
株式会社ゼルビア 

2016FC町田ゼルビア 
「Ｚ劇場パフォーマー」募集要項 



お申し込み概要 

■はじめに 

FC町田ゼルビアでは、ホームゲーム（主催試合）開催時に野津田公園中央第一駐車場に開園
されるゼルビーランド内に設置するステージでのパフォーマンスを実施いただけるパフォー
マーを募集しております。 
ライブ演奏、ダンス、マジック、漫談など、試合前のゼルビーランドを盛り上げ、ご来場の
皆さまに喜んでていただける内容であれば、個人、団体問わず広くご応募が可能です。 
FC町田ゼルビアを、そして町田を盛り上げるために、パフォーマンスをしたい！という方は
ぜひご応募下さい。 
※お申し込みはご出演を確約するものではございません。 
 審査などの結果、ご出演をお断りさせていただく場合がございますので、 
 予めご了承下さい。 

■ご出演応募方法 

参加募集要項（本紙）をよくご確認の上、ご応募下さい。ご出演を希望される方は、当クラ
ブ指定のエントリーシートにご記入の上、貴殿もしくは貴グループの資料（PR資料・パ
フォーマンスを収めた映像素材など）と共に、下記住所宛にご郵送もしくはメールにてご送
信下さい。ご出演の決定は、エントリーをいただいたパフォーマーの中から、クラブ内にて
選考し、後日通知させていただきます。 
尚、ご提出いただいた資料の返却はいたしません。予めご了承下さい。 
※電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えでき兼ねますので、予めご了承下さい。 

■ご提出資料一覧 

項目 内容 

エントリーシート かならず全項目ご記入の上、ご応募下さい。 

パフォーマンス映像素材 演じるご予定のパフォーマンスを収めたものをお送り
下さい。 

個人・グループのPR資料（任意） PR資料などございましたら、併せてお送り下さい。 

〒195-0062 町田市大蔵町550 
株式会社ゼルビア「Ｚ劇場パフォーマー」応募係 
TEL：042-735-6050 
MAIL：info@zelvia.jp 
※メールの場合は件名に【「Z劇場パフォーマー」応募】とご明記下さい。 

mailto:info@zelvia.jp


ご出演概要 

■ご出演場所 

〒195-0063 町田市野津田町2035「野津田公園」 
ゼルビーランド内・Ｚ劇場及びステージ前スペース 

■ご出演時間 

試合開始2時間00分前～30分前のうち 
ご希望の時間（1時間30分のうち、2ステージ程度） 

■ご出演環境 

◆ステージ：ご用意いたします。サイズについては別途ご相談とさせていただきます。 
◆ステージ前スペース：観客用のベンチをご用意致しております。 
◆ＭＣ：Ｚ劇場専属のＭＣが当日おります。 
◆音響環境：ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本 
◆音源：CDにてご手配下さい。 
 ※MD、携帯型デジタル音楽プレイヤーなどはご利用いただけません。 
◆控室：ステージ裏にテントを1張りご用意致します。 
 ※控室につきましては、パフォーマンス終了後すみやかにご退出下さい。 
 ※音響のオペレーターなどが必要な方は別途費用にて対応致しますのでご相談下さい。 

■報酬 

ご出演料・交通費などの支給はございません。 
ご出演者様分のホーム自由席観戦チケット（当日のみ有効）をご用意致しますで、ご出演終
了後ご利用下さい。 

■その他 

◆ステージ上および周辺での自らの活動の宣伝については、ご出演決定後に弊クラブの規定
に沿って調整させていただきます。 
◆弊クラブのルールに従っていただけない場合、ご出演決定後であっても出演をご遠慮いた
だく場合がございます。 
◆試合当日、申請いただいた内容と著しく異なるパフォーマンスを行った場合や、弊クラブ
の方針に著しく反するパフォーマンスを行った場合には、当日であってもパフォーマンスを
中止させていただく場合がございます。 



お申し込みからご出演まで 

■エントリー 

エントリーシートにご記入の上、必要書類を添えて郵送もしくはメールに
て弊クラブまでご提出下さい。 
なお、ご提出いただいた資料は返却致しませんので、予めご理解の上、ご
了承の程宜しくお願い致します。 
※PRできる資料などもございましたら同封いただけますと幸いです。 

■選考 

ご提出いただいたエントリーシートを基に、クラブ内にてご出演者を選考
致します。 
※選考に関するお問い合わせにはお答えでき兼ねますのでご了承下さい。 

■ご出演者決定 

ご出演決定後は、試合当日に向けた打ち合わせを実施させていただきます。 

■試合当日 
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町田とのつながりがあればお書きください。（町田在住、町田出身、元町田市民、町田を拠点に活動など）

※FC町田ゼルビアホームページ、告知チラシなどの宣伝物に使用させて頂く場合がございます。

ふりがな

代表者氏名
生年月日 年　　　　月　　　　日

搬入用車両　　　　　台

２０１６ＦＣ町田ゼルビア「Ｚ劇場パフォーマー」エントリーシート
記入日　　　　年　　　　月　　　　日

ふりがな

パフォーマー名

参加人数
出演者　　　　　人

車両など
スタッフ用車両　　　台

関係者　　　　　人

住所
〒　　　－

連絡先
TEL(携帯可)

MAIL ＠

パフォーマンス

内容

演目（曲目）など 所要時間 備考

　　　月　　　日（　　）　FC町田ゼルビア　VS（　　　　　　　　　　）

第三希望 　　　月　　　日（　　）　FC町田ゼルビア　VS（　　　　　　　　　　）

ステージ配置図（俯瞰図）・・・椅子・机・マイク等のご希望があればご記入下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご出演者・楽器・譜面台・アンプなどの配置もご記入下さい。

紹介用コメント（グループの活動実績・経歴・プロフィール・メンバー紹介などを中心にお書き下さい）

※FC町田ゼルビアホームページ、告知チラシなどの宣伝物に使用させて頂く場合がございます。

FC町田ゼルビア使用欄

日程希望

第一希望 　　　月　　　日（　　）　FC町田ゼルビア　VS（　　　　　　　　　　）

第二希望



2016試合日程表 

1 2月28日 日 14:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ セレッソ大阪 町田

2 3月6日 日 17:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 京都サンガF.C. 町田

4 3月20日 日 16:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ツエーゲン金沢 町田

6 4月3日 日 13:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 北海道コンサドーレ札幌 町田

9 4月23日 土 13:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ V・ファーレン長崎 町田

11 5月3日 火祝 15:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ FC岐阜 町田

13 5月15日 日 16:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ギラヴァンツ北九州 町田

16 6月4日 土 16:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 徳島ヴォルティス 町田

17 6月8日 水 19:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 清水エスパルス 町田

19 6月19日 日 18:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 愛媛FC 町田

22 7月10日 日 18:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ モンテディオ山形 町田

23 7月16日 土 18:30 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ジェフユナイテッド千葉 町田

25 7月24日 日 19:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 水戸ホーリーホック 町田

27 8月7日 日 19:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ レノファ山口FC 町田

30 8月21日 日 19:00 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ザスパクサツ群馬 町田

31 9月11日 日 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 横浜FC 町田

34 10月2日 日 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 東京ヴェルディ 町田

36 10月16日 日 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ロアッソ熊本 町田

38 10月30日 日 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ カマタマーレ讃岐 町田

39 11月3日 木祝 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ ファジアーノ岡山 町田

41 11月12日 土 未定 ＦＣ町田ゼルビア ｖｓ 松本山雅FC 町田

スタジアム節 開催日 曜日 キックオフ 対戦カード


