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最 高 の 場 所 で 、最 高 の 体 験 を !

川崎フロンターレ　2020シーズンチケットのご案内

KAWASAKI FRONTALE

SEASON TICKET 2020
KAWASAKI FRONTALE

SEASON TICKET 2020

川崎フロンターレ
2020後援会・シーズンチケット申込窓口

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

行けなくなった試合のチケットを、Jリーグチケットサイトで、他の方へ有償で譲ることができるサービスです。
Jリーグチケットの「チケット一覧」から、1試合単位で出品することができます。リセールが成立すれば、
料金がお手元に返金されます。

※リセールが成立した場合、リセール成立試合におけるシーズンチケットの入場を停止いたします。
※リセールでチケットを購入されたお客様は、QRチケットにてご入場いただきます。
※返金されたチケット料金は、基本価格のシーズンチケット料金をもとにした1試合あたりのシーズンチケット料金に、
　所定の手数料を除いた金額となります。

行けない試合のチケットを

“無駄にせず”活用できます !

川崎フロンターレ 2020シーズンチケットは、

クラブ公式「譲渡･リセール」サービスが利用できます !!

クラブ公式「譲渡・リセール」サービスの詳細については、
2020シーズン開幕前までに、川崎フロンターレHPでご案内させていただきます。

行けなくなった試合のチケットを、Jリーグチケット
サイトで知り合いの方に無償で譲ることができる
サービスです。
※譲渡が完了した場合、譲渡成立試合におけるシーズン
　チケットの入場を停止いたします。
※チケットを譲渡されたお客様は、QRチケットにてご入
　場いただきます。

クラブ公式「譲渡･リセール」サービス

10月10日(木)から
2020後援会・シーズンチケットに

関するお問い合わせ窓口が開設します。
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2019 シーズンもチケット完売試合がございましたが､そんな完売する人気カー
ドも含め、シーズン前に 全試合のチケットを確保できます。また、試合ごと
にチケットを購入する手間がいらず、チケットが手に入らない心配もなくなり
ます。

一般の方より30分早く入場できます。

先行入場権

2019シーズンの名場面を収録した
「プレミアムDVD 2019-2020」 または
「オリジナル ICカードホルダー」の
どちらかを選択できます。 
※SG自由（小中）、ホーム A自由（小中）、
　メイン車椅子席（小中）は対象外です。 

人気試合のチケットが買えない

シーズンを通してチケットが確保できます。

シーズンチケットなら、行けない試合のチケットを他のお客様へ販売したり、
譲ったりできるサービスがあるから安心。

シーズンチケットを購入しても全試合行けないかも…

クラブ公式「譲渡・リセール」サービスで
行けない試合のチケットを有効活用 !

シーズンチケットと後援会会員証が1枚の ICカードになり、
とても便利 !  試合観戦の際はこの1枚を持っていけばOK!

紙チケットを無くしたことがある

シーズンチケットは
ICカードのため、
すべての試合情報が

カードの中に入っています。

シーズンチケットのオススメポイントシーズンチケットのオススメポイント 購入特典購入特典

1
2 [ 選択制 ]プレミアムDVD or 

オリジナル ICカードホルダーをプレゼント。

チケットは進出時にお知らせする方法にてご購入ください。 
※等々力陸上競技場以外での開催時は対象外です。

カップ戦上位ステージ進出時　先行入場チケット購入権3

チケットは進出時にお知らせする方法にて
ご購入ください。 
※等々力陸上競技場以外での開催時は対象外です。

＜指定席限定＞
カップ戦上位ステージ進出時
同席購入権4

座席決定会にてご自身で座席を選ぶことができます。 
開催日 :2019 年12月22日（日）　開催場所：川崎市市民ミュージアム

＜SSS 指定・メインSS 指定・バックSS 指定 限定＞
「座席決定会」参加権5

次年度も同じ座席を継続してご購入いただけます。

＜SSS 指定・メインSS 指定・バックSS 指定 限定＞
2021シーズン座席継続権6

※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。
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指定席と自由席で対象試合が異なります。 
AFCチャンピオンズリーグに出場する可能性がありますが、同大会のスタジアム規定の運用が厳格化されてお
り、自由席の運用が Jリーグと異なるため、自由席のシーズンチケットはリーグ戦17 試合のみを対象といたし
ます。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

川崎フロンターレホームゲーム20試合
（リーグ戦17試合＋カップ戦グループステージ3試合） 
※カップ戦：AFCチャンピオンズリーグまたは Jリーグ YBCルヴァンカップ

川崎フロンターレホームゲーム17試合（リーグ戦17試合）
■自由席

■指定席

価 格 表

対 象 試 合

川崎フロンターレでは、スタジアムの利便性向上と観戦環境の整備を目的に、2020シーズンチケットの
価格を改定いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2020シーズンチケット価格表 （すべて税込価格となります。）

等々力陸上競技場 2020シーズンチケット席割図

※メインS指定の南側一部エリア（中央側104ブロック、204ブロック）をシーズンチケットとして販売いたします。

https://www.frontale.co.jp/tickets/tickets_guide/index.html

席 割 図

※試合により「バックＳ自由」、「SG自由」の席数が減少する場合があります。　※試合により緩衝地帯の位置が移動します。　※「ホームA自由」「ビジターA自由」の一部は椅子が設置されていません。　※「ビジターA自由」とその他のエ
リアとの境界線は、いかなる事情でも通り抜けできません。　※「ピッチサイドシート」を除くメインスタンドの全席とバックスタンド・両ゴール裏の2階席は屋根に覆われていますが、風向きや雨の強弱によっては雨に濡れる場合があります。
※試合により販売しない席種がある場合がございます。※各チケットには入場ゲートが指定されております。指定ゲート以外からは入場できません。　※券面の記載と異なるエリアでの観戦はできません。　※等々力陸上競技場以外での開催の場
合、席割が変更になる場合があります。※ACLの席割は、リーグ戦とは異なります。

各座席からの見え方を360°ビューで
確認できるようになりました!

104ブロック

204ブロック

101～103 201～203

アイリスオーヤマ
ペアシート南側

SSS 指定
[ 指定席 ]

ハイグレード
仕様シート

一部立見席／試合
により一部団体観
戦エリアの場合あり

付き添い、
介添えは
1名のみ
入場無料

席　種 試合数 区　分 シーズンチケット価格 備　考

メインスタンド下層 中央 90,300 円－

メインSS 指定
[ 指定席 ]

メインスタンド下層 北側 / 南側
メインスタンド上層 中央

75,600 円大人

42,000 円小中

バックSS 指定
[ 指定席 ] バックスタンド2階 中央

65,300 円大人

33,700 円小中

メインS指定
[ 指定席 ]

メインスタンド下層 北側 / 南側
メインスタンド上層 北側 / 南側

58,800 円大人

28,400 円小中

バックS自由
[自由席 ] バックスタンド2階 北側 / 南側

41,900 円大人

20,400 円小中

SG自由
[自由席 ] G 階段上

31,700 円大人

6,200 円小中

ホーム A自由
[自由席 ]

ホームゴール裏 /
バックスタンド1階 /K 階段上

24,300 円大人

2,000 円小中

メイン車椅子席
[自由席 ] メインスタンド下層コンコース

32,600 円大人

6,300 円小中

バック車椅子席
[自由席 ] バックスタンド1階コンコース

ホーム A自由の
チケットを
お求めください

大人
小中

20試合

17試合

※グレーアウトしている席種はシーズンチケット対象外となります。

※[ 指定席・自由席 ]共通注意事項
　上記の試合以外は対象外となります。

※ホーム A自由小中は価格改定いたしません。
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申込について
川崎フロンターレでは、2020シーズンチケットをより多くのお客様へ安心してシーズンチケットをご購入
いただけるよう、「抽選制」にて販売を実施いたします。
連席の申込を希望の場合は、別紙の「申込方法の流れ」をご確認ください。

2019シーズンチケットのSSS指定、メインSS指定、バックSS指定を購入した
「座席継続権」をお持ちの方で、同席または同席種を申込の場合、座席を確保いたします。

2020シーズンチケットは、2020川崎フロンターレ後援会会員のみ申込できます。

※年間を通じて1会員あたり1セットの申込が上限となります。 
※2020川崎フロンターレ後援会入会手続きについては、川崎フロンターレHPのお知らせをご覧ください。

申込資格と申込可能セット数

2020シーズンチケットの申込受付は、下記期間で行います。
申込受付場所/期間

会員種別

個人会員

ファミリー会員

ジュニア会員

申込可能セット数

1セット（小中券は購入不可）

登録人数分まで（最大4セット／生年月日により大人・小中券の購入制限あり）

1セット（大人券は購入不可）

・セキュリティ上の理由から、決済を伴う手続きは、パソコン・スマートフォンからのみとさせていただきます。
　フィーチャーフォン（従来型携帯電話）では手続きできませんので、ご了承ください。
・購入後のキャンセルはできません。｠
・開催日・キックオフ時刻・会場変更による払い戻しはいたしません。｠
・金券ショップ、ネットオークション等での営利を目的とした転売が認められた場合には、翌シーズン以降のシーズンチケット販売をお断り
　することがあります。また、正規の販売方法以外で購入されたチケットについては、無効としご入場をお断りすることがあります。｠
・紛失・破損等による再発行には手数料がかかります。また、お届けまで時間がかかります。

申込受付場所

後援会マイページ　URL:bluefriends.biz

申込受付期間

10月17日（木）13:00～
10月28日（月）23:59まで

川崎フロンターレ後援会事務所
10月18日（金）9:00～
10月22日（火・祝）17:00まで
※上記期間は土日祝も9：00～17:00で営業しております。

2019シーズン後援会会員の方には紙の申込書を郵送いたします。
申込書に必要事項を記載の上、期日までにご返送をお願いします。
なお、返信用封筒の切手は別途ご購入をお願いします。

10月23日（水）必着

窓 口

郵 送

W E B

※ご協力のお願い※
　・申込処理の効率化のため、極力後援会マイページからの申込をご協力お願いします。
　・後援会マイページを含む複数の申込受付場所にて申込をした場合、後援会マイページ
　　での申込を反映いたします。

注意事項

【座席確約】

抽選方式は以下で行います。

自動継続会員とは・・・
　2019 シーズン後援会会員時にクレジットカード情報・口座振替を登録済もしくは、2020 シーズン後援会会員に新規加入及び更新時に
　登録した方です。
　下記期限までに手続きすることで、2020シーズンチケットの当落の優先順位をあげることができます。
　※クレジットカードは後援会マイページで10月28日（月）迄に手続きを行ってください。
　※口座振替の場合は、10月23日（水）必着で郵送してください。
　※後援会マイページでは、10月16日（水）迄クレジットカードの追加・変更・削除を行うことができません。
　　追加・変更・削除は10月17日（木）以降に手続きを行ってください。
　※申込状況によっては、自動継続会員でも落選する可能性がございますので予めご了承ください。

2019シーズンチケットのSSS指定、メインSS指定、バックSS指定を購入した「座席継続権」をお持ちの方で、同席また
は同席種を申込の場合、座席を確保いたします。
【抽選の優先順位】
申込期間中に応募した方で、以下の優先順で川崎フロンターレによる抽選により、当落を決定いたします。

抽選方式

当選発表

①自動継続会員 後援会会員に新規加入および更新時に設定した方
②過去のシーズンチケット購入総年数（※1）
③過去の後援会加入総年数（※1）

当選発表日 後援会マイページにて2019年11月14日（木）18:00頃 発表

2020年2月初旬ごろ発送予定 ※後援会会員証の中にシーズンチケットの情報が入っています。

※また、申込期間中に応募した方に、書面にてご連絡いたします。2019 年11月14日（木）頃に発送いたします。

2020シーズン後援会会員証（シーズンチケット）のお届け

下記のグループ順に決定いたします。グループ 2～4に該当する方は「座席決定会」にご参加ください。
座席決定会での決定順は、過去のシーズンチケットの購入履歴等を考慮しつつ、川崎フロンターレによる抽選により決定いたします。 

①2019シーズンと同じ席種、同じ座席を希望する方（座席決定会参加不要） 
②2019シーズンと同じ席種で、座席の移動を希望する方 
③2019シーズンとは別席種を購入または新規に購入する自動継続会員の方 
④2019シーズンとは別席種を購入または新規に購入する自動継続会員以外の方

SSS指定、メインSS指定、バックSS指定

下記グループ順に、お申し込み後に座席位置についておおよそのご希望を伺った上で、過去のシーズンチケットの購入履歴を考慮しつつ、
川崎フロンターレにより決定いたします。同様のご希望が多数の場合は、ご希望に添えない可能性もございますので、予めご了承ください。

※2019シーズンから継続して購入する場合でも、2020シーズンの座席番号は変更になりますので、予めご了承ください。 

①自動継続会員の方 　　　　　　　②自動継続会員ではない方

メインS指定

【開催日】2019年12月22日（日）　【開催場所】川崎市市民ミュージアム
■座席決定会

申込後からの流れ

指定席の座席決定方法

　　※1：購入および加入が連続していない場合でも加入履歴として加味いたします。


