
注目ポイント②

注目ポイント①

2021シーズン後援会の注目ポイントはこちら！

2021シーズンチケットは、新型コロナウィルス感染状況とJリーグの入場者数制限を考慮し、
現時点（2020年11月）で後援会受付開始と同時にシーズンチケットを販売する予定はございません。
販売する場合には改めてオフィシャルHP等でご案内いたします。 
2021シーズンチケットを販売する場合、2020シーズンチケットをお持ちの皆様には
2020シーズンチケットと同席種・同席番のシーズンチケットをご選択いただけるように 
販売する予定となっております。

なお、2021シーズンチケットを販売しない場合でも
2022シーズンチケット購入権利を継続するためには、2021シーズン後援会への入会が必須となります。

2021シーズン後援会は、12月末までのご入会で2021シーズン開幕戦からICカードをご利用いただけます。
是非年内に後援会にご入会いただき、選手を後押ししていただきますよう、お願いいたします。

【重要】2021シーズンチケットについて

　後援会に入会して応援しよう！
2021シーズン後援会のご案内

川崎フロンターレ

[Eメール] info@bluefriends.jp
[TEL] 03-6277-0254 　
川崎フロンターレ後援会事務局

[営業時間] 平日10：00～17：00

お問合せ先

後援会入会・特典などについての
お問合せはこちら

チケットを早く安く買うなら後援会会員が断然オトク！
2021シーズンからは一般前売価格を廃止予定！早く安く買えるのは後援会会員のみ！
後援会会員先行 で チケットをゲット しよう！ ※後援会会員先行後の一般販売は、試合当日まで同一料金での販売となります。

選べるグッズ特典が "withフロンターレ" なプレゼントに進化！
個人会員、ファミリー会員にはオフィシャルサプライヤーであるプーマとのコラボエコバッグをプレゼント！
もしくは、後援会マイページから グッズクーポン を選択して、 アズーロ・ネロでお好みのグッズ を購入できます！

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

¥ 500OFF

¥ 500OFF

NOW
PRINTING

個人会員
ファミリー会員

ジュニア会員

エコバッグ or グッズクーポン
（個人：2枚　ファミリー：4枚）

グッズクーポン1枚

後援会マイページから選択可能！

※個人会員、ファミリー会員の場合、選べる特典は「エコバッグ」で設定されております。「グッズクーポン」を希望される場合は後援会マイページから変更してください。

早期入会ならもっと嬉しい！

2020年11月30日(月)までの
更新・入会手続きで・・・

2021シーズンJリーグホーム開幕戦までの更新・入会手続きで・・・

2020年12月31日(木)までの
更新・入会手続きで・・・
スポンサー
コラボ企画第1弾

「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年賀状をお届け！
「お年玉くじ番号」付きなので、運が良ければ何かが当たるかも？

●2021ユニフォーム先行販売をご利用いただけます！
●2021シーズン開幕戦からICカードをご利用いただけます！

さらに・・・

※詳細は11月上旬にオフィシャルHPで
　お知らせいたします。※画像は2020シーズンの

　ものです。

入会初年度に発生する入会金500円が無料になります！
ご自身のお手続きはもちろん、ぜひご家族・ご友人も開幕戦までにご紹介ください！

詳細は後援会マイページへ！

※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。

（年会費は別途必要です）

スペシャル
クーポン【15%OFF】プレゼント!!
PUMA.com で使える（プーマ公式オンラインストア）

(2021年1月予定)

※会員特典の発送時期は調整中です。詳細な日程は2021年1月頃、オフィシャルHPでお知らせいたします。

後援会マイページ で（パソコン・スマホ）

11月10日（火）12：00受付開始！！

11月26日（木）～

◇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
◇川崎フロンターレ後援会事務所
　（クラブ事務所内に移転いたします）

11月25日（水）ガンバ大阪戦～

◇ホームゲーム会場

◀入会申込は
　コチラから

http://bluefriends.biz/

後援会マイページを活用するともっと嬉しい！

※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。

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。

ICカードは
5シーズン使用予定です！！

会員番号、会員証はなくさずお持ちください！重  要 2020会員の皆様へ

更新手続き後も
同じ会員番号をお使い

いただけます。

更新すると、新たなシーズンの
情報シールをお送りします。
必ず新たな情報シールに

貼り替えてご利用ください。

2020シーズン以降

※「DAZN年間視聴パス」の販売期間は2021年3月31日(水)までとなります。販売状況により早期終了となる場合がございます。 ※自動継続対象の会員様は、①の購入期限は2020年11月30日(月)までとなります。それ以降は、②のみとなります。 
※年内にご購入いただいた方は、2021年1月上旬に年間視聴に必要なデジタルコードを後援会マイページ上にてお知らせいたします。 ※2021年1月上旬以降は、ご購入後即時で年間視聴に必要なデジタルコードを後援会マイページ上にてお知らせいたします。 
※②の場合の「アズーロ・ネロで使えるグッズクーポン」は、デジタルコードと同時期に後援会マイページ上にてお知らせいたします。 ※Jリーグオンラインストアでも「DAZN年間視聴パス」を販売する予定となっております。

「DAZN年間視聴パス」　定価：19,250円（税込）

後援会の更新・入会後に別購入 1,500円分

セットで1,500円OFF に!後援会の更新・入会と”同時”に購入

DAZN年間視聴パスが後援会マイページで購入できるようになりました!
さらにお得な特典も!!

★お得な特典★ （販売詳細は11月上旬頃にオフィシャルHPでお知らせいたします）

※DAZN年間視聴パス自体の
　割引ではございません。

DAZNユーザーはお見逃しなく。DAZN視聴が1か月お得になる「DAZN年間視聴パス」 。（詳細は別紙チラシをご確認ください）

後援会マイページから

後援会マイページから

※2020シーズンチケットをお持ちの皆様は必ずご確認ください。

1

2 「アズーロ・ネロ」で
使えるグッズクーポン プレゼント!

2020年11月からスタートするプーマコラボ企画をはじめ、
スポンサー商品がオトクになる企画をシーズン中も複数計画中！

スポンサーコラボ企画は、マイページからチェック！

川崎フロンターレ_後援会用パンフレット2021 / W:420mm× H:297mm 



特典内容

ジュニア会員ファミリー会員個人会員会員特典 

特典一覧 シーズン中も追加特典が？ 随時
更新 後援会マイページ を要チェック！

観戦履歴サービス＆抽選プレゼント

「アズーロ・ネロ」グッズ購入5％OFF！

会報誌「デルフィーノ」（年6回）

マイフロンタ―レブック

ホームゲームイベント参加権

チケット会員先行＆割引販売

2021ユニフォーム先行販売

[新規入会特典] 会員証（ICカード）

●●

●●●

グッズ先行販売 ●●●

限定グッズ販売 ●●●

スポンサーコラボ企画 ●●●

プーマストアで10％OFF！ ●●●

川崎の東急ハンズで全商品5％OFF! －●●

サポートショップで優待あります！ ●●●

●● ●

情報シール ●● ●

[継続特典] 記念ピンバッジ進呈！ シルバー会員のみゴールド会員・シルバー会員のみ ゴールド会員・シルバー会員のみ

●●●

試合以外でも楽しめる会員限定イベント ●●

●

●

－●●

－●●

1冊 1冊 1冊

1試合1枚（小中）1試合6枚まで1試合4枚まで

※新規のみ ※新規のみ ※新規のみ

NEW

※入場人数制限に応じて、購入上限枚数が変動する可能性があります。

マイページなら選べる！

2020年中の入会・更新者限定

商品割引などお得が満載

DAZNでの
応援も！

選べるグッズ特典
※エコバッグの送付はございません。

エコバッグ
or

グッズクーポン500円分×2枚

エコバッグ(登録人数分)
or

グッズクーポン500円分×4枚

グッズクーポン
500円分×1枚

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！

※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。

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。

川崎の東急ハンズで全商品5％OFF!

※割引プロモーションなど、店頭でのプロモーションとの併用はできません。

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。プーマストアで10％OFF！

2020年にコラボした
企業様はこちら

クラブスポンサー様にご協力いただき、会員限定の割引企画などを実施予定！
初回は2020年11月からプーマとのコラボが決定！普段の生活でも楽しさを感じていただける特典です！

スポンサーコラボ企画

カテゴリ／入会金／年会費

入会資格

会員資格：全員が同一住所に居住
登録人数：計２～4名

入会資格

対象の生年月日：2006年4月2日以降
会員資格：小・中学生（未就学児も入会可）

入会資格

※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。

対象の生年月日：2006年4月1日以前
会員資格：高校生以上

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：個人会員
入ればお得！応援以外の楽しみも満載！

（税込）￥3,000

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：ファミリー会員
同じ住所で計4名までパックでお得！

（税込）￥6,000

小・中学生のキミなら迷わずこれ！登録人数：小中学生（未就学児も入会可）1名

年会費：ジュニア会員
小・中学生限定で超お得！

（税込）￥500

入会金：500円（入会初年度のみ発生）※2021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！

商品割引などお得が満載

観戦履歴サービス＆抽選プレゼント

※2020年実施例：「川崎フロンターレ展」での会員限定エリア、
　川崎フロンタ─レクラブ公式カフェ「FRO CAFE」での試合観戦、「FRO AGARI YELL3本セット」
　もしくは「選手サイン入りフロ桶」プレゼントキャンペーン、オンラインファン感謝デー

※一部、割引対象外の席種があります。 ※入場人数制限に応じて、購入上限枚数が変動する可能性があります。
※セブン-イレブンでのチケット発券については2020年11月時点では未定です。

※「ウィズハンド入場行進（選手と手つなぎ入場）・フラッグ掲揚」
　「ウイニングハイタッチ」の実施は状況を見て実施いたします。

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。
また、2021シーズンからは一般前売価格を廃止予定のため、
チケットを安く買うなら後援会入会はマスト！

イベントが楽しめるのは
ホームゲームだけじゃない！
今までにないイベントも。

ホームゲーム開催時のイベント
「ウォーミングアップ見学」「スタジアムウォーク」
など、参加できるのは後援会会員だけ！

試合以外でも楽しめる会員限定イベントチケット会員先行＆割引販売

ホームゲームイベント参加権

観戦履歴がスタジアムでもDAZNのリモートチェックインでも！
抽選でグッズなどプレゼント予定です！

マイページなら選べる！

2020年中の入会・更新者限定

DAZNでの
応援も！

※画像は2020シーズンのものです。

※画像は2020シーズンのものです。

※ジュニア会員は対象外です。

※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。

「シルバー会員」10年以上（2012年以前から）継続して入会している方、
「ゴールド会員」20年以上（2002年以前から）継続して入会している方には
記念ピンバッジを進呈！

会員証に貼ってご利用いただきます。
肌身離さずお持ちください。
2021シーズンの会員特典を受ける際に
必要になるので、2020会員の皆様は必ず貼り替えてください。

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」。
普段は見ることの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。

これが後援会会員の証。
新規入会の方のみ発行いたします。

新シーズンの選手プロフィールや
試合スケジュール、チケット購入など、
後援会をより楽しむための情報が満載！

情報シール会報誌「デルフィーノ」（年6回）

会員証（ICカード）マイフロンターレブック

記念ピンバッジ進呈！

［新規入会特典］

［継続特典］

※2020シーズン実施例：川崎フロンターレオリジナルPITTA MASK

※エコバッグは無くなり次第終了。デザインは変更になる場合があります。
※ジュニア会員は「アズーロ・ネロで使えるグッズクーポン（500円分）」のみとなります。
※「アズーロ・ネロで使えるグッズクーポン（500円分）」は後援会マイページより
　ご利用いただけます。金券としての送付ではございません。

※Jリーグオンラインストアでの限定販売となります。

※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。

おなじみ後援会会員限定ピンバッジにくわえ、
2021シーズンは新たな限定グッズ企画中！

イチオシグッズをいち早く購入できるチャンス！

2021ユニフォームをいち早くゲット！

会員証提示で、オフィシャルショップ「アズーロ・ネロ」での
お買い物が5%OFF！

オフィシャルサプライヤーであるプーマとの
コラボエコバッグをプレゼント！
普段の買い物にも、
もちろん試合にもお供させてください！

限定グッズ販売

グッズ先行販売

選べるグッズ特典

2021ユニフォーム先行販売

「アズーロ・ネロ」グッズ購入5％OFF！

[マイページ限定！]
「アズーロ・ネロで使えるグッズクーポン（500円分）」に
変更できます！

https://www.frontale-city.com/

詳細は後援会マイページへ！

対象店舗はオフィシャルHPをご確認ください。
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※画像は2020シーズンのものです。

※画像は2020シーズンのものです。

※画像は2020シーズンのものです。

NOW
PRINTING

※画像はイメージです。
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