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メセナシート概要
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メセナシートとは野球を通じた社会貢献活動として、ご賛同いただいた企業様より
PayPayドームの野球観戦チケットをご提供いただき、少年野球をはじめとした各種
スポーツ団体や養護施設、介護施設等の方々を野球観戦にご招待している事業です

■利用対象 ： 下記団体（施設）に所属されている方

・ 高齢者福祉団体（施設）
・ 障害児・者福祉団体（施設）
・ 児童・母子福祉団体（施設）
・ 少年野球等各種スポーツ団体（中学生までのお子様）
・ 子ども支援協力者・福祉ボランティア団体 他

■応募人数 ： 原則8名以上30名以下

■備考 ： 提供企業様への感謝状・お礼状の提供をお願い

提供企業様
年間指定席

購入

提供企業様
利用分確保

各社協様へ
提供枠提示
申込案内

各社協様より
申込受領
チケット準備

試合当日
チケットお渡し

 メセナシート提供までの流れ

前年同様
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2021年度メセナシート_ご提供スポンサー様

2021年度は、下記スポンサー様にご協力により、
1試合につき、最大674席のメセナシートをご提供いただきました。

■スポンサー一覧（※五十音順）

・株式会社 アシュラン
・有限責任 あずさ監査法人
・英進館 株式会社
・サーコム・ジャパン 株式会社
・昭和建設 株式会社
・新日本製薬 株式会社
・ドイツ証券 株式会社
・日本郵便 株式会社
・バークレイズ証券 株式会社

・芙蓉総合リース 株式会社
・株式会社 みずほ銀行
・三井住友海上火災保険 株式会社
・株式会社 三井住友銀行
・モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
・ＮＥＣネッツエスアイ 株式会社
・PwCあらた有限責任監査法人
・株式会社 ＳＢＩ証券
・SBペイメントサービス 株式会社
・UBS証券 株式会社
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2022年度 変更点サマリ

NPBの指針に則り、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の感染拡大時において

2回ワクチン接種証明書、もしくは3日以内のPCR検査による陰性証明書の提示を

求める場合がございます。(状況により、PCR検査による陰性証明書提示の方のみ

入場可能となる場合もございます。詳細は決まり次第、ご連絡いたします。)

提示可能な方を対象に募集を行っていただきますようご協力のほどお願い申し上げます。

①状況により、入場条件や入場制限を定める場合が
ございます。

新型コロナウイルスの影響により例年のシーズンとの変更点がございます

変更有

PayPayドームでは新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を実施しております。

今シーズンもマスクの着用、検温の実施を予定しております。

最新情報を随時更新いたしますので、右記二次元コードをご確認ください。

②感染拡大防止対策のお願い
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2022年度 変更点サマリ

・開幕戦 3/25(金)
・ファイト九州デー 5/22(日)
・タカガールデー 6/11(土)・6/12(日)
・鷹の祭典全日程 7/8(金)～7/14(木)

④車イス席の事前予約ができない日程があります

変更有

前述の通り、観客動員数や日程に関して不透明な状況を鑑み、配分表を2回に分けて
お渡しさせていただきます。例年2月頃に、1年間分の提供枠を配分表としてお送りして
おりますが、本変更内容にご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
詳細は5Pをご確認ください。

③配分表の送付を2回に分けます

④お礼状は2回に分けてご提出ください
昨年同様、２回に分けてお礼状のご提出をお願いいたします。
3~6月分を７月頃に、7~9月分を10月頃にご提出をお願いいたします。



2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

イベント 開幕 GW タカガール 鷹の祭典 夏休み 最終

枠提示・案内

募集期間

お礼状
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年間スケジュール

①昨今の事情を鑑み、提供枠数は2月上旬・3月上旬の2回に分けて
提示いたします

②お礼状は3～6月分・7～10月分に分けて発送をお願いいたします

提供席数・受付案内

募集期間

3～4月分

変更有

5月～9月分

ご不便おかけいたしますが何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

お礼状とりまとめ

発送(1回目)
お礼状とりまとめ

発送(2回目)
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募集締め切り・当選通知送付日

試合日 募集開始 受付締切日 当選通知送付日

3月
2月上旬 3月10日(水) 3月16日(水)

4月

5月

3月上旬以降

4月11日(月) 4月20日(水)

6月 5月10日(火) 5月20日(金)

7月 6月10日(金) 6月20日(月)

8月 7月11日(月) 7月20日(水)

9月 8月10日(水) 8月22日(月)

受付締切日までに配分表のご提出をお願いいたします

受付締切日以降の提供席数残りは弊社へ返却いただきます

※受付締切日以降の調整は弊社へお問い合わせください



募集対象
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福祉団体

高齢者

障害者・児童
医療機関

こども支援協力者

社協サロン会員

福祉ボランティア団体
ほか

上記団体様が対象となります。
たくさんのお申し込みをお待ちしております。

枠については利用対象にあたる範囲で募集ください
より多くの方にメセナシートをご利用いただけるようにご協力お願い申し上げます

学童保育

少年少女
スポーツ団体

前年同様



8

申し込みフロー

■受付フロー 福祉施設 社会福祉協会
SBH

メセナ事務局

SBH

7番チケット売り場

2月上旬

2月上旬～受付期間

受付締切日

(毎月10日頃)

毎月20日頃

試合日前日

試合日当日

観戦日後

提供枠提示

受付概要案内
受付概要受領

案内概要受領
各福祉施設案内

募集開始

申し込み

申込受付

受付

申込とりまとめ

当選通知受領 当選通知送付

利用者情報共有 チケット準備

受領確認電話 受電

当選通知確認

チケットお渡しチケット受領

窓口来訪

お礼状提出 受領・管理

お礼状の確認お礼状の送付

前年同様



配分表への記入方法
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＜配分表_申込入力用sheet＞

必要入力
項目

・ 団体名
・ 来場代表者名
・ 来場代表者名（カナ）
・ TEL番号
・ 当日連絡先TEL番号⇒当日確認用に必須入力(携帯電話推奨)
・ FAX番号
・ 観戦試合日
・ 枚数
・ キャンセル待ち(任意項目)
・ 備考(任意項目)

前年同様



提供枠数の管理方法
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＜配分表_集計sheet＞

１、「申込入力用sheet」に入力した内容が集計され表示されます。

２、残枚数がマイナスになっている箇所は提供枚数より不足しているため、
別日程に誘導するなどして解消をしてください。

前年同様



配分表の送信方法
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【配分表】●●社会福祉協議会_mmdd.xls

下記のルールに則って、「配分表」を提出してください

ファイル名

提出先 Prime Drive

※ mmddは格納日を入力

変更有

※ 格納方法はPrime Drive操作マニュアルをご参照ください
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当日のチケット受け取り方法

7番チケット売場へ「当選通知」をご持参ください
■当選通知 見本(デザイン変更予定)

※マップは昨年のものです

■7番チケット売場 場所

前年同様
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車イス席の利用方法（メセナシート利用者限定）

車イス席の利用には事前予約が必要です
■事前予約から利用までの流れ

１、当選通知受領後、メセナ事務局へ問い合わせいただく

２、メセナシート申込内容と車イス席の必要枚数を申告いただく

※申込内容：紹介社協名、利用団体名、代表者名、試合日程

※日程・在庫状況によってはお受けできない場合もございます。

※申込内容が正確でないと、予約状況が確認できない場合があります。

＜問い合わせ先＞

福岡ソフトバンクホークス株式会社
メセナシート事務局

TEL ：092-847-1619

【営業時間】10：00～17：00（土・日・祝日 休業）

事
前
予
約

試
合
当
日

１、「メセナシート当選通知」を持参のうえ、ご来場いただく

２、7番チケット売場にて「車イス席チケット」をお受け取りいただく

３、「車イス席チケット」に記載しているゲートに向かう

４、ゲートスタッフに「車イス席チケット」をお見せいただき、入場いただく

前年同様
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バス駐車場の利用方法

バス駐車場の利用には事前予約が必要です
■事前予約から利用までの流れ

１、当選通知受領後、バス駐車場申込書に必要項目を記入し、FAX送信していただく

２、団体予約係より予約受付内容をFAXにてご連絡いたします

※申込内容：利用日程・時間、利用台数・車種、利用団体名、代表者名、ご連絡先

※日程・在庫状況によっては臨時駐車場のご案内、もしくはお受けできない場合もございます。

※申込内容が正確でないと、予約状況が確認できない場合があります。

＜問い合わせ先＞

福岡ソフトバンクホークス株式会社
メセナシート事務局

TEL ：092-847-1619

【営業時間】10：00～17：00（土・日・祝日 休業）

事
前
予
約

試
合
当
日

１、乗降場所入庫許可証をご持参いただく(臨時駐車場の場合はLoppiでの事前発券をお願いいたします)

２、駐車場入り口にて乗降場所入庫許可証を警備員にご提示いただく

３、警備員の指示に従って入庫・駐車していただく

前年同様



※過去にご提出いただいたお礼状の一部です

「観戦日・団体名・スポンサー名」を明記いただければ、フォーマットの指定はございません
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観戦日の翌月末までに収集をお願いいたします

お礼状について 前年同様



 「配分表」の「提供枚数」は確定でご提供する枚数です。

 「配分表」は全ての社会福祉協議会様が同一フォーマットで管理しておりますので、
列の追加などのフォーマット変更はご遠慮ください。

 「枚数」は1団体（施設）ごとに記入ください。
1団体が分散してご来場いただく場合などは「当選通知」の送信後に当社と申込代表者様で打ち合わせ

いたします。

 チケットの枚数が不足する日程は予備枠の状況次第で追加を承りますので、SBHメセナシート事務局へ
ご相談ください。
なお、予備枠がない日でもキャンセル待ちは可能です。
ただし、他社協様より枠の返却があった場合にのみご案内いたしますので、土日祝日など人気日程は確保

できる可能性が低くなります。ご了承ください。

 「配分表」の記入ができましたら受付締切日までにPrime Driveに格納いただき、当社担当者宛てに

メールでご連絡ください。
格納いただく際は、全日程分一括や月締めなど各社協様の運用上の都合で決めていただいて構いません。

 「配分表」の連携がない場合、枠数残は他社協様のキャンセル待ちに割振りいたしますので、

予めご了承ください。

 当社にて「配分表」を受領しましたら、観戦日の前月20日頃に、各施設様へ「当選通知」を

FAX送信いたします。郵送希望や社協様への一括送信などはご相談ください。
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メセナシート申し込みにあたっての注意事項 変更有
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お問い合わせ先

＜お問い合わせ先＞
福岡ソフトバンクホークス株式会社
チケット運営部 メセナシート事務局

実務担当：重信朋美・眞子由衣

管理担当：八巻采那

MAIL：SBHGRP-softbankhawks_mecenatseat@g.softbank.co.jp

TEL ：092-847-1619

FAX ：092-847-1562

【営業時間】10：00～17：00（土・日・祝日 休業)

※新型コロナウイルスの影響により、在宅勤務となる場合がございます。

メールにてご連絡をお願いいたします。

変更有


