報道関係者各位
2021 年 10 月 22 日
福岡ソフトバンクホークス株式会社

12 月 11 日（土）「ファンフェスティバル 2021」「ベースボールキッズ 2021」同日開催！
～どこからでも楽しめる！選手とともに、ホークスの魅力が詰まった特別な一日を～

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、12 月 11
日（土）に「ファンフェスティバル 2021」および「ベースボールキッズ 2021」を開催いたしますので、お知らせいたします。
「ファンフェスティバル 2021」は、ホークスが九州を元気にする活動「ファイト！九州」をテーマとして、どんな状況下でもシ
ーズンを通して各地から応援をしていただいたファンの皆さまへ感謝の気持ちを込めて、選手と皆さまが一体感を感じら
れるイベントを実施します。選手の迫力あるプレーが見られるホームランダービーなどのグラウンドイベントや、普段の試合
とは違った選手の素顔が見られるステージイベントなど、選手をより身近に感じていただけます。
また、今年は球場外からも 1 人でも多くの方に楽しんでいただけるよう、1,000 名規模を対象にして選手と 1 対 1 で
交流ができるオンライン 2 ショット撮影会を実施いたします。
さらに、ふれあい野球教室「ベースボールキッズ 2021」を今年もオンラインにて同日開催いたします。ホークスの現役選
手と子供たちのふれあいを通して、野球や運動の楽しさを体験してもらうことを目的に全国の小学生がご参加いただけ
るイベントです。
なお、今年のファンフェスティバルは 1 席おきの配席（一部席種を除く）や、マスクの着⽤、検温の実施など新型コロナ
ウイルス感染防⽌対策を引き続き講じ、ご来場の皆様に安全で安⼼な環境を提供してまいります。
■12 月 11 日（土）のスケジュール予定

ベースボールキッズ 2021
ファンフェスティバル 2021

開催時間

開催場所

10:00～11:00

オンライン

12:30～16:00

福岡 PayPay ドーム
BOSS E・ZO FUKUOKA
オンライン

■「ファンフェスティバル 2021」概要
今シーズンを通して応援していただいたファンの皆さまへ選手からの感謝の気持ちを込めて、選手と皆さまが一体感を感
じられる企画を実施します。

昨年実施の様子

開催日時
開催場所

12 月 11 日（土）開場 10:30／開演 12:30
福岡 PayPay ドーム・BOSS E・ZO FUKUOKA・オンライン

■チケット販売概要
【福岡 PayPay ドーム入場チケット】
クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ：300 円（税込）～
価格
一般・タカポイント会員：800 円（税込）～
タカポイント交換：800pt
購入方法
ホークス公式チケットサイト「タカチケット」・各プレイガイド
クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ会員抽選販売：10 月 23 日（土）10:00～
24 日（日）23:30
販売開始日時
クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ会員先行販売：10 月 31 日（日）10:00～
一般販売・タカポイント会員：11 月 6 日（土）10:00～
タカポイント交換（クラブホークス・タカポイント会員）：10 月 31 日（日）10:00～
【選手とオンライン 2 ショット撮影会参加チケット】
3,000 円（税込）
価格
タカポイント交換：5,000pt
A グループ 13:00 開始／12:45~12:55 受付
B グループ 13:30 開始／13:15~13:25 受付
実施時間
C グループ 14:00 開始／13:45~13:55 受付
※各グループ 10 選手参加予定、選手は選べません
人数
1,000 名
参加方法
ライブトークアプリ「Meet Pass（ミートパス）」
受付方法
タカポイント交換・ホークス公式チケットサイト「タカチケット」
タカポイント交換（抽選受付）：10 月 23 日（土）10:00～25 日（月）23:59
クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ会員限定販売：10 月 31 日（日）10:00～
募集／販売開始日時
11 月 30 日（火）23:30
※タカポイント交換は 2021 年度のクラブホークス会員限定での募集となります。
※イベント内容・時間などは予告なく変更になる場合がございます

【Meet Pass とは】
株式会社 Tixplus が配信しているサービスで、ファンと選手がお互いの顔を見ながら 1
対 1 で交流ができるスマホアプリとなります。

■「ベースボールキッズ 2021」概要
ホークス現役選手から野球や運動の楽しさを学べる参加無料の野球教室です。選手と子どもたちがふれあい、野球や
体を動かすことの楽しさを体験してもらうことにより子どもたちの健全な育成に寄与し、地域スポーツ振興の一助となるこ
とを目的として 2007 年より開催しています（今年で 15 回目）。
未経験者・初⼼者向けに基本的な投げ方や打ち方などをオンラインで直接レクチャーをします。ご自宅でもできるレッス
ン内容で、質問コーナーや抽選会も行います。

昨年実施の様子

＜実施概要＞
開催日時
対象
人数
講師
実施内容
参加賞

申込受付

参加方法・条件

12 月 11 日（土）10:00～11:00（60 分）予定
小学 1 年生～6 年生（性別・野球経験不問）
最大 1,500 名
ホークス現役選手
※参加選手は後日ホークス公式サイトにてご案内します。
投げ方、打ち方など家でできる基本的な野球の動きをオンライン（Zoom）で指導します。
教室の後は、質問コーナーとプレゼント抽選会を実施いたします。
ファイト！九州ユニフォーム
① クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ・タカポイント会員先行募集
10 月 25 日（月）15:00～10 月 31 日（木）23:59
※会員マイページよりお申込ください。
②一般募集
11 月 6 日（土）15:00～11 月 25 日（木）23:59
※募集開始日になりましたらホークス公式サイトにてお知らせします。
1. ビデオ会議ツール「Zoom」が利⽤できる方
必ず事前にテストミーティング（http://zoom.us/test）で利⽤確認をお願いいたします。
2. 顔出し OK の方

※イベント内容・時間などは予告なく変更になる場合がございます

【ファイト！九州】
2016 年 4 月に熊本・大分地震災害復興支援プロジェクトとして発足し、これまで継続的な復興支援活動を行ってきまし
た。この度、コロナ禍で閉塞感のある生活を強いられたり、明るい話題が少なくなった社会状況の中で、九州に根差した球団
として何をなすべきか追求した結果、「ファイト！九州」プロジェクトとして、復興支援に限らず様々な“ホークスが九州を元気に
する活動”を行うものとし、シーズンを通してさまざまな活動を実施してまいりました。
【BOSS E・ZO FUKUOKA】
2020 年 7 月に福岡 PayPay ドーム横に開業した複合エンターテインメント施設。未だかつてない体験ができる絶景アトラク
ションや、チームラボによる常設ミュージアム「チームラボフォレスト 福岡 – SBI 証券」、野球の新たな魅力を伝える「王貞治
ベースボールミュージアム Supported by リポビタン D」など革新的なコンテンツが集結した施設です。
【クラブホークス】
福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブです。
【タカポイント】
2017 年からスタートした福岡ソフトバンクホークスのポイントプログラムです。チケットの購入、PayPay ドームへの来場、ホーク
ス公式ファンクラブ「クラブホークス」への入会、グッズ・飲食購入、年間指定席の購入、会員マイページでのヒーロー予想など
様々な場面でポイントを貯めることができ、貯めたポイントはオリジナルグッズ・チケット・イベント参加権利・デジタルコンテンツな
どと交換することができます。
【Zoom】
Web会議を実現するクラウドサービスで、複数人での同時参加が可能な「ビデオ・Web会議アプリケーション」です。
※「Zoom」は、Zoom Video Communications,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

以上

＜別紙＞
■ファンフェスティバル 2021 福岡 PayPay ドーム入場チケット価格詳細

（一般販売）
チケット種別
<みずほ>プレミアムシート S（1 塁側・3 塁側）
S 指定席（1 塁側・3 塁側）
A 指定席（1 塁側・3 塁側）
B 指定席（1 塁側・3 塁側）
外野指定席（1 塁側・3 塁側）
車イスゾーン A・付添席（3 塁側）
車イスゾーン B・付添席（1 塁側・3 塁側）
SANKYU ホームランテラス 車イスゾーン・付添席（3 塁側）
ボックスファイブ（5 名まで）
ボックステン（10 名まで）
SMBC 日興証券ダブルシート（1 塁側・3 塁側）

価格（税込）
クラブホークス会員
タカポイント会員・一般
筑後ファンクラブ会員
1,500 円
2,500 円
800 円
2,000 円
500 円
800 円
300 円
800 円
300 円
800 円
300 円
300 円
300 円
4,000 円
8,000 円
1,600 円

（クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブ会員限定販売）
チケット種別

価格（税込）

コカ・コーラシート SS（1 塁側・3 塁側）

3,000 円

コカ・コーラシート S（1 塁側・3 塁側）

2,500 円

コカ・コーラシート A（1 塁側・3 塁側）

2,000 円

コカ・コーラ テーブルシート（4 名）（1 塁側・3 塁側）

2,000 円

SANKYU ホームランテラス（ペア席）

1,600 円

SANKYU ホームランテラス（テーブル席 4 名まで）

3,200 円

SANKYU ホームランテラス（テーブル席 6 名まで）

4,800 円

SANKYU ホームランテラス（デッキチェアペア）

1,600 円

福岡トヨタ ホームランテラス（カウンター席）

800 円

ベンチサイドシート（1 塁側・3 塁側）

1,000 円

AUTOWAY RECARO スタジアムシート

1,000 円

コンフォートシート

800 円

やまや めんたいこ BOX（6 名まで）（1 塁側・3 塁側）

4,800 円

<みずほ>プレミアムシート SS（1 塁側・3 塁側）

2,000 円

<みずほ>プレミアムソファシート（1 名）（1 塁側・3 塁側）

1,500 円

<みずほ>プレミアムソファシート（2 名）（1 塁側・3 塁側）

3,000 円

<みずほ>プレミアムソファシート（3 名）（1 塁側・3 塁側）

4,500 円

ミラエールタカガールシート（2 名）

2,000 円

ミラエールタカガールシート（3 名）

3,000 円

ヤマト運輸 クロネコソファシート ワイドベンチ（2 名）

2,000 円

ヤマト運輸 クロネコソファシート ワイド（2 名）

2,000 円

ヤマト運輸 クロネコソファシート（2 名）

2,000 円

ヤマト運輸 クロネコソファシート（3 名）

3,000 円

ホークスラグジュアリーシートプラス（1 名）

1,500 円

ホークスラグジュアリーシートプラス（2 名）

3,000 円

ホークスラグジュアリーシートプラス（3 名）

4,500 円

ホークスラグジュアリーシート（2 名）

3,000 円

ホークスラグジュアリーシート（3 名）

4,500 円

HIP バー指定席

300 円

JA 全農なごみシート

300 円

JAL スカイビューシート

300 円

ECC キッズパーク

300 円

シスコシート（ペア席）

600 円

