
＜利用登録の流れ＞　【これまでに一度ご登録いただいた方は再登録の必要はありません。
 お申込の前に一度ログインし、改めて登録内容をご確認ください。】

■初めてPMFオンラインサービスをご利用される場合、利用登録が必要です。

① ② ③ ④ ⑤ ⑦

⑥ ⑧

ＰＭＦ公式ウェブサイト　　トップ画面

※これより先に掲載している画面は開発中の画面ですので、実際の画面とは多少異なります。あらかじめご了承ください。

①PMFオンラインサービス
 　トップ画面

②「利用規約」画面

★「PMF2018」におけるU25対象者は1993（平成5）年以降にお生まれの方です。

空席確認
利用規約を確認

利用規約

お客様情報を入力

お客様情報の入力

次へ

お客様情報の確認

お客様情報の確認

この内容で登録する

仮登録を
お受けしました

仮登録受付中

会員登録が
完了しました

本登録完了

仮登録完了の
お知らせ

本登録URL

仮登録完了メール

上記規約に同意します

内容を修正する

閉じる

本登録完了の
お知らせ

本登録完了メール

ＰＭＦ組織委員会公式ウェブサイト

（https://www.pmf.or.jp ) トップページで
「チケット」→「PMFオンラインサービス」
とお進みください。

※「ＰＭＦオンラインサービス」

https://yyk1.ka-ruku.com/pmf-s/

「利用登録」を押してください。

②「利用規約」画面に進みます。

利用規約をお読みいただき,
「上記規約に同意します」を
押してください。

③「お客様情報の入力」画面に
進みます。

「ＰＭＦオンラインサービス」でのチケットお申込ガイド

PMFオンラインサー
ビス トップ画面

閉じる

スマートフォンでの表示イメージ

スマートフォンでの表示イメージ

利用登録

※2018年からの新規事項
Ｕ２５の方を対象とした無料開放席「ユース・ウイング」のお申込には、
同伴者の方などではなくＵ２５（未就学児を除く）の方ご本人の
利用登録が必要です。
なお、「ユース・ウイング」の申込方法はP. 8をご覧ください。
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③「お客様情報の入力」画面

④「お客様情報の確認」画面

⑤「仮登録受付中」画面

お客様情報（＊印の項目は入力必須
項目です)を入力してください。

PMFフレンズ会員の方は、会員情報の欄で
「ＰＭＦフレンズ会員です。」にチェックを入れ、
会員番号を入力してください。

入力が終わりましたら、
「次へ」を押してください。
④「お客様情報の確認」画面に進みます。

※パスワードは忘れないように、
また他人に知られないように
管理してください。

内容に間違いがなければ、
「この内容で登録する」を
押してください。

⑤「仮登録受付中」画面に進みます。

修正がある場合は、
「内容を修正する」をクリックすると
③「お客様情報の入力」画面に戻ります。

仮登録が完了すると、
本画面が表示されます。
間もなく、⑥仮登録完了メールが
ご登録のメールアドレスに
届きますので、ご確認ください。

※この画面はブラウザのボタンで
閉じていただいて構いません。
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⑥仮登録完了メール

⑦「本登録完了」画面

⑧本登録完了メール

⑥仮登録完了メールが
ご登録のメールアドレスに届きます。

このＵＲＬにアクセス（ＵＲＬを押すか、
ＵＲＬをコピーし、お使いのブラウザの
アドレス欄に貼り付けてEｎｔｅｒを押す)
すると、⑦「本登録完了」画面が立ち
上がります。

⑧本登録完了メールが届きましたら、
利用登録は完了です。チケットをお
申込いただく準備が整いました。

引き続き、次ページ以降の
＜チケットお申込の流れ＞
にお進みください。

この画面が表示されると、
本登録が完了となります。
また、⑧本登録完了メールが、
ご登録のメールアドレスに届きます。

引き続きチケットをお申込される場合は、
「ここから」を押してください。
「公演一覧」画面に進みます。

また、一旦操作を終了するには
「閉じる」を押してください。
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＜チケットお申込の流れ＞
★U25の方を対象とした無料開放席「ユース・ウイング」のお申込方法についてはＰ. 8をご覧ください。
※開発中の画面ですので、実際の画面とは多少異なります。あらかじめご了承ください。

①PMFオンラインサービス　トップ画面（ログイン前） ②「ログイン」画面

※ログインしなくても公演一覧や空席状況はご確認いただけます。

③「公演一覧」画面（ログイン後）

④-１ 　（指定席公演の場合）「座席選択」画面 ※操作せずに30分経過するとお座席は元の状態に戻りますのでご注意ください。

画面右下に
選択された座席の
詳細情報が表示
されます。

＋－を押すと座席図を
拡大・縮小することが
できます。

指定席公演の場合、
「チケット種類」に表示さ
れた色の付いたお座席
の中から、ご希望のお
座席を押して選択してく
ださい。

色が灰色になっている
お座席は選択できませ
ん。

正常に選択されると、座

席の色が赤枠付きの黒

に変わります。

正常にログインすると、
画面左上にご登録いただいた
お名前が表示されます。

お申込希望の公演を押すと
公演の詳細が表示されますので、
「空席確認」を押してください。

≪指定席公演≫ → ④－１へ
≪自由席公演≫ → ④－２へ

★PMFフレンズ会員限定★

Ｓ特割（オーケストラ公演のS席
を2枚以上ご購入いただくと割引
率がアップするセット券割引）は、
座席選択後、自動で適用となりま
す。

ご登録済みの「メールアドレス」
と「パスワード」を入力し、「ログ
イン」を押してください。 →③
「公演一覧」画面（ログイン後）

この公演のご希望席をすべて選びましたら、
「決定」を押してください。
座席を確定し、⑤「買い物かご」画面に進みます。

※別の公演への操作に移る前に、必ず「決定｣を押して、
座席を確定してください。「決定」を押さずに「公演一覧
へ」を押すと、座席は確定されないままとなります。

「ログイン」を押してください。②「ログイン」画面に進みます。
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④-２ 　（自由席公演の場合）「枚数選択」画面 ※操作せずに30分経過するとお座席は元の状態に戻りますのでご注意ください。

⑤「買い物かご」画面

⑥「お客様情報の入力」画面

画面に表示されている内容でよろしければ、「お客様情報入力へ」を押してください。
⑥「お客様情報の入力」画面へ進み、
お受取り・お支払方法のご希望などをご入力いただきます。

内容をご確認いただき、
変更や取消したいものがあれば、
右側の「変更」「取消」を、
すべて取り消す場合は
「買い物かごを空にする」を押してください。

自由席公演の場合は、
「枚数選択」の欄でご希
望の枚数をお選びいた
だきます（「座席選択」に
表示された図面は押す
ことができません）。

別の公演のチケットもご希望の場合、
「別の公演も申込む」を押してください。
③「公演一覧」画面（ログイン後）に戻りますので、
次に申込みたい公演をお選びください。

※Ｕ２５の方は、有料チケットと無料チケットを一度に

予約いただくことはできません。ご希望の方は、お手

数ですが有料チケットか無料チケットのご予約を一度

お済ませいただいてから、再度お申し込みください。

この公演のご希望席をすべて選びましたら、「決定」を押してください。
座席を確定し、⑤「買い物かご」画面に進みます。

※別の公演への操作に移る前に、必ず「決定｣を押して、座席を確定してくださ
い。「決定」を押さずに「公演一覧へ」を押すと、座席は確定されないままとなり
ます。

お受取り・お支払方法を1つお選びください。

次に、画面を下にスクロールして、
お客様情報をご確認ください。
（利用登録時の情報が表示されております）
現在登録中の住所と違う住所に
発送をご希望の場合は、
この画面で発送先住所をご記入ください。

画面に表示されている内容でよろしければ、
「次へ」を押してください。

⑦「お申込情報の確認」画面へ進みます。

※2018年からの変更事項

◆チケット送料が無料となりました（代引の場合は

代引手数料のみで260円）
◆事務局窓口にカード端末を設置し、クレジット
カード／交通系ICカード／電子マネーでもお支払
いいただけるようになりました
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⑦「お申込情報の確認」画面

⑧「申込完了」画面

⑨お申込確認メール


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

⑦－１　インターネットでのクレジットカード決済／コンビニ決済「お支払手続きサイトへ」画面

※この時点ではまだお申込は

完了しておりません。
※「申込」を押した後の修正・キャン

セルはできませんので、ご注意
ください。

お申込が完了した案内の画面です。
間もなく、⑨お申込確認メールが
ご登録のメールアドレスに届きますので、
ご確認ください。
※この画面はブラウザのボタンで

閉じていただいて構いません。

お申込確認メールが届きましたら、お申込手続は完了です。
ありがとうございました。

なお、お選びいただいたお受取り・お支払方法が

◆PMF組織委員会事務局（クレジットカード）

◆郵送（クレジットカード）

◆コンビニ発券（コンビニ支払）

の場合は、お支払手続きが完了しておりません。

→ ⑦－1 へ

・PMF組織委員会事務局（クレジットカード）
・郵送（クレジットカード）
・コンビニ発券（コンビニ決済）
を選択された場合、

⑦「お申込情報の確認」画面で
「申込」を押すと
お支払手続きのページに誘導する右のよう
な画面が表示されますので、
「お支払手続きサイトへ」を押してください。

決済代行会社ウェルネットのページが開き、

お支払方法についてご案内します。

お申込情報をご確認いただき、間違いが
なければ「申込」を押してください。
⑧「申込完了」画面へ進みます。

※内容を修正する場合は「修正」、
お申込を中止する場合は「申込中止」を
押してください。

★PMFフレンズ会員限定★
【プレミアム・チケット e クーポン】

PMFフレンズ会員の方は、チケット金額
11,000円につき1,000円の割引が自動適用
となります。

インタネットでのクレジットカード決済の場合

コンビニ決済の場合

なお、お選びいただいたお受取り・お支払方法が
◆PMF組織委員会事務局（クレジットカード）
◆郵送（クレジットカード）
◆コンビニ発券（コンビニ支払）
の場合は、この画面が表示されず、
お支払手続きが完了しておりません。
→ ⑦－1 へ

※コンビニ発券（コンビニ決済）でお支払期限
を過ぎた予約は自動的にキャンセルとなりま
すので、ご注意ください。
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⑦－２　インターネットでのクレジットカード決済　お支払方法ご案内画面

⑦－３　コンビニ決済　お支払方法ご案内画面

セブン‐イレブンの場合 サークルKサンクスの場合

利用ご希望のコンビニを選択してください。

個人情報の取り扱いについてご確認いただき、
「同意して次へ」を押してください。

カード入金が確認でき次第、入金完了確認
メールが配信されます。

クレジットカード情報を入力してください。
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＜U25の方を対象とした無料開放席「ユース・ウイング」のお申込方法＞

①「公演一覧」画面（ログイン前）

② 　「枚数選択」画面 ※開発中の画面ですので、実際の画面とは多少異なります。あらかじめご了承ください。

③「買い物かご」画面

④「お客様情報の入力」画面

★「PMF2018」におけるU25対象者は1993（平成5）年以降にお生まれの方です。

「ユース・ウイング」対象4公演は、有料席チ
ケット購入用とユース・ウイング席申込用の
2つに分かれて表示されています。

★ユース・ウイング席のお申込みには、
U25の方（未就学児は除く）の情報での利
用登録が必要です。利用登録の方法はＰ. 
1をご覧ください。

※U25以外の方の情報でログインすると、
ユース・ウイング席申込用の公演が表示さ
れなくなります。

お申込希望の公演を押すと 公演
の詳細が表示されますので、
ログインし、「空席確認」を
押してください。

→②「枚数選択」画面へ移ります。

※U25の方は、有料チケット／無料チケット
（ユース・ウイング席）のどちらもお申込みい
ただけますが、有料チケットと無料チケット
を一度に予約いただくことはできません。ご
希望の方は、お手数ですが有料チケットか
無料チケットのご予約を一度お済ませいた
だいてから、再度お申し込みください。

内容がこれでよろしければ、
「お客様情報入力へ」を押してください。
④「お客様情報の入力」画面
へ進みます。

内容をご確認いただき、
変更や取消したいものがあれば、
右側の「変更」「取消」を、
すべて取り消す場合は
「買い物かごを空にする」を押してください。

お受取り・お支払方法は「当日会場／現金
（無料）」が自動で表示されます。

画面に表示されている内容でよろしければ、

画面下部にある「次へ」を押してください。

これより先は、有料チケットの購入方法
と同様です。
⑦「お申込情報の確認」画面（P. 6） をご
覧ください。

ご希望の枚数をお選びいただきます。

同伴を希望される方がいる場合はU25の
方1名につき1名のみ無料で席をご提供し
ます（年齢不問）。その方の分も同時にお
申込ください。

この公演のご希望枚数を選びましたら、

「決定」を押してください。枚数を確定し、

③「買い物かご」画面に進みます。

※別の公演への操作に移る前に、必ず

「決定｣を押して、座席を確定してください。

「決定」を押さずに「公演一覧へ」を押すと、

座席は確定されないままとなります。

有料チケット購入用

ユース・ウイング席申込用
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