
＜チケット購入に必要な AXS（アクシス）無料会員登録⽅法＞ 

 

「ジャパンラグビー リーグワン 2022」ワイルドナイツホーム試合チケット購入の際に

は、AXS(アクシス)無料会員登録が必要となります。 

 

■推奨環境 

・対応 OS 

＜スマートフォン＞ 

iOS 12.0 以上 

Android 8.0 以上 

＜PC＞ 

Windows 10 以上 

MacOSX 最新バージョン 

・対応ブラウザ 

Google Chrome（最新版） 

Mozilla Firefox（最新版） 

Safari（最新版） 

※Microsoft Internet Explorer は非推奨環境となります。 

 

■AXS（アクシス）無料会員登録について 

チケット購入時にログイン画面が出てまいります。 

購入時に会員登録をいただくことができますが、チケットをスムーズにご購入いただくた

めに事前のご登録をお勧めいたします。 

 

・登録時に必要な項目 

1. 姓（名字）名前 

2. 名前 

3.メールアドレス 

4.パスワード 

 

※メールアドレスは必ず受信可能なメールアドレスをご登録ください。間違ってご登録さ 

れるとチケット購入完了時の申込完了や発券開始等の各種ご案内メールが受信できませ



ん。（正しく入⼒したつもりでも 1 文字 2 文字抜けていたり間違えて登録してしまったと

いうケースが散⾒されておりますので、「アカウント作成」ボタンを押す前にご入⼒内容

を改めてご確認ください） 

※各種ご案内メールが正常に届くように、「axs.com」「axsjp.com」「wildnights.jp」

からのメールが受信できるよう、受信設定をご確認ください。 

（設定時に「@」は入⼒せず「axs.com」「axsjp.com」「wildnights.jp」のみ入⼒して

ください。） 

 メールの受信設定については、⼀度

（https://faq.axsjp.com/general/detail?site=VB91N06U&id=19&search=true）を

ご覧ください。 

※チケット申込完了のお知らせや発券のメールが届かない方は、マイページ（https://fanaccount-
jp.axs.com/?skin=dotcom2）にログインしていただき「マイチケット」で購入されたチケットを確認いた
だくことが可能です。 

（登録したはずのメールアドレスでマイページにログインできない場合は、登録したメールアドレスかパス
ワードが誤っている可能性がございます。） 
※メールアドレス、パスワードはチケットサイトのマイページログインに使用しますの

で、お忘れないようメモなどを取ってご準備ください。 

 

【事前登録⽅法】 

①AXS マイページ（以下のサイト）にアクセス https://fanaccount-

jp.axs.com/?skin=dotcom2 

※毎週木曜日 AM1:00〜6:00 は定期メンテナンスのためご利用いただけません。予めご

了承ください。 

 



 

②アカウントの作成 

右側にある「アカウント作成」タブを押下し、「姓（名字）」、「名」、登録する「メー

ルアドレス」、「パスワード」を入⼒してください。 

※パスワードは以下を含んだ英数字にて作成してください。 

大文字 1 つ以上(例︓A)、 小文字 1 つ以上(例︓a)、数字 1 つ以上(例︓1)、 8 文字以上

(例︓Aa012345) 

 
 

③アカウント作成ボタンを押下 

全て入⼒が完了すると「アカウント作成」ボタンが押せるようになりますので押下してく

ださい。 



 
 

 

④マイページの表示 

マイページが表示されます。 

※チケット販売開始まで⼀部ご利用いただけないメニューがございます。予めご了承くだ

さい。 

 
 

⑤会員登録完了 

チケット購入時には、「メールアドレス」及び「パスワード」が必要となります。パスワ

ードをお忘れないようにご注意ください。 

 



【チケット購入時登録⽅法】 

なお、AXS(アクシス)無料会員登録は、事前登録をしていなくても、チケット購入時にも

ご登録いただけます。 

詳細は下記に記載されている＜チケット購入方法＞の【『[５] AXS 会員への登録・ログイ

ンページが表示されます』の②】をご参照ください。 

■ご準備いただくもの 

・姓（名字） 

・名 

・メールアドレス（axs 会員ログイン・登録で使用します） 

・パスワード（axs 会員ログイン・登録でで使用します） 

チケットサイトのマイページログインに使用しますのでお忘れないようメモなどを取って

ご準備ください。 

※パスワードは以下を含んだ英数字にて作成してください。 

大文字 1 つ以上(例︓A)、 小文字 1 つ以上(例︓a)、数字 1 つ以上(例︓1)、 8 文字以上

(例︓Aa012345) 

 

＜チケット購入⽅法＞ 

■推奨環境 

・対応 OS 

＜スマートフォン＞ 

iOS 12.0 以上 

Android 8.0 以上 

＜PC＞ 

Windows 10 以上 

MacOSX 最新バージョン 

・対応ブラウザ 

Google Chrome（最新版） 

Mozilla Firefox（最新版） 

Safari（最新版） 

※Microsoft Internet Explorer は非推奨環境となります。 

 



 

[１]  クボタスピアーズファンクラブ隊員サイトにログイン 

 

[２] ●●●●（vs 埼⽟ワイルドナイツチケット先⾏販売に関する告知ページなど）のペ

ージ（URL https://www~~~~）を開く 

 

[３] チケット販売詳細告知ページ内に掲載しているプロモーションコードを確認して、

チケット販売サイトの URL（もしバナーならバナー）をクリック 

 

[４]  販売開始までそのままページが変わるまでお待ちください 

・アクセス負荷軽減のため、チケット販売開始 10 分前から待機室（以下ページ）にて待

機いただきます 

・発売時間になりましたらランダムで「ウェイティングルーム」へご案内いたします。 

・待機室およびウェイティングルームで待っている間は画面の更新をしないでください。 

 更新ボタンを押した場合、再度、列の最後尾から並ぶことになります。 

 
 

[５]AXS 会員への登録・ログインページが表示されます 

① 事前に AXS 無料会員登録を済ませている場合 

「サインイン」ページにてログインをお願いいたします。 

「AXS 無料会員登録に登録したメールアドレス」「パスワード」をご入⼒の上「サインイ

ン」を押下してください。 

※パスワードは以下を含んだ英数字にて登録いただいております。 



大文字 1 つ以上(例︓A)、 小文字 1 つ以上(例︓a)、数字 1 つ以上(例︓1)、 8 文字以上

(例︓Aa012345) 

パスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードをお忘れですか︖」を押下しパスワー

ド変更を⾏ってください。 

 
 

② 会員未登録の場合 

「アカウント作成」タブを押下いただき、会員登録をお願いいたします 

「氏名」「メールアドレス」「AXS チケットマイページにログイン用のパスワード」をご

入⼒の上「アカウント作成」を押下してください。 

※事前にお手元に以下をご準備の上、お手続きいただくとスムーズです。 

・メールアドレス 

・AXS(アクシス)チケットページへのログインに使用するパスワード 

※各種ご案内メールが正常に届くように、「axs.com」「axsjp.com」「wildnights.jp」

からのメールが受信できるよう、受信設定をご確認ください。 

（設定時に「@」は入⼒せず「axs.com」「axsjp.com」「wildnights.jp」のみ入⼒して

ください。） 

 メールの受信設定については、⼀度

（https://faq.axsjp.com/general/detail?site=VB91N06U&id=19&search=true）を

ご覧ください。 



※メールアドレス、パスワードはチケットサイトのマイページログインに使用しますの

で、お忘れないようメモなどを取ってご準備ください。 

※パスワードは以下を含んだ英数字にて作成してください。 

大文字 1 つ以上(例︓A)、 小文字 1 つ以上(例︓a)、数字 1 つ以上(例︓1)、 8 文字以上

(例︓Aa012345) 

 
［６］プロモーションコードを入⼒の上「次へ進む」を押下してください 

プロモーションコードは、上記［２］のページ（URL https://www~~~~）に掲載してい

ます。 

※ファンクラブの隊員番号ではございませんので、ご注意ください。 

※正しく入⼒しないとエラーが出て先に進めませんので、ご注意ください。 

 



 

［７］認証が完了すると座席図が表示されます 

 
 

［８］希望の座席を押下し、表示された券種(チケット価格)から 1 つ選ぶと座席が選択さ

れます 

 
 

［９］希望の座席を選択の上「次へ進む」を押下してください 

※選択すると座席が緑色に変化します。選択解除をして別の席を選びたい場合は、緑になっ

た座席を再度押下いただくと解除されます。 

※制限枚数までしか選択いただけません。 

※2 枚制限となりますが、先に 1 枚購入後、あとから 2 枚目と合計購入枚数が 2 枚になる

まで購入することは可能です。 



 
 

[１０] 座席選択後、チケット受け取り⽅法を１つ選んでいただき、「次へ」を押下して

ください 

 
・モバイル ID チケット（スマホ受取）とは… 

購入したチケットは専用アプリで表示することができます。 

※専用アプリのダウンロードが必要です。 



※スマホアプリがご利用できない場合はチケットの受取ができません。 

※専用アプリのダウンロード⽅法等は後日ご案内いたしますので今しばらくお待ちくださ

い。 

  

・紙チケット（e チケット PDF）とは… 

購入したチケットは購入完了後に送られる e チケットメールに PDF ファイル添付で送られ

ます。 

スマートフォン、タブレット等での e チケット表示 はバーコード読み取りがうまくいか

ないことがございますので、ご⾃宅、コンビニエンスストアでプリントアウトして会場に

お持ちください。コンビニエンスストアでの発券には別途料⾦がかかります。 

  

※チケット受取方法・ログイン・お⽀払情報入⼒・申込確認について各 20 分以内にご購

入⼿続きまで完了しないと座席が仮確保から解除されます。 

再度、座席選択から操作いただくことになりますのでご注意ください。 

なお、サイト左上に 20 分のカウントダウンが表示されますのでご確認の上お手続きくだ

さい。 

  

＜チケット発券について＞ 

チケット発券は試合日 1 週間前の正午時から順次、発券いただけます。 

・「モバイル ID チケット（スマホ受取）」の⽅ 

追ってご案内する専用アプリをダウンロードいただき、試合日の 1 週間前の正午時以降に

アプリ内で発券(表示)いただけます。 

※詳細の発券方法はメールにて後日ご案内いたします。 

※専用アプリについては後日ご案内いたしますのでお待ちください。 

  

なお、メインスタンドの席とバックスタンドの席を両方購入されて、チケット受取方法と

して「モバイル ID チケット(スマホ受取)」を選択した方は、試合時の入場⼝が異なるた

め同⾏される方へのチケット分配（譲渡）が必要になります。 

分配（譲渡）していただかないとご⾃⾝、もしくは同⾏者の方が購入した座席へ入場いた

だけませんので、ご注意ください。 

※分配(譲渡)には、同⾏者の方も専用アプリのダウンロードが必要となります。 

  



・「紙チケット（e チケット PDF）」の⽅ 

試合日の 1 週間前に e チケットメールをお送りいたします。e チケットはメールに PDF フ

ァイル添付で送られます。 

 

[１１] 支払い⽅法選択画面が表示されますので、どちらかご選択ください 

⽀払い方法は、クレジットカードもしくはコンビニエンスストア⽀払いとなります 

・クレジットカード…JCB、Master、VISA 

・コンビニエンスストア…ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ 

 
＜ご注意事項＞ 

クレジットカードをご利用希望のお客様は、情報入⼒の際確実に正確な情報を入⼒いただ

きますようご注意の上操作をお願いいたします。 

  

1 度、クレジットカード情報の有効期限、3 桁のセキュリティコードを間違ってしまうと

エラーにより同じクレジットカードでの購入ができません。 

※別のクレジットカードをご利用いただければそのまま購入が可能です。 

  

エラー後に同じクレジットカードで購入いただくには、プロモーションコード入⼒画面

[６]からのやり直しとなりますのでご注意ください。 

その際に、15 分〜30 分程座席が確保されたままの状態となってしまい、アクセスエラー

が出ることがあります。 

その際には、恐れ入りますが時間を置いて再度アクセスいただきますようお願いいたしま

す。 



  

また、1 度のお申し込みで、お申し込み完了画面へ進む際に 3 回入⼒エラーが出るとプロ

モーションコード入⼒画面[６]に戻ります。 

はじめからのお手続きとなりますのでご注意ください。 

※エラー原因としてはクレジットカード情報の入⼒エラー、有効なクレジットカードでは

ない場合が多く⾒受けられます。事前のご確認をお願いいたします。 

  

3 回入⼒エラーが発⽣した後に再度お申込みいただく場合、15 分〜30 分程座席が確保さ

れたままの状態となってしまい、アクセスエラーが出ることがあります。 

その際には、恐れ入りますが時間を置いて再度アクセスいただきますようお願いいたしま

す。 

例） 

①1 枚分だけ申し込みを⾏い、3 回入⼒エラーとなった場合。 

座席確保になっているのは 1 枚分だけなので、すぐに再申し込みしても残りの 1 枚分は申

し込みいただけます。 

  

②2 枚分の申し込みを⾏い、3 回入⼒エラーとなった場合。 

最大制限の 2 枚が確保されているため、すぐに再申し込みをしようとしてもアクセスエラ

ーの画面が出てお申し込みいただけません。 

時間を置いてから再度アクセスの上、お申し込みください。 

  

▼入⼒エラー画面 



 
 

▼アクセスエラー画面 

 



[１２－１] クレジットカード支払いを選択した場合、カード情報を入⼒し「次へ進む」

を押下してください 

 
 

 

[１２－２] 住所、電話番号を入⼒し「完了」を押下してください 

 
 



[１２－３] 入⼒内容確認ページが表示されます。ご確認の上「同意の上申し込む」を押下

してください 

クレジットカードでのお支払い、申し込みが完了となります 

 
 

[１２－４] 登録いただいたメールアドレス宛てにお申し込み完了のメールが届きます 

必ずご確認ください 

※メール未着の場合は、AXS のチケットサイトが届かない方は、マイページ

（https://fanaccount-jp.axs.com/?skin=dotcom2）にログインしていただき「マイチ

ケット」で購入されたチケットを確認いただくことが可能です。また「アカウント情報」

で登録したメールアドレスに誤りがないかご確認をお願いいたします。 

（登録したはずのメールアドレスでマイページにログインできない場合は、登録したメールアドレスかパスワー
ドが誤っている可能性がございます。） 
※メールアドレスを正しく登録しているのにメールが届かない方は、メールの受信設定

（https://faq.axsjp.com/general/detail?site=VB91N06U&id=19&search=true）を

ご確認ください。 



 
 

[１３－１] コンビニエンスストアを選択した場合、ご希望のコンビニエンスストアを選

択いただき、住所、電話番号を入⼒の上「完了」を押下してください 



 
 

[１３－２] 入⼒内容確認ページが表示されます。ご確認の上「同意の上申し込む」を押下

してください 

コンビニエンスストア支払いでの申し込みが完了となります 

 
 

[１３－３] 登録いただいたメールアドレス宛てにお申し込み完了のメールが届きます 

必ずご確認ください 



※メール未着の場合は、AXS のチケットサイトが届かない方は、マイページ

（https://fanaccount-jp.axs.com/?skin=dotcom2）にログインしていただき「マイチ

ケット」で購入されたチケットを確認いただくことが可能です。また「アカウント情報」

で登録したメールアドレスに誤りがないかご確認をお願いいたします。 

（登録したはずのメールアドレスでマイページにログインできない場合は、登録したメールアドレスかパスワー
ドが誤っている可能性がございます。） 
※メールアドレスを正しく登録しているのにメールが届かない方は、メールの受信設定

（https://faq.axsjp.com/general/detail?site=VB91N06U&id=19&search=true）を

ご確認ください。 

 
 

 



[１３－４]メールに記載の【支払期限】までにお支払いいただくと購入完了となります。 

支払期限をすぎるとお支払いいただけません。その場合、申し込みは無効となりますので

必ず期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。 

  

＜チケット発券について＞ 

発券についての詳細は、https://www.footballmark.jp/wildknights/receipt.html をご

確認ください。 

 

チケット発券は試合日 1 週間前の正午時から順次、発券いただけます。 

・「モバイル ID チケット（スマホ受取）」の方 

追ってご案内する専用アプリをダウンロードいただき、試合日の 1 週間前の正午時以降に

アプリ内で発券(表示)いただけます。 

※分配(譲渡)には、同⾏者の方も専用アプリのダウンロードが必要となります。 

  

・「紙チケット（e チケット PDF）」の方 

試合日の 1 週間前に e チケットメールをお送りいたします。e チケットはメールに PDF フ

ァイル添付で送られます。 

スマートフォン、タブレット等での e チケット表示はバーコード読み取りがうまくいかな

いことがございますので、ご⾃宅、コンビニエンスストアでプリントアウトして会場にお

持ちください。コンビニエンスストアでの発券には別途料⾦がかかります。 

  

＜定期メンテナンスについて＞ 

先⾏販売期間中、毎週木曜日 AM1:00〜6:00 において定期メンテナンスを⾏います。 

この時間はご購入いただけませんので、他の時間をご利用ください。 

AXS マイページについてもメンテナンスとなります。 

ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

＜FAQ＞ 

https://faq.axsjp.com/general/list?site=VB91N06U 

 


