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（平成 28 年 8 月 26 日） 
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●「2017 冬季アジア札幌大会」の大会チケットの先行販売について 
 

 平成 29 年 2 月 19 日（日）から 26 日（日）まで開催される「2017 冬季アジア札幌大会」

の開会式および競技（一部）のチケットの先行販売を 9月 12 日（月）から開始します。 

また、11 月 14 日（月）から開閉会式および全有料競技のチケットの一般販売を開始し

ます。 

 

１ チケット先行販売について 

(1) 販売期間（予定枚数に達し次第受け付け終了） 

9 月 12 日（月）10：00～10 月 23 日（日）18：00 

(2) 販売対象 

開会式、スキー（ジャンプ＝ノーマルヒル・ラージヒル、スノーボード＝ハーフパ

イプ）、スケート（ショートトラック）、カーリング 

(3) 販売場所 

・オフィシャルチケット販売サイト（https://sapporo2017.org/ticket） 

・チケットポート札幌店（チケットぴあ：中央区南 1条西 3丁目札幌パルコ地下 2階） 

(4) 販売価格                         （単位：円、税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ チケット一般販売について 

(1) 販売期間（売り切れ次第終了） 

  11 月 14 日（月）10：00～ 

(2) 販売対象  

開閉会式および全有料競技 

(3) 販売場所 

・オフィシャルチケット販売サイト（ https://sapporo2017.org/ticket） 

・チケットぴあ 

・e+（イープラス） 

・ローソンチケット ほか 

※ 価格等一般販売に関する詳細は、後日オフィシャルチケット販売サイト等で発表 

 



 
 

 

３ チケットに関する一般の方からの問い合わせ先 

  2017冬季アジア札幌大会 チケットインフォメーションデスク 

電話：0570-08-2017   

Eメール：ticketinfo@tkt.sapporo2017.org 

営業時間：10:00～17:00 

 

 

 

 
問い合わせ先 

公益財団法人 第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会 

広報マーケティング課 島谷・戸島 

電話：242-2017、ファクス：215-1009 



第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌）

チケット販売概要



大会名称 第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌）[大会略称：2017冬季アジア札幌大会]

開催期間 2017年2月19日（日）～2017年2月26日（日）

主 催 アジアオリンピック評議会（OCA）

組織委員会 第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会（SAWGOC）

開催地 北海道 札幌市・帯広市

参加国・地域 約30の国と地域からの参加を見込む

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ

大会ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ https://sapporo2017.org

大会に関する 公益財団法人 第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会 事務局
お問合せ先 住 所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目伊藤ビル6階

電 話 011-242-2017
ファックス 011-215-1009
営業時間 平日8:45-17:15

チケットに関する 2017冬季アジア札幌大会チケットインフォメーションデスク
お問合せ先 電 話 0570-08-2017

eメール ticketinfo@tkt.sapporo2017.org
営業時間 平日10:00-17:00

大会実施概要
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競技種別紹介

5競技11種別

スケート： フィギュアスケート

スケートリンクの上を⾳楽に乗せて滑⾛し、演技を⾏う競
技です。名称はリンクの上に図形（フィギュア）を描くよ
うに滑ることに由来します。種⽬は男⼥シングル、男⼥2⼈
1組で⾏われるペアやアイスダンスなどがあります。通常
「ショートプログラム」（アイスダンスでは「ショートダ
ンス」）と「フリースケーティング」（同「フリーダン
ス」）の2度の演技が⾏われ、その得点で順位を競います。

スティックを使い、パックを相⼿のゴールに⼊れ得点を競
います。試合は20分を1ピリオドとして、15分間の休憩を
はさみ、第3ピリオドまで⾏われます。氷上に出場できる選
⼿はゴールキーパーを含め6⼈まで。体⼒の消耗が激しいス
ポーツのため、選⼿交代は、いつでも⾃由に⾏うことがで
きます。

アイスホッケー

バイアスロンは、クロスカントリースキーとライフル射撃
を組み合わせた複合競技。ラテン語で「⼆つ」を意味する
「bi（バイ）」に「競技」を意味する「athlon（アスロ
ン）」をつけた⾔葉で、「2種⽬の競技」を意味します。ス
キーを履く競技ですが、国際スキー連盟には属さず、国際
バイアスロン連合という独⾃の組織を持つことも特徴です。

バイアスロン

1周400mのリンクを、内側と外側から2⼈の選⼿がスター
トし、1周ごとに交差してコースを変えながら滑⾛するダ
ブルトラック⽅式で⾏われ、「500m、1000m」など距離
別の種⽬でタイムを競います。また、複数の選⼿が⼀⻫に
スタートし着順を決定する「マススタート」や、2チーム
（各3⼈）がそれぞれ別々の位置からスタートしタイムを
競う「チームパシュート」などがあります。

スケート： スピードスケート

スキー： ジャンプ【男子）

ジャンプ台と呼ばれる競技専⽤の急斜⾯を滑⾛して踏み切
り台から空中に⾶び出し、その⾶距離とジャンプの美しさ、
着地姿勢などを競う競技です。選⼿は2回のジャンプを⾏い、
「⾶距離点」と「⾶型点」の合計で順位を決定。ジャンプ
台の⼤きさによって「ノーマルヒル」や「ラージヒル」等
に分かれます。個⼈戦のほか、1チーム4⼈で勝敗を競う団
体戦もあります。

スキー： クロスカントリー

スキー板とブーツのかかとが固定されていない「ノル
ディックスキー」競技の⼀つ。雪の積もった森林や丘陵の
中に設けられたコースをスキーとストックを使って⾛り、
タイムや着順を競います。⾛法には伝統的な技術のみが認
められ、いわゆるスケーティング滑⾛が禁じられている
「クラシカル⾛法」と、技術に制限がない「フリー⾛法」
の2種類があります。

スキー： フリースタイル

滑⾛のスピードやターンの技術、空中でのアクロバティック
な演技（エア）など、様々な要素で競うスキー競技です。中
でもモーグル競技は、コブのある急斜⾯を正確にいち早く滑
り、途中２カ所のジャンプ台でエアを⾏います。種⽬は１⼈
ずつ滑⾛して得点を競う「モーグル」、２⼈同時に滑⾛して
勝ち抜けを競うトーナメント⽅式の「デュアルモーグル」が
あります。

スキー： アルペン

雪⼭の斜⾯を滑り降りる速さを競うスキー競技です。コース
には2本1組の旗またはポールが並ぶ「旗⾨」がいくつも設け
られ、選⼿はその旗⾨を順番に通過しながら滑り降り、旗⾨
を通過できなかった場合は失格になります。種⽬によって旗
⾨の数と間隔、コース⻑、標⾼差が⼤きく異なりますが、旗
⾨の間隔が最も狭くターンの技術が要求される「回転」と回
転よりスピード感がある「⼤回転」の種⽬が⾏われます。2
回の滑⾛を⾏い、合計タイムで順位を競います。

スケート： ショートトラック

1周111.12mのリンクを左回りに滑⾛し、4⼈から6⼈が同
時にスタートして着順を競います。予選から決勝へと続く
ラウンドに進出する勝ち抜き⽅式です。「500m、
1000m」などの距離別の種⽬に分かれており、タイムでは
なく着順で勝敗を決めることから、「氷上の競輪」と例え
られることもあります。

スキー： スノーボード

１枚の板上に両⾜を斜めまたは横向きに置き、斜⾯を滑⾛す
るスノーボード。競技としては、⼤きく分けてアルペンとフ
リースタイルの２種類があります。アルペンは、スキーアル
ペンと同様に斜⾯に設けられた旗⾨を通過し滑⾛タイムを競
う「⼤回転」、⼤回転よりも旗⾨間隔の狭い「回転」があり
ます。フリースタイルには様々な種類がありますが、中でも
「ハーフパイプ」は、円柱を半分に切ったような形状の斜⾯
を滑りながら、左右の壁で演技（エア）を⾏い、その完成度
や難易度によって得点を競います。

氷上で約40m先にある的（ハウス）にストーンを投げ⼊れ
て、得点を競うチームスポーツです。4⼈1チームで⾏い、
相⼿チームと交互にストーンを1⼈2回ずつ投じます。両
チーム合わせて16個のストーンを投げ、円の中⼼にストー
ンを最も近づけたチームに得点が⼊ります。これを10回
（10エンド）繰り返し、総得点で勝敗を競います。

カーリング



札幌ドーム

3

会場紹介

札幌市大倉山ジャンプ競技場

スキー：ジャンプ （男子）

42

スキー：クロスカントリー

札幌市白旗山競技場

札幌市月寒体育館

9

アイスホッケー

10

札幌市美香保体育館

アイスホッケー

11

札幌市星置スケート場

アイスホッケー

12

札幌市カーリング場

カーリング

8

西岡バイアスロン競技場

バイアスロン

6

帯広の森
屋内スピードスケート場

スケート：スピードスケート

7

北海道立
真駒内公園屋内競技場

スケート：ショートトラック

スケート：フィギュアスケート

閉会式

1

スキー：アルペン

サッポロテイネ

スキー：スノーボード（回転/大回転）

3

スキー：ジャンプ（男子）

札幌市宮の森ジャンプ競技場

5

スキー：フリースタイル

さっぽろばんけいスキー場

スキー：スノーボード（ハーフパイプ）

開会式

13



4

大会日程

※一般販売対象に関する詳細は
後日発表。
入場券販売については6ページ
以降を参照

：先⾏販売対象（9⽉12⽇〜）

：⼀般販売対象（11⽉14⽇〜）

：無料

競技 種別 競技会場 種目 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 開始時間

16:00

男子大回転 10:00

女子大回転 10:00

男子回転 10:00

女子回転 10:00

男子1.4km 個人スプリント クラシカル

女子1.4km 個人スプリント クラシカル

男子10km クラシカル

女子5km クラシカル

男子15km フリー

女子10km フリー

男子30km フリー マススタート

女子15km フリー マススタート

男子4×7.5km リレー

女子4×5km リレー

札幌市宮の森
ジャンプ競技場

男子ノーマルヒル　個人 10:30

男子ラージヒル　個人 17:30

男子ラージヒル　団体 17:30

男子デュアルモーグル

女子デュアルモーグル

男子モーグル

女子モーグル

男子大回転

女子大回転

男子回転

女子回転

男子ハーフパイプ

女子ハーフパイプ

ス
キ
ー

アルペン

フリースタイル

サッポロテイネ

さっぽろばんけい
スキー場

ジャンプ

サッポロテイネ

札幌市白旗山
競技場

さっぽろばんけい
スキー場

スノーボード

10:00

クロスカントリー

10:00

10:00

10:00

札幌市大倉山
ジャンプ競技場

（調整中）

10:00

2月

開会式 札幌ドーム

～

2月26日

2月20日

※詳細は11月発表予定
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※一般販売対象に関する詳細は
後日発表。
入場券販売については6ページ
以降を参照

：先⾏販売対象（9⽉12⽇〜）

：⼀般販売対象（11⽉14⽇〜）

：無料

競技 種別 競技会場 種目 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 開始時間

男子500ｍ

女子1000ｍ

男子5000ｍ

女子3000ｍ

女子1500ｍ

女子500ｍ

男子1000ｍ

女子6周チームパシュート

男子10000ｍ

女子5000ｍ

男子8周チームパシュート

男子1500ｍ

女子16周マススタート

男子16周マススタート

女子1500ｍ

男子1500ｍ

男子5000ｍリレー（予選）

女子500ｍ

男子500ｍ

女子3000ｍリレー（準決勝）

男子5000ｍリレー（準決勝）

女子1000ｍ

男子1000ｍ

女子3000ｍリレー（決勝）

男子5000ｍリレー（決勝）

男子シングル [ショートプログラム（SP）]

男子シングル [フリースケーティング（FS）]

女子シングル [ショートプログラム（SP）]

女子シングル [フリースケーティング（FS）]

ペア [ショートプログラム（SP）]

ペア [フリースケーティング（FS）]

アイスダンス [ショートダンス（SD）]

アイスダンス [フリーダンス（FD）]

ス
ケ
ー

ト

スピードスケート
帯広の森

屋内スピード
スケート場

ショートトラック

北海道立
真駒内公園
屋内競技場

フィギュアスケート

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

12:00

※詳細は11月発表予定

13:00
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※一般販売対象に関する詳細は
後日発表。
入場券販売については6ページ
以降を参照

：先⾏販売対象（9⽉12⽇〜）

：⼀般販売対象（11⽉14⽇〜）

：無料

※スケジュールは変更になる可能性がございます。

競技会場 種目 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 開始時間

男子10km スプリント

女子7.5km スプリント

男子12.5km パシュート

女子10km パシュート

男子15km マススタート

女子12.5km マススタート

(2×6km女子+2×7.5km男子)
ミックスリレー

男子・女子予選 9:00

男子・女子予選（タイブレーカー） 9:00

男子準決勝・女子準決勝 13:30

男子３位決定戦 13:30

女子３位決定戦 18:00

男子決勝 13:30

女子決勝 18:00

競技/種別

西岡バイアスロン
競技場

札幌市
月寒体育館

※詳細は11月発表予定
札幌市

美香保体育館

札幌市
星置スケート場

（調整中）

～

カーリング

バイアスロン

アイスホッケー

札幌市
カーリング場

閉会式 北海道立真駒内公園屋内競技場
※詳細は11月発表予定

2月23日

2月26日

※詳細は11月発表予定
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2017冬季アジア札幌大会では、開会式および一部競技の観戦チケット先行販売を2016年9月12日（月）から実施いたします。

続いて2016年11月14日（月）からは、開閉会式および全競技の観戦チケット一般販売を行います。

また、スキー（アルペン、フリースタイル、スノーボード（大回転/回転））、スケート（スピードスケート）の競技に関しては、入場無料となります。

チケット販売概要

先行販売

オフィシャルチケット販売サイト及びチケットポート札幌店にて、一般販売に先立ち行います。

販売期間 2016年9月12日（月）10:00～10月23日（日）18:00
販売場所 ・オフィシャルチケット販売サイト URL：https://sapporo2017.org/ticket

・チケットポート札幌店（チケットぴあ）
札幌市中央区南1条西3丁目札幌パルコ地下2階
営業時間：10:00～20:00

販売対象 開会式、スキー（ジャンプ、スノーボード（ハーフパイプ））、スケート（ショートトラック）、カーリング

一般販売

オフィシャルチケット販売サイト及び、各プレイガイドにて開閉会式及び全ての有料競技の販売を行います。
※詳細は後日オフィシャルチケット販売サイト等で発表します。

販売期間 2016年11月14日（月）10:00発売
販売場所 ・オフィシャルチケット販売サイト URL：https://sapporo2017.org/ticket

・各プレイガイド（チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、他）
販売対象 開閉会式および全有料競技

チケットに関するお問い合わせ先

2017冬季アジア札幌大会チケットインフォメーションデスク
電 話 0570-08-2017
eメール ticketinfo@tkt.sapporo2017.org
営業時間 平日10:00～17:00
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オリジナルチケット

オフィシャルチケット販売サイトでは大会限定デザインのオリジナルチケットをご用意

しております。

先行販売期間では開会式はオリジナルチケットのみ、他対象はオリジナルチケットと

チケットぴあ仕様用紙の選択となります。

一般販売開始後は11月30日（水）までの購入者に限ります。

お届けは配送のみとなり、12月上旬にお届けします

企画チケット ～ 屋外競技通し券 ～

多くの競技を観戦していただきたく、気軽にご観戦いただけるよう、屋外で行われる有料種目全てに入場可能な「屋外競技通し券」をご用意しました。
バイアスロン全日程（4日間予定）、及び、スキーのジャンプ（3日間）、スノーボード（1日）、クロスカントリー全日程（5日間予定）の全てが観戦可能です。

対 象 バイアスロン 2/23（木）～26（日） 西岡バイアスロン競技場
スキー クロスカントリー 2/20（月）～26（日） 札幌市白旗山競技場

ジャンプ(男子ノーマルヒル個人) 2/21（火） 札幌市宮の森ジャンプ競技場
ジャンプ(男子ラージヒル個人) 2/24（金） 札幌市大倉山ジャンプ競技場
ジャンプ(男子ラージヒル団体) 2/25（土） 札幌市大倉山ジャンプ競技場
スノーボード(ハーフパイプ) 2/25（土） さっぽろばんけいスキー場

価 格 大人:2,000円、小中学生:1,000円（全会場立ち見自由）

販売期間 先行販売期間：2016年9月12日（月）10:00～10月23日（日）18:00 ※予定枚数100枚に達し次第受け付け終了

販売場所 ・オフィシャルチケット販売サイト URL：https://sapporo2017.org/ticket
・チケットポート札幌店（チケットぴあ） 札幌市中央区南1条西3丁目札幌パルコ地下2階（営業時間：10:00～20:00）

※バイアスロンとクロスカントリーの日程は調整中です。
※チケットは配送でのお届けとなります（12月上旬予定）。
※本企画チケットは、大会オリジナルチケットとは異なる形態となります。
※一部開催日が重なっておりますが、両競技の観戦を保証するものではありません。

チケットイメージ

※実際のチケットでは表記等が異なる場合がございます

¥ 8,000
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チケット販売価格（先行販売）

※前売で完売しない場合、当日、開催会場において

当日券の販売を行います

※販売価格に関する注意事項

・ 価格はすべて消費税を含みます

・ 未就学児童は入場無料ですが、座席が必要となる

会場の場合、大人１名につき１名まで膝上にて無料

です。席が必要な場合はチケットが必要となります。

・ 小中：6才～15才までの小中学生が対象です。

・ 前売券は、販売価格以外に手数料等が必要となり

ます。選択された購入方法によって異なりますので、

詳細は購入時にご確認ください。

※車いすについて

・ 車いす席は前売りのみの販売となります。

・ 車いすご利用の方1名につき同伴1名可能です。た

だし車いす席と同額のチケットが必要となります。

・ 車いす席をご希望される方は、

2017冬季アジア札幌大会

チケットインフォメーションデスク

TEL：0570-08-2017

eメール：ticketinfo@tkt.sapporo2017.org

営業時間：平日10:00～17:00

までご連絡ください。

会場 アリーナ席 S席 A席
自由席
大人

自由席
小中

車いす席

前売 8,000 4,000 3,000 1,500 500
8,000/ｱﾘｰﾅ

1,500/ｽﾀﾝﾄﾞ

当日 8,500 4,500 3,500 2,000 500

会場
入場券
（大人）

入場券
（小中）

前売 500 500

当日 1,000 500

前売 500 500

当日 1,000 500

前売 500 500

当日 1,000 500

会場
自由席
大人

自由席
小中

車いす席

前売 500 500 500

当日 1,000 500

会場 指定席
自由席
大人

自由席
小中

車いす席

前売 3,000 1,500 500 1,500

当日 3,500 2,000 500

会場

前売

開会式 札幌ドーム

スキー

ジャンプ

ノーマルヒル
札幌市
宮の森ジャンプ競技場

ラージヒル
札幌市
大倉山ジャンプ競技場

カーリング

カーリング 札幌市カーリング場

スノーボード ハーフパイプ
さっぽろばんけい
スキー場

スケート

ショートトラック
北海道立
真駒内公園屋内競技場

企画チケット

屋外競技通し券

大人 小中

2,000 1,000
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販売対象詳細（先行販売+無料種目） ※一般販売分は11月発表予定です

開会式

内 容 出場各国・地域の選手団による入場行進や聖火リレー等の式典プログラム、札幌や北海道の魅力を発信するパフォーマンス等の
プログラムに加えて、開会式を記念したDREAMS COME TRUEによるスペシャルライブ（30分程度予定／出演時間未定）を実施。
※式典進行上の理由により、入退場が制限される時間がございます。

日 程 2月19日（日）13:00開場、16:00開演

会 場 札幌ドーム（札幌市豊平区羊ヶ丘1番地）

席種・価格 アリーナ席 8,000円/8,500円
（前売/当日） S席 4,000円/4,500円

A席 3,000円/3,500円
自由席（大人） 1,500円/2,000円
自由席（小中） 500円/500円
車いす席 8,000円（アリーナ席）、1,500円（スタンド席） ※前売りのみ

※未就学児童は大人１名につき１名まで膝上にて入場無料です。席が必要な場合はチケットが必要となります。
※車いす席は前売りのみの販売です。ご希望の方は下記までご連絡ください。

2017冬季アジア札幌大会チケットインフォメーションデスク
TEL：0570-08-2017
eメール：ticketinfo@tkt.sapporo2017.org
営業時間：平日10:00～17:00
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スキー ※全種目、立ち見となります

ジャンプ／ノーマルヒル
種目・日程 男子ノーマルヒル 個人

2月21日（火） 9:00開場、10:30競技開始
会 場 札幌市宮の森ジャンプ競技場
席種・価格 大人 500円/1,000円
（前売/当日） 小中 500円/500円

ジャンプ／ラージヒル
種目・日程 男子ラージヒル 個人

2月24日（金） 16:00開場、17:30競技開始
男子ラージヒル 団体

2月25日（土） 16:00開場、17:30競技開始
会 場 札幌市大倉山ジャンプ競技場
席種・価格 大人 500円/1,000円
（前売/当日） 小中 500円/500円

スノーボード／ハーフパイプ
種目・日程 男子ハーフパイプ ・ 女子ハーフパイプ

2月25日（土） 9:00開場、10:00競技開始
会 場 さっぽろばんけいスキー場
席種・価格 大人 500円/1,000円
（前売/当日） 小中 500円/500円

フリースタイル／デュアルモーグル・モーグル（入場無料）
種目・日程 男子デュアルモーグル・女子デュアルモーグル

2月24日（金） 10:00競技開始
男子モーグル・女子モーグル

2月26日（日） 10:00競技開始
会 場 さっぽろばんけいスキー場

スノーボード／大回転・回転（入場無料）
種目・日程 男子大回転 ・ 女子大回転

2月19日（日） 10:00競技開始
男子回転 ・ 女子回転

2月20日（月） 10:00競技開始
会 場 サッポロテイネ

アルペン／大回転・回転（入場無料）
種目・日程 男子大回転

2月22日（水） 10:00競技開始
女子大回転

2月23日（木） 10:00競技開始
男子回転

2月24日（金） 10:00競技開始
女子回転

2月25日（土） 10:00競技開始
会 場 サッポロテイネ
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スケート

ショートトラック
種目・日程 女子1500m・男子1500m・男子5000mリレー（予選）

2月20日（月） 11:00開場、13:00競技開始
女子500m・男子500m・女子3000mリレー（準決勝）・男子5000mリレー（準決勝）

2月21日（火） 11:00開場、13:00競技開始
女子1000m・男子1000m・女子3000mリレー（決勝）・男子5000mリレー（決勝）

2月22日（水） 10:00開場、12:00競技開始
会 場 北海道立真駒内公園屋内競技場
席種・価格 全席自由席
（前売/当日） 大人 500円/1,000円

小中 500円/500円
車いす席 500円 ※前売りのみ

※未就学児童は大人１名につき１名まで膝上にて入場無料です。席が必要な場合はチケットが必要となります。
※車いす席は前売りのみの販売です。ご希望の方は下記までご連絡ください。

2017冬季アジア札幌大会チケットインフォメーションデスク
TEL：0570-08-2017
eメール：ticketinfo@tkt.sapporo2017.org
営業時間：平日10:00～17:00

スピードスケート（入場無料）
種目と日程 男子500m/5000m ・ 女子1000m/3000m

2月20日（月） 12:00開場、13:00競技開始
男子1000m・女子500m/1500m/6周チームパシュート

2月21日（火） 12:00開場、13:00競技開始
男子10000m/8周チームパシュート・女子5000 m

2月22日（水） 12:00開場、13:00競技開始
男子1500m/16周マススタート・女子 16周マススタート

2月23日（木） 12:00開場、13:00競技開始
会 場 帯広の森屋内スピードスケート場
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カーリング

種目と日程 男子予選・女子予選1日目
2月18日（土） 8:00開場 第一試合9:00、第二試合13:30、第三試合18:00

男子予選・女子予選2日目
2月19日（日） 8:00開場 第一試合9:00

男子予選・女子予選3日目
2月20日（月） 8:00開場 第一試合9:00、第二試合13:30、第三試合18:00

男子予選・女子予選4日目
2月21日（火） 8:00開場 第一試合9:00、第二試合13:30、第三試合18:00

男子・女子 予選（タイブレーカー）／準決勝
2月22日（水） 8:00開場 予選（タイブレーカー）9:00、男子準決勝13:30、女子準決勝18:00

男子・女子 3位決定戦
2月23日（木） 12:30開場 男子3位決定戦13:30、女子3位決定戦18:00

男子・女子 決勝戦
2月24日（金） 12:30開場 男子決勝13:30、女子決勝18:00

会 場 札幌市カーリング場
席種・価格 指定席 3,000円/3,500円、
（前売/当日） 自由席（大人） 1,500円/2,000円

自由席（小中） 500円/500円
車いす席 1,500円 ※前売りのみ

※チケットは記載された日付の1日通し券です。1枚で複数の試合が観戦できます。

※出場国数に応じ、競技開始時間を変更する可能性があります。

※未就学児童は大人１名につき１名まで膝上にて入場無料です。席が必要な場合はチケットが必要となります。

※車いす席は前売りのみの販売です。ご希望の方は下記までご連絡ください。

2017冬季アジア札幌大会チケットインフォメーションデスク

TEL：0570-08-2017

eメール：ticketinfo@tkt.sapporo2017.org

営業時間：平日10:00～17:00

※予選終了時点で上位４チームが決定しない場合にタイブレーカーを行います。

※屋内ですが、観客席は気温が低いので、上着やひざかけ等をご用意ください。
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今後の情報発表予定

・閉会式、スキー（クロスカントリー）、スケート（フィギュアスケート）、バイアスロン、アイスホッケーの詳細情報は11月に発表いたします。

チケットに関する注意事項

・入場無料の種目を観戦の際は、チケットは必要ありません。

・チケットは1枚につき、1回限り、指定の日時のみに有効です。

・前売で完売しない場合、当日、開催会場において当日券の販売を行います

・入場前に半券を切り離すと無効となります。

・本チケットはいかなる場合（紛失、盗難、焼失、破損等）でも再発行はいたしません。

・営利を目的としたチケットの転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。

・転売されたチケットは無効となり、入場をお断りする場合もございます。

・会場で、係員の指示及び注意事項に従わない場合、入場をお断りする場合がございます。

ご来場／中止・延期について

・帯広の森屋内スピードスケート場を除く開催会場には、大会観戦者用の駐車場はございません。

・競技会場へはシャトルバスを運行いたします。（札幌ドーム、札幌市月寒体育館、札幌市カーリング場を除く）

・公共交通機関の遅れに伴う払戻しは一切いたしませんので、時間に余裕をもってお越しください。

・開場／競技開始時間は変更になる可能性がございます。また、天候により種別／種目が中止または延期する場合がございます。

・最新情報を大会オフィシャルサイト内（https://sapporo2017.org）で必ずご確認の上、ご来場ください。

・安全な競技開催とお客様の安全確保のため警備員による私物検査（手荷物検査・金属探知機検査）に承諾頂きます。

・私物検査（手荷物検査・金属探知機検査）にともない入場時混雑することが予想されますので、お早目にご来場ください。

払い戻しについて

・公演／種目が中止・繰上げ・延期になった場合、払い戻しいたします。

・公共交通機関の遅れに伴う払戻しは一切いたしません。

・開場／競技開始時間は変更になる可能性がございますが、券面に記載されている日付で競技が成立した場合、払い戻しは行いません。

・払い戻し期間および詳細については、払い戻しが発生した時点で速やかにご案内いたします。

その他の注意事項


