親子セットの場合に限り 2 席同時に確保可能です 

 

※詳しい座席の確保方法については、12 月 12 日(月)頃に SEASONSEAT 詳細ページにてご案内

いたします。 

 

 

Q.2022 シーズン対面販売（ホームゲーム会場または V・PORT 店舗）で SEASONSEAT を購入し

たのですが、2023 シーズンは WEB で購入したいです。可能ですか？ 

2022 シーズン対面販売で購入された方を対象に、12 月 9 日頃に封書にて案内をお送りしております。 

詳細は、こちら（http://www.v-varen.com/wp-content/uploads/2022/12/2023 シーズン

SEASON-SEAT の受付方法に関するご案内店舗受付.pdf）よりご確認の上、期限までにお手続きを
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お願いいたします。 

 

※対象の方でご案内が届いていない方は、ご案内が届いていない方についてはお問い合わせフォームか

らお問い合わせください。 

 

 

 Q.2022 シーズン対面販売（ホームゲーム会場または V・PORT 店舗）で SEASONSEAT を購入し

たのですが、指定席の同席確保はできますか？ 

2022 シーズン対面販売で購入された方を対象に、12 月 9 日頃に封書にて案内をお送りしております。 

詳細は、こちらよりご確認の上、期限までにお手続きをお願いいたします。 

 

※対象の方でご案内が届いていない方は、ご案内が届いていない方についてはお問い合わせフォームか

らお問い合わせください。 

 

 

Q.電話でも受付可能ですか？ 

2022 シーズンに引き続き、2023 シーズンも電話の受付は実施なしとなります。WEB 受付または試合

会場や店舗での対面受付のみとなります。 

 

 

Q.店舗での受付はできますか？ 

V・PORT iisa 諫早駅店、浦上店で受付実施いたします。 

店舗によって受付時間が異なりますのでご注意ください。 

 

▼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 
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【お支払方法】 ホームゲーム時同様キャッシュレス対応となります。 

※お支払方法によっては、ご利用上限金額が設定されている場合がございます。事前にお支払方法とご

購入商品の金額のご確認をお願いいたします。 

 

※キャッシュレスでのお支払い手段をお持ちでない場合は、対面販売に限り V-VAREN NAGASAKI 共

通プリペイドカードでのお支払いが可能です。 

 

 

Q.試合会場でも購入できますか？ 

2023 シーズンのリーグ戦試合会場でも受付実施予定です。 

 

 

Q.分割払い・ボーナス一括払い（ショッピングクレジット）はできますか？ 

WEB 受付の場合、お支払いは各種クレジットカードまたは、PayPay のみのお支払いとなります。 

ショッピングクレジット（分割払い）はご利用いただけませんのでご注意ください。 

 

 

Q.キャッシュレスでのお支払い手段を持っていません。現金でも払えますか？ 

ホームゲーム同様キャッシュレス対応となるため、現金はご利用いただけません。 

対面販売に限り、V-VAREN NAGASAKI 共通プリペイドカードでのお支払いが可能ですので、ホームゲ

ーム会場または店舗にてプリペイドカードを作成の上、お支払いをお願いいたします。 

 

 

Q.SEASONSEAT を購入すれば、V-Lovers（ファンクラブ）にも自動入会になりますか？ 

SEASONSEAT と V-Lovers は別の組織となりますので、それぞれご入会の手続きをお願いいたします。 

V-Lovers の詳細はこちら 

 

 

Q.駐車場先行販売は、V-Lovers（ファンクラブ）にも入会しないと購入できませんか？ 

2023 シーズンの駐車場先行販売は、SEASONSEAT 限定特典となります。 

V-Lovers にご入会されていない場合でも、SEASONSEAT をお持ちであれば、先行販売期間にご購

入いただけます。 

※台数には限りがございます。予めご了承ください。 

 

 

Q.指定席の申し込みが完了しましたが、どこの席を確保したのか確認することはできますか？ 

https://www.v-varen.com/ticket_goods/175512.html


V・PORTオンラインショップのマイページ内、SEASONSEATの購入履歴からご確認いただけます。（「※

座席」以降をご確認ください） 


