
等々力陸上競技場メインスタンド改築
工事概要・仮設スタンドでの試合開催
について
改築に関する情報に追加・変更があった場合は、クラブ公式ウェブサイトに随時掲載致します。

新メインスタンドについて

等々力陸上競技場
「新メインスタンド」
完成イメージ

2012年のシーズン終了後より等々力陸上競技場の改築工事が始まり、2015年
2月末に新しいメインスタンドが完成する予定となっております。工事期間中は、
現在のメインスタンドと陸上トラック間に仮設メインスタンドを設置し、可能な限
り等々力陸上競技場でホームゲームを開催してまいります。開催に当たりましては、
安全に留意するとともに、これまでファン、サポーター、選手とで大事に作り上げ
てきた「一体感」を損なわないように運営していきたいと考えております。
現メインスタンドがなくなるため、特にメインスタンドのシーズンチケットをお

持ちの皆様には席数の減少に伴い多大なご迷惑をお掛けします。また全体的にも、
これまでのシーズンと異なるご不便をお掛けするかと存じますが、これから始まる
工事はより素晴らしいホームスタジアムに生まれ変わるために必要なことであり、
避けては通れません。どうかご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

　新メインスタンドは2015年2月に完成予定です。同スタンド全体に屋根がかけられ、
席数は現在の約3,000席から10,000席程度に増える見込みです。

■ 川崎フロンターレ公式ウェブサイト
　 http://www.frontale.co.jp

■ 問い合わせ先
 ㈱川崎フロンターレ
 TEL：044-829-3011
 （月～金 10:00～ 18:00）
 ※土日祝日は除く　※年末年始及び年数回不定休あり

※川崎市提供
※このイメージ図は落札者の技術提
案であり、今後、変更される可能
性があります。

改築お知らせ掲載予定
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工事スケジュール 　2012年9月中旬から、改築に伴う工事の一部（築山整地、日本庭園整地）が開始されま
す。本格的な工事は今シーズンホーム最終節（11月24日）終了後から始まり、まずは仮設
メインスタンドが2013年3月末頃（予定）に完成します。

工事概要について

各工事のスケジュール（予定）

各工事の範囲については、今後、変更さ
れる可能性があります。

① 倉庫1（ホームゴール裏場外築山の位置）
　 2012年9月中旬～11月末頃

② 日本庭園整地
　 2012年10月～2013年1月頃

③ 仮設メインスタンド
　 2012年12月～2013年3月末頃

④ 倉庫2
　 2012年12月～2013年3月末頃

⑤ 13番ゲート下整備
　 2012年12月～2013年3月末頃

⑥ メインスタンド工事ヤード囲い
　 2013年4月頃

⑦ 柵
　 2013年4月頃

　仮設メインスタンドの設置が完了する2013年3月末（予定）までの
ホームゲームは、国立競技場（東京）にて開催致します。
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会場（等々力）の使い方

Ⓐ来場者動線
ホーム側ご来場者の動線は、プール前
のフロンパーク実施広場からメインス
タンド工事ヤード囲いを左に避け、日
本庭園整地エリアを通って7番ゲート
方向に向かうことになります。

Ⓑ観客席
仮設メインスタンドのホーム（北）側
に360席、加えて北側コーナー付近
に128席が設置されます。床面の高
さは、ホーム（北）側360席の最前
列で約2.2ｍ、コーナー付近128席の
最前列はほぼフィールドレベルになり
ます。

Ⓒメインスタンド＆ホーム側入場ゲート
現在のメインスタンドにある5番ゲー
トは使用不可となり、仮設メインスタ
ンドへの入場は7番ゲート付近になり
ます。入場待機列は従来の競技場北側
（池側）と日本庭園整地エリアになり
ます。

Ⓓトイレ
仮設メインスタンドの北端に設置され
ます。
•男性用１ヶ所
　（小９、洋式大３、ベビーシート１）
•女性用１ヶ所
　（洋式11、ベビーシート２）
•多機能トイレ１ヶ所

Ⓔ飲食売店
仮設メインスタンドの北端に常設売店
１店舗が設置されます。

Ⓕ自動販売機
仮設メインスタンド中央付近のコン
コースに設置されます。

Ⓖ当日券売場・総合案内所
試合開催日には、日本庭園整地エリア
に設置される倉庫を当日券売場及び総
合案内所として使用します。

Ⓗフロンパーク
従来通り、プール前広場を使用して実
施します（メインスタンド工事ヤード
囲いにより一部縮小）。

Ⓘ選手バス停車位置
選手バスは、日本庭園整地エリアに設
置される柵内に停車します。現メイン
スタンド中央の正面玄関前と同様に、
選手がバスに乗り降りする際にはファ
ン・サポーターの皆様と触れ合えるよ
うに致します。

Ⓙ関係者諸室
選手ロッカー、メディア諸室、来賓室
等が設けられます。

Ⓚ倉庫・関係者諸室
現メインスタンド側にあった倉庫の代
替として使用されます。関係者の諸室
も入れ込まれます。

■屋根
仮設メインスタンドのホーム（北）側
360席、北側コーナー付近128席と
もに屋根はございません。

■コンコース
観客席の後方にあります。現在のサイ
ド・バックスタンドの１階席と同様
に、コンコースから下って観客席へ入
ることになります。ホームゴール裏と
も行き来することができます（アウェ
イゴール裏には行けません）。 

■車椅子利用者観戦席
仮設メインスタンド内に数席分の観戦
エリアが用意されます（これまで同
様、サイド・バックスタンド側コン
コースからのご観戦も可能です）。

■エレベーター
現メインスタンド7番ゲート横にある
エレベーターとほぼ同じ位置に１基設
置されます。

■グッズ売店
仮設メインスタンド内には設置されま
せん。

※その他の会場内各ブース・設備等につい
ては2月中旬にお知らせする予定です。
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　仮設スタンドは2013年3月末完成予定となっており、2013年の開幕
から完成までは国立競技場（東京）にてホームゲームを開催致します。

表1《全販売席数》 ※緩衝地帯設置等の会場運営方法に合わせ、試合毎に席数が増減することがあります。

増減 主な変更点2012年 2013年

表2《2012メインスタンド
シーズンチケットとの座席数比較》

SS指定席（メイン） 216 0
SA指定席 839 0
SB指定席 257 0
メイン指定席 0 360
コーナー指定席 0 128
A指定席 0 843

合　　計 1,312 1,331

席割について

現在のメインスタンドが取り壊され、
仮設メインスタンドが設置されます。
現在のメインスタンドには2,995席の
販売席数がありますが、これがなくなり
ます。新たに、仮設メインスタンドの北
側に360席の指定席（メイン指定席）を
設置し、メインスタンド北側コーナー付
近に128席の指定席（コーナー指定席）
を新設致します。また、サイドスタンド
（ホームゴール裏）2階に843席のA指定
席を新設致します（表1参照）。
メインスタンドでは2,507席が減少し

ますが、2012年の指定席シーズンチケッ
ト購入者の皆様には、引き続き指定席でご
観戦いただけるだけの指定席の数をご用
意させていただきます（表2参照）。
2012年SS指定席（メイン）、SA指定
席、SB指定席のシーズンチケット購入者
の皆様には、本来であれば仮設メインス
タンドに従来と同数の指定席をご用意し
たいのですが、スペースの関係にて残念
ながら確保することができません。多大
なご不便をおかけして誠に恐縮ではござ
いますが、新設の指定席をご利用いただ
きますよう切にお願い申し上げます。

SS指定席（メイン）
SA指定席
SB指定席
メイン指定席
コーナー指定席
メインスタンド 計

SS指定席（バック）

Sゾーン

SGゾーン

A指定席

ホーム・Aゾーン

アウェイ・Aゾーン

サイド・バックスタンド 計
合　　計

280
1,371
1,344

-
-

2,995

938

2,068

1,306

-

12,155

3,199

19,666
22,661

-
-
-

360
128
488

832

1,945

1,166

843

11,817

2,997

19,600
20,088

△280
△1,371
△1,344

360
128

△2,507

△106

△123

△140

843

△338

△202

△66
△2,573

1ブロック減
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ホームゴール裏2階に9ブロック新設
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改築に当たりましても、選手・ファン・サ
ポーターで築き作り上げてきた“一体感”
を大事にして継続していきたいと考えてお
ります。そのため、バックスタンドの1階部

分はホーム・Aゾーンのままとして一体感
を持たせたいと考えております。各エリア
ともブロック数を減らしておりますが、何
卒ご理解のほどよろしくお願いします。

　国立競技場における席割は図の通りです。「メイン指定席」、
「SGゾーン」、「A指定席」の席種は設定致しません。
　同席種のシーズンチケットをお持ちの方は、以下のエリア
に入っていただけます。
•「メイン指定席」＝「SS指定席（バック）」とともに「SS指定
席」（メインスタンド側）

•「SGゾーン」＝「Sゾーン」とともに「Sゾーン」（メインスタ
ンド側及びバックスタンド側）

•「A指定席」＝「コーナー指定席」とともに「コーナー指定席」
（メインスタンドのホームゴール裏寄り）
　入場ゲートや各ブース等の詳細は後日お知らせします。


