
■26（フロ）周年記念特別企画「LDH JAPAN」×「川崎フロンターレ」 

8/31 鳥栖「川崎市制記念試合」実施のお知らせ 

 

 

 

川崎が誇るスーパースター西城秀樹さんが旅立たれて、早 4 年。 

「川崎を盛り上げたい」との想いで、2000 年からほぼ毎年「ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」に出演してくだ

さった西城秀樹さん。ご逝去の後は芸能界デビュー時から秀樹さんと親交があったものまね王「コロッケ」さ

んに継承いただきました。 

 

しかし、今年は 26（フロ）周年のアニバーサリーイヤー。 

秀樹さんの名曲を引き継いだ LDH JAPAN 所属「GENERATIONSパフォーマー・中務裕太さん」が来場! 

事前プロモーション動画では、中村憲剛 FRO との対談からダンスレッスンまでを放映し、26周年に相応しい”

超”豪華な市制記念試合に花を添えます。 

 

さぁ、記念すべき 26 周年のスペシャルな夜。突然の延期、企画再編成、観戦スケジュールの組みなおしなん

て“ゆううつなど、吹き飛ばして”皆さんで踊りましょう! 



 

©アースコーポレーション 

 

対象試合 
2022 年 8 月 31 日（水）19:00 キックオフ 

明治安田生命 J1 リーグ第 20 節 vs サガン鳥栖 

イ ベ ン ト 

実施時間 
同日 15:30～18:30 、選手紹介：18:40 頃～ 始球式：18:52 頃～ ハーフタイムショー：19:50 頃～ 

イ ベ ン ト 

実施場所 

等々力陸上競技場及び周辺イベント広場 

（川崎市中原区等々力 1-1） 

※JR南武線・横須賀線、東急東横線・目黒線「武蔵小杉駅」下車徒歩 20 分、東急東横線・目黒線

「新丸子駅」下車徒歩 15 分、JR 南武線「武蔵中原駅」下車徒歩 15 分 

（ご注意ください：東急大井町線「等々力駅」下車ではございません。東京都世田谷区の等々力で

はなく、川崎市中原区の等々力です。） 

注意 

※スタジアム内で開催される「中務裕太さん始球式」、「コロッケさん 26 周年特別演出」

「GENERATIONS 中務裕太ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」のご観覧には、当日の「川崎フロンターレ

vs サガン鳥栖」観戦チケットが必要となります。 

 

■観戦チケットを“早く、安く購入できる”川崎フロンターレ後援会入会はこちら 

 

 



 

（URL: https://www.frontale.co.jp/fanclub/） 

 

■観戦チケット購入についてはこちら 

8/31 鳥栖「チケット販売」のお知らせ 

（URL：https://www.frontale.co.jp/info/2022/0801_8.html） 

 

◇チケフロ（J リーグチケット）にて先着販売 

 
（URL: https://www.jleague-ticket.jp/club/kf/） 

※チケットの購入には J リーグ ID の登録（無料）・ログインが必要です。 

【J リーグ ID とは】（リンク：https://www.jleague.jp/special/jleague_id/index.html） 

【J リーグ ID ご利用ガイド】（リンク：https://auth.jleague.jp/contents/guide.html） 

 

◇販売スケジュール 

後援会会員先行販売：8/10（水）～ 

一般販売：8/17（水）～ 

 

■コロッケさん 26 周年特別演出「モノマネ選手紹介読み上げ」に登場! 

開催時間 18:40～（予定） 

開催場所 等々力陸上競技場内  

https://www.frontale.co.jp/fanclub/
https://www.frontale.co.jp/info/2022/0801_8.htm
https://www.jleague-ticket.jp/club/kf/
https://www.jleague.jp/special/jleague_id/index.html
https://www.jleague.jp/special/jleague_id/index.html
https://login.jleague.jp/contents/guide.html
https://auth.jleague.jp/contents/guide.html


内容 

 

Ⓒファインステージ 

今年もコロッケさんの来場が決定! 

26 周年の特別演出は「モノマネ選手紹介読み上げ」を実施します! 

まだ、誰も見たことのない選手紹介をぜひお楽しみに! 

※ご覧いただくには「観戦チケット」が必要となります。 

 

■LDH JAPAN 所属 GENERATIONS 中務裕太 始球式開催! 

＜事前告知動画＞ 

 

①26TIME 

サムネイル表示（リンク：https://www.youtube.com/watch?v=BBqVkn1t-F0&t=164s） 

フロンターレにゆかりのある人物とゲストによる 26 分間ノーカット対談番組。 

初回は中村憲剛 FRO と GENERATIONSの中務裕太さんが登場。知られざる関係とビッグな企画の予兆も⁉︎ 

 

②始球式練習 

サムネイル表示（リンク：https://www.youtube.com/watch?v=vJFnU2dd89A&t=415s） 

前回川崎フロンターレの対談企画「26TIME」に出演し、早くもその次の企画が実現…！ 

中村憲剛さんによるサッカー特別練習！ 

今回なぜ特別練習を行うことになったのか…？ 

この配信を見ると明らかに…！ 

夢のような時間に中務さんの反応は…!? 

 

③ダンス練習 

サムネイル表示（リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Lr0G3oN7c6w&t=31s） 

26TIME(フロタイム)での何気ない一言から始まったこの企画。 

https://www.youtube.com/watch?v=BBqVkn1t-F0&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=vJFnU2dd89A&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=Lr0G3oN7c6w&t=31s


前回の第 2弾では、中村憲剛 FROが GENERATIONS 中務裕太さんにサッカーをレクチャー！ 

そこでなんと中務さんが 8/31(水)市制記念試合で「始球式」を務めることが決定！ 

さらに第 3弾となる今回は、中務さんが前回のお礼にと FRO にダンスをレクチャー！ 

初めてのダンスに驚く FRO…。しかも最後には驚きの提案もあり… 

 

さらに続々とコラボ動画を公開予定! 

ぜひ試合当日までにご覧ください！ 

 

開催時間 18:50～（予定） 

開催場所 等々力陸上競技場内  

内容 

【LDH JAPAN】 

 

EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS/GENERATIONS らが所属する芸能事務所 

 

【GENERATIONS from EXILE TRIBE】 

 

2012 年 11 月「BRAVE IT OUT」でデビュー。 

「NHK 紅白歌合戦」に 3年連続で出場。  

レギュラー番組 日本テレビ「1 分入魂」、ABEMA「GENERATIONS 高校 TV」など、バラエ

ティにも幅を広げる。 

現在、約 2年振りとなる単独ツアー 「GENERATIONS LIVE TOUR 2022 “WONDER SQUARE”」

を開催中。 



 

【中務裕太】 

 

GENERATIONS from EXILE TRIBE のパフォーマー。 

EXPG STUDIOのスーパーバイザーを務めるなど、ダンススキルだけでなく、ダンスに賭

ける情熱も高いメンバー。 

俳優としては、昨年公開の映画「HiGH&LOW THE WORST」に初出演を果たし、2020 年 2

月には BOOK ACT「芸人交換日記」で朗読劇にも初挑戦。 アーティストだけでなく、俳

優にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。 

 

数年前から中村憲剛 FRO と親交のあった GENERATIONS 中務裕太さんが始球式に参戦! 

さぁ、華麗なゴールとセレブレーションは決まるのでしょうか! 

※ご覧いただくには「観戦チケット」が必要となります。 

 

■GENERATIONS 中務裕太によるハーフタイム Y.M.C.A.ショー! 

開催時間 19:50～（予定） 

開催場所 等々力陸上競技場内  

内容 

 

 

西城秀樹さんの名曲「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」を『Y.M.C.A.』としてカバーしている中

務裕太さん所属の GENERATIONS。 

今年の「ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」は GENERATIONS 仕様の”超”豪華バージョン

でお届けします! 



 

そしてここで終わらないのが、26周年のフロンターレ。 

「事前プロモーション動画・始球式練習」後には中務さんの提案により

GENERATIONS.ver の「Y.M.C.A.」をケンゴにレクチャーすることに。 

 

戸惑いながらも練習に参加するバンディエラ。 

そして中務さんから発せられた「憲剛さんも当日踊りましょうよ!」の提案。 

超豪華な「ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」に中村憲剛 FRO の参加が決定しました! 

 

26 周年特別 ver の「ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」をお楽しみに! 

※ご覧いただくには「観戦チケット」が必要となります。 

 

■オリジナルコラボブンブンフラッグ来場者配布‼ 

来場者に「LDH JAPAN」×「川崎フロンターレ」オリジナルブンブンフラッグ配布! 

 

 

LDH JAPAN さまとのタイアップを記念して、今年の市制記念試合限定のオリジナルブンブンフラッグの配布が

決定! 

GENERATIONSとフロンターレの応援アイテムに共通していた「フラッグ」を作成し、配布いたします! 

フラッグで等々力を青く染め、「ハーフタイム Y.M.C.A.ショー」で盛り上がりましょう！ 

※数に限りがございます。予めご了承ください。 

 

配布場所 B ゲート、7番ゲート、10 番ゲート、13 番ゲート 

※先行入場時のみ 8 番ゲートでも配布 

協賛 東急株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社 

 

■川崎ブレイブサンダースマスコット「ロウル」来場! 



 

©KAWASAKI BRAVE THUNDERS 

 

川崎市制記念試合ということで、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE（B リーグ）」から同じ川崎市

を拠点に活動するプロスポーツクラブ、川崎ブレイブサンダースのマスコット「ロウル」が来場! 

B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2021-22で No.1 に輝いたロウルを存分にお楽しみください! 

 

登場場所 等々力陸上競技場内トラック上 

登場時間 ハーフタイム時 

 

 

■26 周年市制記念試合 ver! 「等々力スーパー”ヒデキ”ッズランド」開催!! 

イケメンダンクが「Y.M.C.A.」バージョンで登場!! 

イベント終盤には色当て大抽選会も開催します!! 

26 周年の市制記念試合を彩る特別仕様をぜひお楽しみください。 

また、当イベントにご参加いただくにはお客様のマスクの着用が必須になりますのでご協力をお願いいたしま

す。 

 

場所 「フロンパーク」 

開催時間 15:30～18:30 

料金 2022 年川崎フロンターレ後援会会員:100 円／一般:200 円 

※一度に購入できる参加券の上限は、各種 1枚ずつまで 

※色当て大抽選会は参加無料 

対象・参加方法 ◇アトラクション 

対象:どなたでも参加可能 

参加方法:参加券販売ブースで参加券を購入(15:00～販売開始、随時受付) 

 

◇色当て大抽選会 

対象:小学 6年生までのお子様、先着 50 名 

参加方法:参加券販売ブースにて整理券を受け取り(15:00～配布開始、随時受付) 



アトラクション ◇参加賞 

2022 川崎フロンターレトレーディングカード 

(サイン入り含む) 

※なくなり次第、配布終了となります 

 

 

◇当日のアトラクション 

 

内容 ファンタジスタ   

時間 ① 15:30～16:30 

② 16:30～17:30 

③ 17:30～18:00 

※色当て大抽選会開催のため、上記の時間で終了となります。 

※受付の締切は混雑状況で早まる可能性があります。 

参加人数 各回先着 100 名（③のみ 50 名） 

ルール ・1 人 3 回チャレンジ 

・的に向けてシュートを決めよう!! 

・記録に応じて配布トレカの枚数が変わります。 

 



 

 

内容 イケメンダンク ～ゆうたとケンゴは仲良し ver～ 

時間 ① 15:30～16:30 

② 16:30～17:30 

③ 17:30～18:30 

※受付の締切は混雑状況で早まる可能性があります。 

参加人数 各回先着 100 名 

ルール ・1 人 3 球チャレンジ 

・ボールを投げてゴールを目指そう!! 

・ゴール数によって配布トレカの枚数が変わります。 
 

色当て大抽選会 小学生限定!!豪華景品が当たる色当て抽選会を開催します。 

ファンタジスタ実施スペースにて、18:10 頃～スタート予定です。 

 

※景品内容については掲示物を当日ご確認ください。 

内容 色当て大抽選会 

時間 18:10 頃開始予定 

対象 小学 6 年生までのお子様 

参加人数 先着 50 名 

抽選方法 「青」・「黄」どちらのカラーボールが箱から出てくるのか予想し、

実際に箱から出たボールの色が的中したら残り、参加者が賞品数



と同じ人数になるまで続けます。 

時間の都合上、スタッフとのじゃんけんで決める場合もございま

す。 

注意 ・事前に整理券を入手していただく必要がございます。（無料）

整理券の配布は 15:00～参加券販売ブースにて開始します。 

・小さいなお子様の付き添いは 1 名様までは可能とさせていただ

きますが、別々での行動はできません。 
 

ICON パスマシーン

（パスタブ） 

6m 

 

2.5m 

 

 

■対象 

どなたでも参加可能 

※未就学児など小さいお子様も参加可能ですが、ボールを蹴ることが難しい場合は光っ

たパネルをタッチするだけでも十分お楽しみいただけます! 

 

■ルール 

40 秒間で青く光ったパネルに何回ボールを当てられるか。 

※青色、黄色の光がパネルに点灯します。青色のパネルにボールを当てて、黄色のパネ

ルは次に青色に光るパネルとなります。 

 

■参加方法 

ICON パスマシーンブース（パスタブ）にて参加料金をお支払いください。 

 

■料金 



後援会会員：400 円 

一般：500 円 

 

■景品 

【6m の場合】 

1～10 点 トレカ 1 枚 

11～20 点 トレカ 2 枚 

21～29 点 トレカ 3 枚 

30 点以上 サイン入りグッズ 

※サイン入りグッズは無くなり次第終了 

 

【2.5m の場合】 

1～15 点 トレカ 1 枚 

16～30 点 トレカ 2 枚 

31～39 点 トレカ 3 枚 

40 点以上 サイン入りグッズ 

※サイン入りグッズは無くなり次第終了 

※サイン入りグッズは試合当日、ご自身で持ち帰ることが可能な方のみとなります。 

（サイン入りグッズの郵送などの対応はいたしかねます） 

※サイン入りグッズは展示品や使用後の商品が一部あります。キズや汚れがある場合が

ありますので、ご了承ください。 

 

■その他 

・運用上の安全を確保するため、雨天時、強風など悪天候時には、急遽中止する場合が

ございます。 

・景品は変更になる場合がござまいます。 

LOTTE ブース 

 

今シーズンも LOTTE 雪見だいふくけん玉チャレンジを実施します!! 

結果次第ではLOTTE商品の雪見だいふくや複数個のガムをゲットできるチャンスがあり

ます!!チャレンジに失敗しても、参加していただいた方には必ずガム 1 つををプレゼン

ト!!そしてなんと!!剣先に刺されば雪見だいふくをお一つプレゼントいたします!! 

 

また同ブース内にてけん玉チャレンジの必要がない、ガムの配布場所を設置します。当

配布場所ではお一人様 1 回 1 個までの配布となりますのでご了承ください。 

 

※LOTTE 商品、雪見だいふくは無くなり次第、配布終了となります。 

 



 

内容 LOTTE 雪見だいふくけん玉チャレンジ 

時間 15:30～18:30 

その他 ・参加無料 

・お一人様 1 回までの参加とさせていただきます。 

・けん玉の結果に応じてガムの配布個数が変わります。 

・けん玉チャレンジの必要がない方は、スタッフにお声がけくだ

さい。お 1人様 1 個の配布となりますのでご了承ください。 
 

  

音楽エンターテイ

ンメント 

  

内容 洗足学園音楽大学による演奏 

時間 未定 

・定刻に数分演奏を行います 

その他 ・クラブとして、洗足音楽大学・大学院演奏会における新型コロ

ナウイルス感染症拡大予防ガイドライン（案）を参考とし、楽器

をこまめに消毒する、演奏者間の距離を取る、演奏者の管理徹底、

実施演目の調整、以上の点に留意して演奏実施いたします。 

 

PDF リンク掲載 
 

 

◇当イベントの運営に関して 

当イベントの運営 スタッフの対応 ・スタッフのマスク常時着用 



に関しまして ・スタッフのこまめな手洗い、うがい、手指の消毒 

・消毒液を使用したこまめな机、イス等の消毒 

・接客時のお客様とのソーシャルディスタンス 

・金銭や参加整理券の手渡し禁止 

・受付に飛沫感染防止用ビニールカーテン設置 

お客様へのお願

い 

・当イベントに参加される方のマスクの着用を必須といたしま

す。 

・お客様同士の距離を保つご協力をお願いいたします。 

・当イベントの各ブースにアルコール消毒液を設置していますの

でご利用ください。 

・体調が優れない方、風邪のような症状や不安を感じているお客

様は、イベントへのご参加をお控えいただきますようお願いいた

します。 

・飛沫感染防止のため、フロンパーク内の BGM の音量はいつもよ

り少し小さめですので、大きな声を出す行為はお控えください。 

・熱中症予防のため、こまめに水分補給をお取りください。 
 

 

■お問い合わせ 

川崎フロンターレ 

TEL: 0570-000-565 

受付時間：平日 10:00～18:00（土日祝およびホームゲーム等の翌月曜休み） 

 

 


