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ミッション
Mission

ビジョン
Vision

バリュー
Value

［Challenge］ 困難と常識に立ち向かうこと
［Togetherness］ 皆といっしょに作りあげること

［Hospitality］ 共に喜びを分かち合うこと
［Entertainment］ ユーモアと話題性で皆を驚かせること

市民・地域に愛され、親しまれ、誇りとなるクラブ

スポーツの力で、人を、この街を、もっと笑顔に

“FOOTBALL TOGETHER” は、すべての人と共に歩む私たちの信念

川崎市営等々力陸上競技場

フロンタウンさぎぬま

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

麻生区

麻生グラウンド

富士通スタジアム川崎

川崎フロンターレ事務所

高津区高津区

宮前区宮前区宮前区 アズーロ・ネロ／フロカフェ

川崎フロンターレ後援会事務所

〒211-0005 川崎市中原区新丸子町1008-2
●公式グッズショップ／公式カフェ

〒213-0013 川崎市高津区末長4-8-52

〒216-0005 川崎市宮前区土橋3-1-1
●フットサルコート 〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-1-9

〒215-0023 川崎市麻生区片平1517-10
●トップチーム練習場

〒211-0052 川崎市中原区等々力1-1
●川崎フロンターレ  ホームスタジアム

CLUB PROFILE   川崎フロンターレ クラブプロフィール

⃝名 称：株式会社 川崎フロンターレ

⃝所在地：〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長4-8-52

⃝ホームタウン：神奈川県川崎市

⃝ホームスタジアム：川崎市営等々力陸上競技場

⃝収容人数：26,827人

⃝設　立：1996年11月21日

⃝クラブの拠点：

24,158人
ファミリー会員

18,000人
個人会員

3,808人
ジュニア会員

年代ごとの内訳 男女の内訳

川崎市内の区別会員数／人口比 地域別会員 BEST10
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾


市区町村名 会員数（人）

川崎市
横浜市
大田区
世田谷区
品川区
町田市
相模原市
目黒区
練馬区
杉並区

26,104
4,032
1,693
1,348

528
478
428
369
292
282

1,693人
231,607人

会員

人口

川崎区

（137人にひとり）

3,168人
234,528人

会員

人口

宮前区

（74人にひとり）

4,616人
234,706人

会員

人口

高津区

（51人にひとり）

2,621人
170,873人

会員

人口

幸区

（65人にひとり）

2,228人
181,194人

会員

人口

麻生区

（81人にひとり）

2,324人
223,456人

会員

人口

多摩区

（96人にひとり）

9,454人
264,795人

会員

人口

中原区

（28人にひとり）

45,966人会員数
合計

2020年度：44,600人

26,104人
1,541,159人

会員

人口

川崎市 計

（59人にひとり）

【2021シーズンの会員数内訳（2021シーズン最終）】

赤ちゃんから
人生の大先輩まで

入会してるヨ!

0歳～9歳
8% 3,892人

10歳～19歳
16% 7,428人

20歳～29歳
14% 6,212人

30歳～39歳
14% 6,523人

40歳～49歳
22% 10,202人

50歳～59歳
17% 8,038人

60歳以上
8% 3,656人

不明

0% 15人

男性

女性
0%
64人

63% 
29,157人

36%
16,745人

不明
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川崎フロンターレ 2022 サポートカンパニー協賛内容一覧
ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 備考

ヤンフロ
川崎フロンターレのアカデミー・スク
ール生専門誌「ヤンフロ通信」に広
告を掲出します。

ヤンフロ100 1,000,000 円

ヤンフロ40 400,000 円

ヤンフロ20 200,000 円

エコ
川崎フロンターレのホームゲームや
地域イベントにて、貴社名やロゴ入
りのうちわを配布します。

エコ40 400,000円 2,000枚

エコ30 300,000円 1,500枚

エコ20 200,000円 1,000枚

応援のぼり
川崎フロンターレのホームゲーム時
に貴社名やロゴ入りののぼりを掲出
します。

応援のぼり（15試合） 900,000 円

応援のぼり（10試合） 600,000 円

応援のぼり（5試合） 300,000 円

アカデミーサポート
川崎フロンターレアカデミーの海外
遠征等の費用に使用させていただき
ます。

アカデミーサポート50 500,000 円

アカデミーサポート30 300,000 円

アカデミーサポート10 100,000 円

ウエットティッシュ
NEW

スタジアム等で貴社名やロゴ入りの
ウェットティッシュを配布します。

ウェットティッシュ 200,000 円 1,000個

応援ポスター
応援ポスター広告エリアに貴社名・ロ
ゴ等を掲載いたします。貴社店舗、
オフィス等にご掲出ください。 応援ポスター 100,000円 20枚

ポケットティッシュ
駅等で貴社名やロゴ入りのポケット
ティッシュを配布します。

ポケットティッシュ 100,000 円 2,000個

クラブ応援
ロゴマーク、エンブレム等を使用い
ただけます。

クラブ応援 60,000 円

チケット
全席種２席以上、１席単位でのご購
入となります。

メインSS指定 123,500 円 1席

バックSS指定 100,000 円 1席

バックS指定 90,000 円 1席

SA指定 67,000 円 1席

ホームA自由 60,000 円 1席

オプション
※サポートカンパニーにご協賛いただいた
お客様のみ適用可能となります

川崎フロンターレ応援店舗検索webサイト
「フロンターレシティ」掲載 5,000円

※別途消費税がかかります。

KAWASAKI FRONTALE

SUPPORT COMPANY
MAIN SS, BACK SS, BACK S, SA, HOME A
at Todoroki Stadium

MAIN SS, BACK SS, BACK S, SA, HOME A

KAWASAKI FRONTALE

SUPPORT COMPANY
MAIN SS, BACK SS, BACK S, SA, HOME A
at Todoroki Stadium

KAWASAKI FRONTALE

SUPPORT COMPANY
MAIN SS, BACK SS, BACK S, SA, HOME A

KAWASAKI FRONTALE

SUPPORT COMPANY
MAIN SS, BACK SS, BACK S, SA, HOME A
at Todoroki Stadium

復活！！



ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 広告枠 広告サイズ

ヤンフロ100 1,000,000円 川崎フロンターレ
アカデミー通信

通称「ヤンフロ通信」
年12回発行／年間35万部以上発行

縦13.5cm×幅11.5cm

ヤンフロ40 400,000円 縦5.3cm×幅11.5cm

ヤンフロ20 200,000円 縦2.5cm×幅11.5cm
※別途消費税がかかります。※ シーズン途中でのデザイン変更は別途費用がかかります。※広告の制作費は含まれておりません。完全データをご提供ください。

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 配布商品 配布数量 広告サイズ

エコ40 400,000円
フロンターレオリジナル

エコうちわ

2,000枚 縦3.5cm
×

幅17cm
エコ30 300,000円 1,500枚 

エコ20 200,000円 1,000枚
※別途消費税がかかります。※エコうちわ配布対象イベントはクラブで決定させていただきます。

2022 サポートカンパニー ご協賛内容

［ヤンフロ］

［エコ］

川崎フロンターレのアカデミー（育成組織）やスクール生専門誌「ヤンフロ通信」に広告を掲出することで貴社名の露出だけで
なくフロンターレの未来を背負って立つ子ども達の夢を一緒に育んでみませんか。アカデミー生だけでなく保護者、関係者にも
PR可能です。

お申し込み期限：2022年2月末日

川崎フロンターレのホームゲームや地域イベントの際、各カテゴリーに応じた枚数のエコ
うちわを夏限定で配布し、フロンターレサポーターに貴社がエコロジー活動を通じて社会
貢献活動を行なっていることをPRします。
※2022シーズンより、天然素材である竹製のうちわに変更となります。

広告
サイズ

イメージ

アカデミー
100

広告

アカデミー
40

広告

アカデミー
20

広告

川崎フロンターレアカデミー通信　通称「ヤンフロ通信」

社名ロゴ等

オモテ ウラ

フロンターレオリジナルエコうちわデザイン

※デザインは
　2020年の
　ものです。

川崎フロンターレオリジナル

エコ証書データ発行

KAWASAKI FRONTALE  2022 SUPPORT COMPANY



オリジナルペナント

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 限定特典

アカデミーサポート50 500,000円

オリジナルペナント1枚アカデミーサポート30 300,000円

アカデミーサポート10 100,000円

※別途消費税がかかります。　※デザインは2020年のものです。

［アカデミーサポート］
育成年代から「世界を知る」ということをテーマに、
本サポートで集まった資金を主にアカデミーの海外
遠征費用のために使用させていただきます。その他、
食事環境、栄養指導、体調管理等に関する費用にも
使用させていただきます。

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 掲出本数 のぼり
サイズ

広告
サイズ

受付
企業数

応援のぼり（15試合） 900,000円

1本
60cm

×
180cm

60cm
×

30cm
15社応援のぼり（10試合） 600,000円

応援のぼり（5試合） 300,000円

※別途消費税がかかります。※掲出試合、掲出位置はクラブにて決定させていただきます。

［応援のぼり］
川崎フロンターレのホームゲーム時に等々力陸上競技場周辺にのぼりを設置し、スタジアム周辺を
青く染めます。
のぼり下部広告エリアに貴社名・ロゴ等を掲載することで、来場するファン・サポーターにPRが可能
です。

お申し込み期限：2022年6月末日

2021年ホームゲーム掲出時

社名ロゴ等

※デザインは
　2021年のものです



社名ロゴ等
社名ロゴ等

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 配布数量

ウェットティッシュ 200,000円 1,000個
※別途消費税がかかります。
※デザインはイメージです。

［ウエットティッシュ］ NEW
スタジアム等で貴社名やロゴ入りのウェットティッシュを配布し
ます。

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 配布数量

応援ポスター 10 100,000円 20枚
ポスターサイズ

B2サイズ：縦728mm×幅515mm
※別途消費税がかかります。
※デザインは「応援ポスター」オリジナルデザインとなります。

［応援ポスター］
応援ポスター広告エリアに貴社名・ロゴ等を掲載いたします。貴社
店舗、オフィス等にご掲出ください。

社名ロゴ等

社名ロゴ等
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［ポケットティッシュ］
スタジアム等で貴社名やロゴ入りのポケットティッシュを配布します。

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜） 配布数量 広告サイズ 受付企業数

ポケットティッシュ 100,000円 2,000個 67.5mm×8mm 限定9社
※別途消費税がかかります。　※デザインは2021年のものです。※配布時期、配布場所はクラブにて決定させていただきます。
※状況により街頭での配布を実施できない可能性がございます。

社名ロゴ等

お申し込み期限：2022年7月末日

ご協賛カテゴリー名 価格（税抜）

クラブ応援 60,000円

※別途消費税がかかります。
※受付企業数に制限はありません。

［クラブ応援］
ロゴマーク、エンブレム、キャラクター使用権、またステー
トメント使用権をご活用いただき、川崎フロンターレの
サポートカンパニーとして、広くPRすることが可能です。
名刺、HP、広報印刷物等に使用可能です。
※販売商品などへの使用はできません。



2022 サポートカンパニー ご協賛内容と特典

SA指定

SA指定

バックS指定 バックS指定バックSS指定

ホームA自由

メインSS指定

［チケット］

注意事項

再販記念プレゼント

対象試合

払戻しについて

価格表 席割図

席種 価格（税抜）／席

指定席

メインSS指定（1席） 123,500 円
バックSS指定（1席） 100,000 円
バックS指定（1席） 90,000 円
SA指定（1席） 67,000円

自由席
or

指定席
ホームA自由（1席） 60,000 円

※ホームA自由は2022シーズン初めは指定席として運用を予定しておりますが新
型コロナウイルス感染状況によってはシーズン途中で自由席運用に変更する可
能性がございます。

収容制限が上限 1 万人時の場合、シーズンチケットの運用ができないため、該当試合数分の金額をシーズン終了後にまとめて払
戻しさせていただく予定です。

払戻1試合単価（税抜）
メインSS指定 6,862 円
バックSS指定 5,556 円
バックS指定 5,000 円
SA指定 3,723円
ホームA自由 3,334 円

※払戻対象試合において有観客で試合開催が出来る場合は、サポートカンパニー［チケット］ご協賛企業様限定で観戦チケット先
行販売をご案内させていただく予定です。

払戻価格＝払戻１試合単価×払戻試合数
例）メインSS指定２席を２試合分払い戻す場合
メインSS指定（１席）123,500円（税抜）÷18試合＝6,862円（税抜）／試合
6,862円（税抜） ×２試合＝13,724円×２席＝27,448円（税抜）
※1試合単価は小数点以下切り上げ。 

等々力陸上競技場で開催される川崎フロンターレ公式戦の年間観戦チケットです。社内の福利
厚生やお取引様へのプレゼントとして活用したい法人様にオススメです。ぜひ等々力陸上競技
場で、選手たちの気迫溢れるプレーをお楽しみください。

⃝座席指定のご希望はお応えすることができません。
⃝販売数量に達し次第、ご案内を終了いたしますので予めご了承ください。
⃝来場者が新型コロナウイルスの感染あるいは新型コロナウイルス感染者との濃

厚接触が思料される場合、保健所等の第三者機関に新型コロナウイルス感染拡
大対策防止の観点から、必要最小限度の範囲で個人情報を提供する場合がござ
います。そのため法人様にて必ず「観戦される方の氏名、年齢、性別、電話番
号、メールアドレス、チケットの席種・席番」の情報を管理していただきます
ようお願い申しあげます。

⃝スタジアム設置のサーモグラフィー等で体温37.5度以上であることが判明し
たお客様は入場をお断りいたします。その際チケット代金並びに会場までの交
通費等の返金には応じかねます。自粛により会場へご来場されない場合も同様
の対応となります。

⃝観戦ルールは川崎フロンターレオフィシャルHPにてご確認ください。

2020年2月以降ご案内出来なかった法人様の年間チケットがやっと販売出来る
ことになりました！再販を心待ちにしてくださり、この度［チケット］カテゴリー
をご購入いただく企業様には「サポートカンパニー様限定オリジナルデ
ザインタオルマフラー」（完全非売品）を再販記念として1社につき2枚プレ
ゼントいたします。日常でもスタジアムでも使いやすいデザインを制作中です！

Ｊ１リーグ17試合+ＪリーグYBCルヴァンカップ準々決勝1試合＝18試合

祝！復活！！

※2022年4月頃送付予定です。

※�全席種 2席以上 1席単位でのご購入となります。
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サポートカンパニー
をご購入いただいた
お客様は+5,000円

（税抜）でフロンター
レ 応 援 店 舗 検 索
Webサイト『フロン
ターレシティ』に会社
情報を掲載すること
が可能です。

●オプション●　フロンターレシティ掲載 5,000円
（
税
抜
）

※
画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

2022サポートカンパニーご契約期間／ 2022年2月1日〜2023年1月31日 ※すべての特典は契約期間内
有効となります。

サポートカンパニーの各カテゴリー共通特典、こんなにあります！
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PPORT

COMPANY 2022
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川崎フロンターレオフィシャルホームページへ社名掲載し、貴社
ホームページへリンクします。
https://www.frontale.co.jp/sponsors/

SU
PPORT

COMPANY 2022
3

スポンサー企業で作成する、広報印刷物にご使用いただけます。
※販売商品などへの使用はできません。※公序良俗に反する使用はできません。

ホームゲーム開催時毎回、スタジアム入場ゲート前に立てる看板
に貴社名を掲載します。継続的なPRが可能となります。
※カテゴリーによりパネルの大きさが一部異なります。

入場口パネル社名掲載 スポンサーステートメント
使用権

ステッカー進呈

ポスター進呈

スポンサー限定選手激励会

ホームページへ社名掲載

ロゴマーク・エンブレム・
キャラクター使用権

「○○は、川崎フロンターレを応援しています!」のスポンサー・ス
テートメントを使用できます。
※販売商品などへの使用はできません。※公序良俗に反する使用はできません。

サポートカンパニーの証しであるステッカー
を進呈します。 ※見本は2021年のものです。

川崎フロンターレの試合スケジュールポスターを進呈します。

サポートカンパニーの皆様も参加が可能なプレミアム会を開催。
スポンサー同士のビジネスチャンスの場としても可能性がありま
す。（選手・監督参加予定）
※本激励会への申込権利は１社につき１つのみとなります。
※状況によりオンラインでの開催や実施できない可能性がございます。



【サポートカンパニー規約】
このサポートカンパニー規約（以下「本規約」という）は、川崎フロンターレ

の 2022 年シーズンのサポートカンパニーの取扱条件を定めるものである。申
込者（以下「甲」という。）は、本規約に同意のうえ、株式会社川崎フロンターレ（以
下「乙」という。）とサポートカンパニー契約（以下「本契約」という。）を締結
する。
１．定義

サポートカンパニーとは、川崎フロンターレの活動に共感し、本契約条件で
ご協賛いただく法人をいう。
２．契約の成立

⑴　甲は、乙が指定した申込方法により、乙が指定した期日内に、2022 年シー
ズンにおける川崎フロンターレのサポートカンパニーとなる契約の申込みを
行うものとする。

⑵　乙が指定した申込方法からの受注連絡をもって、契約が成立したものとす
る。

３．代金の支払い
甲は、乙が発行する請求書に記載された期日までに、乙が指定する銀行口座

への振り込む方法により、サポートカンパニー代金を支払うものとする。振込
手数料は甲の負担とする。
４．有効期間

本契約の（有効）契約期間は、第２項の契約が成立した日から 2023 年１
月 31 日までとする。
５．甲に付与される特典

⑴　乙のホームゲームの開催時、スタジアム入場ゲート前に立てる看板に甲の
法人名を掲載すること。

⑵　乙のオフィシャルホームページに甲の法人名を掲載すること。
⑶　乙の事前の承諾のうえ、甲の作成する広報印刷物、名刺、ホームページに、

乙のロゴマーク、エンブレムおよびキャラクターを使用すること。
⑷　甲が、前項の有効期間中、「川崎フロンターレを応援しています」および「川

崎フロンターレのサポートカンパニーです」と表明すること。
⑸　サポートカンパニーである旨のステッカーを甲に進呈し、甲が掲示するこ

と。
⑹　乙の試合スケジュールポスターを、甲に進呈すること。
⑺　乙が開催する選手激励会に参加する権利。
６．禁止行為

甲は、次の各号に定める行為を実施することができない。
①　乙の事前の承諾なく、本契約に基づき乙から提供されたグッズおよび特典

を、第三者に転売または使用すること
②　乙の事前の承諾なく、乙の所属選手の肖像、ロゴマークおよびエンブレム

を使用すること
７．届出義務

⑴　甲は、申込の際の住所、電話番号等、登録情報に変更があった際は、乙に
対して速やかに変更を届け出なければならない。

⑵　甲が⑴の変更があったにもかかわらず届出を怠った場合、乙は、お届け物
の遅延、再送等、甲が届出を怠ったことに起因して生じるすべての責任およ
び義務を負わないものとする。

８．秘密情報
甲は、乙から秘密である旨明示して開示された業務上の秘密を第三者に提供、

開示、漏洩してはならない。
９．個人情報

⑴　乙は、甲からお預かりした個人情報を、以下の目的で使用することができ
るものとする。
①　本契約に係る発送関連業務（請求書、郵便物を含むがこれに限らない）
②　本契約に基づくイベントやキャンペーン等のご案内
③　川崎フロンターレの情報のメール配信
④　マーケティングデータの調査、統計および分析
⑤　有事の際の緊急連絡

⑵　乙は、甲および甲から提供された個人情報を、以下の場合、第三者に対し
て開示することができるものとする。
①　甲の同意がある場合

②　裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士、またはこれらに準じた権限を
有する機関から開示を求められた場合

③　乙が行う業務を第三者に委託する場合
10．解除

⑴　乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙の判断により、何
らの通知・催告を要せずただちに本契約を解除することができる。
①　甲の手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
②　甲に差押え、仮差押えもしくは競売の申し立てがあったとき、または公

租公課の滞納処分を受けたとき
③　甲に破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民

事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあっ
たとき、または甲が清算に入ったとき

④　その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生し
たとき

⑤　甲が解散または本契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第
三者に譲渡しようとしたとき

⑥　甲が監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業
しようとしたとき

⑦　次項に定めるに定める表明・保証に反する事実があったとき、または、
確約に反する行為があったとき

⑵　乙は、甲の責に帰すべき事由により本契約に基づく債務が履行されず、甲
へ相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なおその期間内に履行し
ないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、当
該期間を経過したときにおける債務の不履行が、本契約及び取引上の社会通
念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

⑶　甲は、本項⑴各号のいずれかに該当したとき、または前項に定める催告を
しても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する
一切の金銭債務をただちに弁済するものとする。

11．損害賠償
乙は、本契約に基づく債務を履行しないことにより甲に損害を与えた場合、

損害額等について協議の上、本契約に基づく甲の支払金額を限度として、本契
約の解除の有無にかかわらず、甲に対して、通常の直接損害を賠償するものと
する。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が予見す
べきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、
賠償の責任を負わないものとする。

12．不可抗力
天災地変（新型コロナウイルス感染症を含む）、ストライキ、戦争、暴動、

法令の改廃、公権力による命令処分等により本契約に基づく乙の義務が実施さ
れなかった場合等、乙の責にも帰すことができない事由に起因する本契約の債
務不履行については、何らの責任も負わないものとする。

13．乙の責任
乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく乙の義務が実施されなかったと

きは、サポートカンパニー料のうち実施されなかった部分に相当する額を、甲
乙の協議の上算出し、これを乙は甲に返還するものとする。

14．反社会的勢力の排除
⑴　甲は、自らまたはその役員（名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を

執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいう）お
よび従業員（事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか
またはそれを代行する者をいう）が、反社会的勢力等に該当せず今後も該当
しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たない
ことを表明し、保証する。

⑵　甲は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に記載する行為を行わな
いことを乙に対して確約する。
①　詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
②　違法行為または不当要求行為
③　業務を妨害する行為
④　名誉や信用等を毀損する行為
⑤　前各号に準ずる行為

15．規約の変更
乙は、変更内容および変更の時期を周知することにより、本規約を変更する

ことができるものとする。
以　　上

2022サポートカンパニー［チケット］特約
この 2022 サポートカンパニー［チケット］特約（以下「本特約」という）は、

川崎フロンターレの 2022 年シーズンのサポートカンパニーの特約として、そ
の取扱条件を定めるものである。

甲は、サポートカンパニー規約および本特約に同意のうえ、乙とサポートカン
パニー契約（以下「本契約」という。）を締結する。なお、本特約に記載なき事
項はサポートカンパニー規約に基づくものとし、規定の内容が重複する場合本特
約が優先する。
第１条　［チケット］カテゴリーの定義および対象試合

１．サポートカンパニー［チケット］は、2022 年シーズンにおける乙が主
催する明治安田生命Ｊ１リーグ１７試合および YBC ルヴァンカップ準々決
勝１試合の合計１８試合（以下「対象試合」という）を対象とする。

２．乙は、乙の合理的な制御を超える事由によって本特約上の義務を履行でき
ない場合には責任を負わないものとする。かかる事由は、天災地変（新型コ
ロナウイルス感染症を含む）、ストライキ、戦争、暴動、法令の改廃、公権
力による命令処分等を含み、これらに限られない。

第２条　［チケット］カテゴリーに与えられる権利
１．甲は、予め乙から指定された座席で対象試合を観戦する権利を有する。
２．以下のいずれか、または、前条第２項の事由により前項の権利を行使でき

ないと乙が判断した場合、乙は速やかに事前にご登録いただいた甲のご担当
者様にメールにてご連絡するものとし、第４条に基づき、甲に対して代金の
一部の払戻しを実施する。
①　無観客試合
②　2 万人未満の上限が設定された試合

第３条　［チケット］カテゴリーの禁止事項
１．甲は、対象試合を観戦する権利を、第三者に売却することができない。

第４条　［チケット］カテゴリーの払戻し
１．第 2 条第 2 項の場合、乙が発行したパンフレットに記載の 1 試合あたり

の払戻額に払戻対象試合数をかけた金額（小数点以下の端数が発生した場合
は切り上げるものとする）を、払い戻しすることとする。この場合の振込手
数料は乙の負担とする。

２．乙は、前項により払戻しをする場合、払戻対象試合数分をまとめて、対象
試合終了後 2 か月以内に指定口座へ返金するものとする。

３．本特約に定める事項以外の払戻しは行わないものとする。
以　　上

2022 サポートカンパニー 規約／［チケット］特約

KAWASAKI FRONTALE  2022 SUPPORT COMPANY



川崎フロンターレ 2022サポートカンパニー お申込み用紙
川崎フロンターレ 営業部 宛

⃝お申込みカテゴリーと口数 申し込み口数と合計金額をご記入のうえ、e-mail、FAXにてお申し込みください。

ご協賛カテゴリー名 価格①（税抜） 申込口数② 金額（①×②）

ヤンフロ
ヤンフロ100 1,000,000 円 円
ヤンフロ40 400,000 円 円
ヤンフロ20 200,000 円 円

エコ
エコ40 400,000円 円
エコ30 300,000円 円
エコ20 200,000円 円

応援のぼり
応援のぼり（15試合） 900,000 円 円
応援のぼり（10試合） 600,000 円 円
応援のぼり（5試合） 300,000 円 円

アカデミーサポート
アカデミーサポート50 500,000 円 円
アカデミーサポート30 300,000 円 円
アカデミーサポート10 100,000 円 円

ウエットティッシュ NEW ウエットティッシュ 200,000 円 円

応援ポスター 応援ポスター 100,000 円 円
ポケットティッシュ ポケットティッシュ 100,000 円 円
クラブ応援 クラブ応援 60,000 円 円

チケット   復活！！

メインSS指定（１席） 123,500円 円
バックSS指定（１席） 100,000円 円
バックS指定（１席） 90,000円 円
SA指定（１席） 67,000円 円
ホームA自由（１席） 60,000円 円

オプション
川崎フロンターレ応援店舗検索webサイト

「フロンターレシティ」掲載 ※サポートカンパニーをご購入いただ
いたお客様のみの適用となります。

5,000円 円

合計金額 円
※別途消費税がかかります。

前ページの【サポートカンパニー規約】に　　同意する　・　同意しない　　※〇をつけてください。

⃝お客様情報 ※は必須です。
フリガナ※

社　名※

住　所※ 〒

電　話※ FAX

担当部署・役職※ URL

担当者※ 申込日 　　年　　　月　　　日

E-mail※ 支払条件 　　　日締め　　　日支払い（　　　日サイト）

支払方法※ 銀行振込・その他（　　　　　　　　　　） 支払日 　　年　　　月　　　日

備考欄

株式会社 川崎フロンターレ 営業部 宛　TEL. 044-813-8982  FAX. 044-813-8619
⃝サポートカンパニーのお問い合わせ

e-mail: partner@frontale.co.jp






