
KAWASAKI FRONTALE

FAN CLUB 2020
2020川崎フロンターレ

公式ファンクラブ（後援会）のご案内

ファンクラブ
に入会すると

、

　　応援がも
っと楽しくなる

!!

2020川崎フロンターレ 公式ファンクラブ（後援会）の変更点をまとめました!!

また、ICカードは5シーズン使用予定です!!

2019年12月1日（日）までに更新・入会手続きをすると…
全員に「お年玉くじ番号付き ! オリジナル年賀状」送付！
他では手に入らない後援会オリジナルの年賀状をご自宅にお送りします !
2020年のデザインは届いてからのお楽しみ。「お年玉くじ番号」がついているタイプなので、
運がよければさらに何かもらえるかも !?

[TEL]0570-000-565　[電話受付時間]10:00～18:00
[Eメール]info@bluefriends.jp　

ファンクラブがもっと便利になります!!

早期入会キャンペーン

2020年以降、後援会会員番号は
毎年同じものになります。

2021シーズン以降も、退会されるまでは会員番号が変わりません。

!�変更点

シーズンごとに会員番号が
変更になり、会員番号の
管理がしやすい。

後援会会員証とシーズンチケットが
１枚（ICカード）になります!!

後援会会員証が ICカードになります。
また、シーズンチケットの情報も入り、まとめて管理できます。

後援会
会員証

シーズン
チケット

（ICカード）

ICカード
（後援会会員証＋シーズンチケット）

※裏面には、情報シールを貼付してください。
※情報シールとは…
　後援会会員情報やシーズンチケットの座席情報（席種や席番等）が記載されているシールです。
　必ず ICカードの裏面に情報シールを貼付してお持ちください。お取り扱いにご注意ください。

!�変更点

2019シーズンまで

更新手続き後も同じ会員番号を
お使いいただけますので、
会員番号の管理がしやすい。

2020シーズン以降

ホームA自由無料引換券の受付が
パソコン・スマホに変わります。

無料引換券の引換番号が、Jリーグチケットで使用できる
クーポン番号になります。Jリーグチケットでの受付となるため、

パソコン・スマホからいつでもどこでも手続きできます !!

!�変更点
Jリーグ公式アプリ
「Club J.LEAGUE」が
会員証の代わりになります !!

「入会感謝プレゼント」が、
オリジナルタオルマフラーとホーム A自由無料引換券の2種類になります。

Jリーグ IDとワンタッチパス IDを紐づけることで、Jリーグ公式アプリ
「Club J.LEAGUE」が会員証の代わりになり、とても便利に!!

※詳細は、2020シーズン開幕前までに
　公式サイトにてご案内いたします。

※ジュニア会員は、ホームA自由無料引換券のみとなります。※2019シーズンにDAZNクーポンをお選びいただいた方は、更新手続きの際にご希望のプレゼントを上記2種類から選択してください。

!�変更点

!�変更点

2019シーズンまで 2020シーズン以降

※チケット引換時のアップグレードは、2019シーズンをもって終了いたします。
※詳細は、2020シーズン開幕前までに公式サイトにてご案内いたします。

セブン - イレブンに
来店の上、

チケット引換。
Jリーグチケット
（パソコン・スマホ）

2020年Jリーグホーム開幕戦までに更新・入会手続きをすると…
入会初年度に発生する入会金 500 円が無料になります !（年会費は別途必要です）
※後援会マイページから「セブン-イレブン決済」「イーコンテクスト決済」を選択した場合、上記の期日までにお支払いを完了した方が対象となります。
※そのほか、オフ期間に開催される各イベントで会員限定・会員先行企画を実施します !

ゴールド会員・シルバー会員について

10 年以上（2011年以前から）継続して入会している方をシルバー会員、20年以上（2001年以前から）継続して入会している方をゴールド会員とさせ
ていただきます。なお、会員証の ICカード化、および5シーズン使用への変更に伴い、ゴールド会員証・シルバー会員証の発行は終了し、記念品等の進
呈に変更させていただきます。詳細は、後日あらためてご案内いたします。

2019シーズン会員数報告2019シーズン最終

ファンクラブ入会・
特典などについての
お問い合わせはこちら

お問合せ先
特典などについて ※土日祝日・年末年始・ホームゲームの翌月曜日休み

[TEL]03-6277-0254　[営業時間]10：00～17：00
[Eメール]support@frontale.work

入会・更新手続きについて(特設窓口) ※10月10日(木)～

◇ホームゲーム会場
◇アズーロ・ネロ
◇フロンタウンさぎぬま
◇富士通スタジアム川崎
◇川崎フロンターレクラブ事務所
◇川崎フロンターレ後援会事務所

後援会マイページ
(パソコン・スマホ)で

10月17日(木)13:00受付開始!!

11月2日（土）広島戦

11月3日（日・祝）～

11月5日（火）～



これがファンクラブ会員の証。
会員特典を受ける際に必要に
なるので、肌身離さずお持ちく
ださい。
※再発行には1,500 円（税別）が
必要となります。紛失・破損には
ご注意ください。

等々力陸上競技場でのホー
ムゲーム来場でポイントが
貯まる !  しっかり貯めてオ
リジナルグッズや超レアアイ
テムをゲットしよう !

年 1回のビッグイベント「ファン感謝
デー」やホームゲーム時の「選手サイ
ン会」、「ウィズハンド入場行進・フ
ラッグ掲揚」、「ウイニングハイタッチ」
などなど、参加できるのはファンクラ
ブ会員だけ !

※プレミアムDVD 2018-2019 のデザインとなります。
　プレミアムDVD 2019-2020 のデザインは調整中です。
※ICカードホルダーのデザインは調整中です。

※2019 年版のデザインとなります。
　2020 年版のデザインは調整中です。

入会金：500円（入会初年度のみ発生）※2020ホーム開幕戦までは、初年度にかかる「入会金500円」が無料です!｠

カテゴリ／入会金／年会費

特 典 一 覧

特 典 内 容

ホームゲームを無料で観戦できる「ホーム A自由無料
引換券」か、フロンターレサポーターの必須アイテム
「オリジナルタオルマフラー」のうち、お好きなものをプ
レゼント !
※ジュニア会員は「ホームA自由無料引換券」のみとなります。
※申込状況により、一部の特典の受付締切を早める場合があ
ります。

入会感謝プレゼント  会員証
（ICカード）の発行

1 

会員限定イベントに
参加できます !7

ホームゲーム20試合（自由席は17試合）がセットになっ
た、会員限定のお得なチケット。これさえあれば前売チ
ケット完売の心配なし !  しかもスタジアムに早めに入場
できる先行入場権も付いてます。さらに、購入者特典で、
前シーズンを振り返る「プレミアムDVD」または「ICカー
ドホルダー」をプレゼント!
※シーズンチケットの申込は、10月28日 ( 月 ) 締切となります
ので、ご注意ください。

シーズンチケット
抽選申込権4 

2

会員
ポイントサービス
3  貯まってうれしい !

会員証提示で、オフィシャル
ショップ「アズーロ・ネロ」の
お買い物が5%OFF! お得に
応援グッズをゲットしよう !
※ジュニア会員は対象外です。
※一部対象外の商品があります。

アズーロ・ネロで
お買い物 5%OFF!

10

オフィシャルサプライヤー
「プーマジャパン株式会社」の
直営ショップなら、会員証提示
で、セール品も含め10%OFF
でお買い物できます。
※割引プロモーション等、店頭でのプ
ロモーションとの併用はできません。

プーマストアで10%OFF!

11

会員証提示で、東急ハンズの
多彩な商品が 5% OFF! こ
れは見逃せません !
※ジュニア会員は対象外です。
※一部対象外の商品があります。

東急ハンズ川崎ダイス店で
全商品 5%OFF!

12

フロンターレ応援ショップ「サ
ポートショップ」加盟店なら、
会員証提示でいろんな特典が
受けられます。詳しくはサポー
トショップ紹介サイト『フロン
ターレシティ』でチェック！

サポートショップで
優待あります !

13

入手しづらい人気のカード
や、バラエティシートのチ
ケットをいち早くゲット !  さ
らに試合前日までは割引価
格での購入が可能です。
※一部、割引対象外の席種があります。

前売チケット
会員先行&
割引販売

5
ファンクラブ会員なら、コンビ
ニでの先行販売・割引販売
の発券手数料が不要です。

 前売チケット
発券手数料が無料

6

新シーズンの選手プロフィールや試合
スケジュール、チケット購入方法な
ど、試合を楽しむための情報が満載 ! 
選手のサインを集めて、あなただけの
フロンターレブックを作ろう !

 マイフロンターレ
ブック8

フロンターレの選手をどこよりも深く
ピックアップする「デルフィーノ」。普
段は見ることができない表情やキャ
ラを知って、もっとフロンターレ通に
なろう !
※ジュニア会員は対象外です。

会報誌「デルフィーノ」
（年6回）9

※画像は 2019 年のものです。

会員カテゴリは全部で3つ。あなたの応援スタイルで遊ぼう！

会員資格：高校生以上
対象の生年月日：2005年4月1日以前

◎入会資格

応援ビギナーから熟練サポまで、みんな
まとめてお待ちしてます！

登録人数：1名
年会費:￥3,000（税込）
個人会員

まずはサポーターの第一歩！
REGULAR MEMBER

登録人数：計2～4名
会員資格：全員が同一住所に居住
※入会者全員の名前・性別・生年月日
　の記載が必要となります。

◎入会資格

代表者1名＋その他3名まで登録可能
な、複数人でお得なパックです。入会は
同一住所に居住の方に限ります。

登録人数：代表1名＋3名まで
年会費:￥6,000（税込）

ファミリー会員
同じ住所で計4名までパックでお得

FAMILY MEMBER

会員資格：小・中学生(未就学児も入会可)
対象の生年月日：2005年4月2日以降

◎入会資格

小・中学生のキミなら迷わずこれ！
リピート必至な、限定大サービス・
1コインカテゴリです！

年会費:￥500（税込）
ジュニア会員
小・中学生限定で超お得！
JUNIOR MEMBER

登録人数：小中学生（未就学児も入会可）1名

会員向け特典

入会感謝プレゼント

会員向け特典

マフラー1枚 or 引換券2枚

1セット(大人のみ )

1試合4 枚まで

1冊

1
会員証（ICカード）の発行2 
ポイントサービス3
シーズンチケット抽選申込権4
前売チケット 先行&割引販売5
前売チケット 発券手数料 無料6
会員限定イベント7
マイフロンターレブック8
会報誌の送付9
アズーロ・ネロ 5%OFF10
プーマストア 10%OFF11
東急ハンズ川崎ダイス店 5%OFF12
サポートショップでの優待13

ファミリー会員

マフラー登録人数分
or 引換券 4 枚

登録人数分

登録人数分

登録人数分

1試合 6 枚まで

1冊

ジュニア会員

引換券1枚（小中）

1セット（小中のみ）

1試合1枚 (小中 )

1冊
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サンプル


