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50Euro
ガソリンクーポン券プレゼント

（イベント期間：2017年10月1日～2017年11月30日まで）

新商品Snowprox S954 SUV  4本お買い上げで
50 Euro のガソリンクーポン券をプレゼント。
お買い上げ後、www.toyo.de/tankgutschein
にご登録ください。
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 フォルトゥナのスポーツ役員と
して、日本人の皆様にご挨拶申
し上げます。私にとって日本と
の関わりは非常に長く、多岐に
渡るものです。かつて私がケル
ン体育大学で指導者養成に従
事していたころ、非常に多くの日
本人の学生たちが私の担当す
るコースを受講してくれていまし
たが、彼らは学ぶことに非常に
熱心であり、そしてとても勤勉だ
ったことを記憶しています。その
中には現在日本サッカー協会
の会長を務めている田島幸三
氏もいましたが、彼とは今も友
人関係が続いていることを非常
に誇りに思っています。
 我々のクラブも日本サッカー界
とは非常に良い友好関係を築
けており、先月にはユースチー

ムが日本で行われたU17のサッ
カー大会へ招待していただき、
日本遠征を行うことができまし
た。また9月初めには私自身も、
日本サッカー協会とドイツサッカ
ー協会の関係性から、サッカー
S級指導者ライセンスの講習会
で講師を務めるために鹿島と東
京を訪れていました。

 これまでにも指導者育成や親
善試合などを通じ、双方にとっ
て数多くの有意義な交流を行っ
てきましたが、今後さらに選手
間や指導者間、クラブ間や協会
間でより密接な関係を構築して
いくことは、どちらのサッカー界
の発展にとっても非常に良いこ
とであることは間違いありませ
ん。

 最後に、これは私の個人的な願
い、というより夢になるかもしれま
せんが、来年の2018年ロシアW
杯の決勝で、日本代表とドイツ代
表が対戦できれば素敵だなと思
っています。

GRUSSWORT

親愛なる日本人社会の皆さまへ
フォルトゥナ・デュッセルドルフスポーツ役員 エリッヒ・ルーテミュラー

Erich Rutemöller, Sportvorstand
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 フォルトゥナ加入後、宇佐美にと
って初の公式戦となったベルリン
戦は、相手チームにFCシャルケか
ら新加入となった内田篤人もメンバ
ー入りした“日本人対決”となったた
め、ESPRITアリーナには多くの日
本人ファンが来場し、日本からも注
目を集める一戦となった。

 試合は開始早々からフォルトゥナ
が主導権を握ると、17分にはコーナ
ーキックからマルセル・ゾボトゥカが
幸先良く先制ゴールを決める。その
後も何度か好機を作りながら安定
した戦いを見せ、フォルトゥナが１点
リードのままハーフタイムを迎える
こととなる。

 後半に入っても試合を優位に進
めていたフォルトゥナだったが、68
分にコーナーキックから失点してし
まう。ウィーミングアップをしながら
このシーンを見ていた宇佐美は、 

「同点ゴールを奪われたとき、オフ
ェンスの選手として、自分にチャン
スが来ると思った。そしてそのチャ
ンスが実際に訪れた」と、心身とも
に準備ができていたことを明かして
いる。そして74分、ESPRITアリーナ
のピッチに立った宇佐美は、その直
後に早速挨拶がわりのミドルシュー
トでベルリンゴールを脅かす。

 ところがゴールは逆サイドに生ま
れることに。こちらも途中投入となっ
たベルリンの内田が、フォルトゥナ
ペナルティーエリア内でパスを受け
ながらターンして中央に鋭いセンタ
リングを上げると、これがオウンゴ
ールを誘発し、ベルリンに逆転ゴー
ルを許してしまう(78分)。

 劣勢に立たされたフォルトゥナだ
ったが84分、ここで宇佐美がチーム
を救う同点ゴールを決める。この
シーンを振り返り、「(スローインさ

れた)ボールがヘディングで繋が
れるかディフェンスにクリアされ
ながら自分のところにこぼれて来
ると思った」と話した宇佐美は、
そのこぼれ球に誰よりも早く反応
し、右足のアウトで技ありのシュ
ートを蹴り込んだ。試合後、「日
頃から徹底してセンタリングから
のシュートをトレーニングしていた
し、だからこそこぼれて来たボー
ルに反応してゴールを決めること
ができた」と、日々のトレーニング
がこの結果に繋がったことを明か
した。

 試合はその後ロスタイムにノイハウ
スが中盤でのボール奪取から決勝
ゴールを決め、フォルトゥナが勝ち
点3点を獲得することに成功。宇佐
美にとっては初出場の試合で初ゴ
ールを記録しただけでなく、大逆転
勝利の原動力になるなど、最高の
デビュー戦となった。

Erster Einsatz, erstes Tor und erster Sieg!
初出場、初ゴール、初勝利！
 8月末に新加入となった宇佐美貴史だが、早速9月10日(日)のウニオン・ベルリン(以下、ベルリン)戦でベ
ンチ入りすると、74分に1-1の状況でフォルトゥナでの初出場を果たす。するとオウンゴールで相手にリ
ードを奪われた直後の84分、ロングスローからのこぼれ球に反応して技ありのゴールを決めることに成
功する。その後チームはフローリアン・ノイハウスの決勝ゴールで大逆転勝利を収めることとなり、宇佐
美にとっては最高のデビュー戦となった。
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 フォルトゥナとパウリの伝統の
一戦、約3万人収容のスタジアム
がソールドアウトとなったこの試
合で、宇佐美が加入後初めてス
ターティングメンバー入りを果た
す。するとキックオフから9分後、
その宇佐美が早速スタジアムの
主役となる。コーナーキックのこ
ぼれ球をニコ・ギーゼルマンが中
央へ蹴り込むと、それをカーン・
アイハンが後方へ折り返す。そこ
で待ち受けていた宇佐美が迷う
ことなく右足を振り抜くと、弾丸の
シュートがパウリゴールに突き刺
さり、幸先良く先制を奪うことに成
功した。

 リードを奪ったフォルトゥナは、
その後も前線から素早いプレス
を掛けるなど積極的なプレーを続
けると、22分にはジョーン・ツィマ

ーからのパスに反応したロウヴェ
ン・ヘニングスが、一度は相手デ
ィフェンスに渡ったボールを素早
く奪い返し、そのまま相手GKを交
わしてパウリゴールネットを揺らし
た。

 フォルトゥナが早い時間に２点
のリードを奪う試合展開となった
が、ここから反撃に出たパウリも
33分、チェンク・シャヒンが中央突
破から豪快なミドルシュートを決
める。1点差に迫られたフォルトゥ
ナだったが、前半終了5分前に再
び決定機を迎える。ユリアン・シャ
ウエルテが右サイドを突破し、鋭
いセンタリングをあげると、そこへ
宇佐美が飛び込んだがこれは惜
しく一歩届かず、このチャンスは
活かしきれない。それでも前半は
そのまま、フォルトゥナの１点リー

ドでハーフタイムを迎えることとな
った。

 後半は立ち上がりからパウリが
攻勢に出る。それでも55分のサ
ミ・アラグイの決定的なヘディング
シュートをGKラファエル・ヴォルフ
が好セーブするなど、失点は許さ
ない。フォルトゥナも59分に先制
点を決めた宇佐美に代えてラマ
ンを途中投入したが、なかなか決
定機は作れない。その後もパウ
リの猛攻を受け続ける時間が続
いたが、ヴォルフのファインセー
ブやシャウエルテがゴールライン
ぎりぎりでクリアを見せるなど、体
を張ったディフェンスを続け、その
まま１点のリードを守りきってタイ
ムアップ。これによりフォルトゥナ
が、アウェーで強敵から貴重な勝
ち点3点を獲得することとなった。

Auswärtssieg mit dem fantastischen Tor von Usami

初先発で豪快ミドル弾！
 フォルトゥナに加入後4試合目となったアウェーでのFCザンクト・パウリ (以下、パウリ) 戦で、初めてスターテ
ィングイレブンに名を連ねた宇佐美。すると早速その起用に応え、キックオフから9分後に豪快なミドルシュ
ートを突き刺すことに成功する。試合はその後、両チーム共に1点ずつ奪い合い、試合は2-1でフォルトゥ
ナに軍配が上がることとなった。



 今シーズンのドイツ杯2回戦で注
目カードの１つとなったフォルト
ゥナとボルシアMGとの“ニーダ
ーラインダービー”は、開始早
々からフォルトゥナが積極的に
攻撃を仕掛ける展開となる。ま
ずは4分、ボルシアMGからフォ
ルトゥナへレンタル中のノイハ
ウスがファーストシュートを放つ
と、23分にはヘニングスからパ
スを受けたツィマーも積極的に
狙っていく。そのツィマーは33

分、ノイハウスからの絶妙なス
ルーパスに抜け出し、再び決定
機を迎えるも、ギリギリで戻った
相手のディフェンスに阻まれ、
絶好のチャンスを逃してしまう。

 一方のボルシアMGも、ドイツ代
表MFラース・シュティンドルを中
心に、高い技術と鋭い攻撃でフ
ォルトゥナゴールを脅かす。しか
しフォルトゥナ守備陣も体を張
ったディフェンスを見せ、失点は

許さない。前半終了間際には、
アンドレ・ホフマンがペナルティ
エリア内で相手選手を倒してし
まうも、これはノーファールの判
定。ヒヤリとするシーンだった
が、これにより前半はスコアレス
のままハーフタイムとなった。

 後半は立ち上がりから両チーム
に１度ずつシュートチャンスが訪
れるも、どちらも得点には結び
つかない。しかし52分、ここまで
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 2017/18シーズンのドイツ杯2回戦で、ブンデスリーガ1部の強豪ボルシア・メンヒェングラッドバッハ(以
下、ボルシアMG)と対戦したフォルトゥナは、前半開始から素晴らしいパフォーマンスを披露し、詰め掛け
た52500人の観客を沸かせた。しかし後半7分、トルガン・アザールにゴールを奪われると、結局これが決
勝点となり、0-1の敗戦により惜しくも3回戦進出のチャンスは逃すこととなった。

ニーダーラインダービーは惜敗。
Fortuna verliert packendes Niederrheinderby

0-1

FORTUNA 
DÜSSELDORF

BORUSSIA 
MÖNCHENGLADBACH



1部の強豪クラブを相手に互角
以上の戦いを見せてきたフォル
トゥナだったが、ついに均衡を破
られてしまう。左サイドからアザ
ールがドリブルで仕掛けると、そ
のまま放たれたシュートはGKヴ
ォルフの体に当たりながら、フォ
ルトゥナゴールへ吸い込まれて
しまう。

 1点のビハインドを負ったフォル
トゥナは68分、ラマンに替えて

宇佐美を投入する。するとその
直後、宇佐美からパスを受けた
ギーゼルマンがペナルティエリ
ア内で倒され、PKを獲得するこ
とに成功。しかし自らキッカーを
務めたギーゼルマンのシュート
は、相手ゴールの左ポストを直
撃してしまう(72分)。

 残りの時間で同点を目指した
フォルトゥナは、前線に長身FW
のエミール・クヨヴィッチも投入

し、ロングボールを何度も蹴り込
むなど、次々にボルシアMGゴ
ールに襲い掛かる。しかし相手
も必死のディフェンスを見せ、ゴ
ールネットを揺らすには至らな
い。そして最後までその牙城を
崩すことができなかったフォルト
ゥナは、タイムアップの笛ととも
に0-1の敗戦となり、これにより
今シーズンのドイツ杯は2回戦
で姿を消すことが決定してしまっ
た。

7
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ドイツ杯 2回戦
フォルトゥナ 0-1 ボルシアMG
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まずは今回の移籍の経緯を教えてくだ
さい。
 (FCアウグスブルクでは)なかなか難し
い立場で、チームの戦力になれていな
いことを感じていた中で、フォルトゥナか
ら声をかけてもらったんです。(フォルトゥ
ナに来た方が)試合に出場するチャンス
はあると思ったし、クラブにも貢献できる
と思ったので移籍する決断をしました。
また、かつてバイエルンでお世話になっ
たペーター・ヘアマンコーチ*がいたこと
も大きかったです(*現在はバイエルンへ
コーチとして復帰)。

移籍に関してはどんな思いだったのでし
ょうか？
 不安などは全くなく、むしろワクワクして
いたというか。子供の頃のクラス替えの
ような感覚ですね。特に奥さんなどにも
相談はしていません。後悔などはしたく
ないので、自分で考えて決めました。

デュッセルドルフという街についての印
象は？
 大都会ではないですが、ケーニクスア
レなどもあって、全体としてとても綺麗な
街ですね。適度に小川などがあったりも
して、家族と暮らすにはとても良いなと
感じています。日本食材店も充実してい
るので本当に有り難いです。その辺は
移籍が決まったとき、奥さんも喜んでく
れていました。

２部リーグについては？
 もちろんクオリティの部分では１部リー
グとは比べられないですが、それでもレ
ベルは高いと思います。若くて良い選手
もたくさんいますし、フィジカル的にタフ
な選手や、個を持った選手もいます。そ
れに２部リーグでも毎試合１、2万人を超
える観客を動員しているのもすごいと思
っています。

体の大きい外国人の中でプレーする上
で気をつけていることは？
 フィジカルや持って生まれた体格の部
分で戦っても勝てないので。彼らと同じ
ことをするのではなく、我々(日本人)が
優れている部分もあるのでそういうとこ
ろを追求して、チームの中でも異質な存
在でいられればとは思っています。

具体的にはどういうことですか？
 例えばちょっとしたボールの置きどころ
を変えることで、相手の勢いを交わした
りいなしたりすることを意識しています。
相手にまともにぶつかられないような
動き方や、ボールの止め方だけでも、
相手のマークを剥がしていくことができ
る。そういう技術的な部分へのこだわり
は、日本にいたときより強くなっていま
す。

今のコンディションはいかがですか？
 (加入当初は)長いこと試合に出ていな
かったですし、自分的にもまだまだ整っ
ていなかったです。チームは好調だった
し、監督からも少し時間をかけながら起
用していくことは言われていました。そう
いう意味でも自分の体と向き合いなが
ら、焦ることなくいいペースでコンディシ
ョンを上げることができています。

さらにパフォーマンスを上げていくに
は？
 練習や試合で自分のクオリティは上が
ってきていると感じていますが、試合勘
やフィーリングというものは試合でしか
補っていけないものなので。加入後、少
なくとも途中交代では試合に出られてい
るので、その中でもっと高めていきたい
ですね。

食事などにこだわっていることはありま
すか？
 良いと言われることは色々と試してきま
した。そういう中でフィーリングがよけれ
ば続けるし、そうでなければ続けない。
でも結局、奥さんの作ってくれる食事
をしっかり食べていれば調子はいいで
すね。もちろんサッカー選手ですし、余
計なものは余分には摂らないようにし
ていますが、食べることは好きなので、
量をコントロールしてうまくやっていま
す。

ドイツ語の方はどうですか？
 私生活の中ではまだ完全に理解できな
いこともありますが、ピッチ上でのドイツ
語はもう問題ないです。サッカーの専門
用語などは大体理解できていると思って
います。

最後にチームの目標と個人的な目標を
教えてください。
 チームとしてはしっかりとこのリーグの
上位をキープしていきたいですし、リー
グの最後に誰もが満足できる結果に繋
がっていれば良いなと思っています。今
のメンバーにはそういう力がありますし、
個人的にはその中で、しっかりとチーム
に貢献できたなという充実感が感じられ
るシーズンになれば良いなと思っていま
す。

今シーズンは背番号33を背負う宇佐美
貴史が、さらなる輝きを放ってくれるに
違いない。そんな活躍を間近で応援す
るために、是非ともESPRITアリーナへ足
を運んでいただきたい。

 幼少期から天才と言われ、25歳にして既に日本代表でも19試合に出場するなど、輝かしいキャリアを持つ
宇佐美貴史が、ブンデスリーガ1部FCアウグスブルクから同2部リーグのフォルトゥナへ新加入した。今回
はこの移籍の経緯や思いなどを本人がじっくりと話してくれた。

宇佐美貴史 Takashi Usami

 Takashi Usami

 背番号： 33

 生年月日： 1992年05月06日

 身長： 178㎝

 体重： 72㎏

 国籍： 日本

 加入年： 2017年

 出身地： 京都

 現住地： デュッセルドルフ
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 フォルトゥナはJJP(日本サッカー
協会とJリーグの協働プログラム)
の趣旨に賛同し、昨年9月にJク
ラブのアカデミーダイレクター研
修を実施したほか、今年はJクラ
ブアカデミー所属(モンテディオ山
形)中村亮太コーチの1年間の受
け入れや、8月にはJクラブアカデ
ミー所属(水戸ホーリーホック)17
歳GK木村豪の10日間の短期留
学など、積極的に日本サッカー
の育成活動に協力をしてきた。こ
ういった関係性から、今年9月に
Jグリーン堺(大阪)で開催された
U17チャレンジカップに招待され
ることとなった。

 この遠征に帯同することとなった
シェーファー会長は、一足早く日
本入りし、日本サッカー協会の田
島幸三会長、Jリーグの村井満チ
ェアマンをそれぞれ訪問し、今回
の招待についての感謝を伝える
とともに、今後も日本サッカーの
発展に協力していくことを確認し
た。また2012年よりフォルトゥナ
のパートナーを務める日立製作
所本社の大森紳一郎専務を訪

問し、今後のさらなる関係性につ
いても話し合った。さらに「デュッ
セルドルフの夕べ」にも出席し、
デュッセルドルフ市トーマス・ガイ
ゼル市長や森田健作千葉県知
事らとともに、多くのデュッセルド
ルフに関わりのある日本企業の
方々と交流する機会を持った。

 ドバイ経由でJグリーン堺のある
大阪に到着したチームは、大会
前には今季より袖スポンサーを
務める東洋タイヤ社の本社(伊丹
市)を表敬訪問し、盛大な歓迎を
受けることとなった。大会では初

戦で横浜Fマリノスに0-3で敗れ
たものの、第２戦では徳島ヴォ
ルティスに2-0の勝利を収めたフ
ォルトゥナ。第３戦目ではグアダ
ラハラと激闘の末、0-2で黒星を
喫するも、最後は宇佐美貴史を
育てた日本の名門クラブの一つ
であるガンバ大阪と対戦し、3-1
の勝利を収めて有終の美を飾っ
た。

試合結果:
横浜Fマリノス 3-0 F95 / 徳島ヴ
ォルティス 0-2 F95 / グアダラハ
ラ 2-0 F95 / ガンバ大阪 1-3 F95

Sehr erfolgreiche Japan-Reise
フォルトゥナ日本遠征は大成功。
 今年の9月、Jリーグ主催のU17サッカー大会への招待を受け、フォルトゥナのユースチームが日本遠征を
実施した。この遠征にはロベルト・シェーファー会長やフランク・シェーファーアカデミーダイレクターらも帯
同。多くの日本サッカー関係者と親交を深めただけでなく、日頃からサポートを受けている日系スポンサー
の本社訪問なども行なった。

©J.LEAGUE
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 大阪での大会を終えたチーム
は、そこから新幹線に乗り込み、
一路東京へ移動。目的は日立製
作所がメインスポンサーを務める
柏レイソルのU17チームと親善試
合を行うためだったが、その前に
選手たちは東京観光へ。大阪で
は唯一大阪城を観光しただけだ
ったが、東京では渋谷や東京タ
ワー、浅草などで自由時間を過
ごし、思い思いのお土産を探すな
ど、日本を満喫した。 

 デュッセルドルフ市と千葉県は
2005年からパートナーシップを
結んでおり、これまでにも様々
な国際交流を行なってきた。そ
んな中今回は、フォルトゥナの
ユースチームがデュッセルドル
フの代表として、千葉県に本拠
地を置く柏レイソルと対戦する
機会を得ることとなった。
 
 試合は柏レイソルのトレーニ
ング施設で行われ、千葉県サッ

カー協会の福永廣幸副会長ら
も熱視線を送る中、激しい点の
奪い合いになるも最終的にはフ
ォルトゥナが3-4で敗れる結果と
なった。しかし、結果以上にどち
らのチームにとっても、素晴らし
い国際交流の機会になったこと
は間違いない。そして９日間に
及んだ日本遠征は無事に全て
の行程が終了となり、掛け替え
のない経験と思い出を胸に、選
手たちは日本を後にした。
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三宅海斗 (U23チーム所属)
 ドイツ4部リーグに所属するフ
ォルトゥナU23チームにとって、
今季の嬉しいサプライズとなっ
ているのが、この夏に新加入し
たMF三宅海斗(20歳)である。 
「語学をもっと勉強し、ドイツ語
の理解度がもっと増せば、さら
にプレーの可能性が広がるは
ずだ」と、タシュキン・アクソイ監
督も期待を寄せている。無尽蔵
の体力と鋭いドリブルを武器に
ピッチを縦横無尽に駆け回って
おり、すでに２得点を決めるな
どチームへの貢献度も高い。昨
年の全国高校サッカー選手権
大会で優勝を経験したサイドア
タッカーは、ドイツの激しいサッ
カーの中で、着実な成長を見せ
ている。

橋本峻弥 (U23チーム所属)
 U23チームで３シーズン目を迎
えているFW橋本峻弥(22歳)は、
このチームの中ではエースとし
ての自覚を持ち、若い選手たち
をリードする存在でもある。一方
で、U23チームの試合には毎週
トップチームで出場機会の少な
い若い数選手が出場するという
クラブ事情もあり、ジョーカー的
な起用も少なくない。それでも
今シーズンもすでに４得点を記
録しており、しっかりと点取り屋
としての実力を証明している。
体こそそんなに大きくないが、ド
イツ人ディフェンダーを背負って
も動じない技術の高さは、監督
やチームメートも絶大な信頼を
寄せている。

次世代を担う若き侍たち
Unsere japanischen Talente
 フォルトゥナのトップチームには、宇佐美貴史の他にも20歳の金城ジャスティン俊樹が所属している。ブ
ンデスリーガ２部ではなかなか出場機会に恵まれない若きゲームメーカーだが、23歳以下の選手で構成
させているU23チームで、同チーム所属の三宅海斗と橋本峻弥らとともに、日々ドイツ４部リーグで切磋
琢磨を続けている。

KAITO MIYAKE

SHUNYA HASHIMOTO



japan.f95.de

13JAPAN-TRIO

金城ジャスティン俊樹 (トップチーム所属)

 今シーズンのフォルトゥナは、昨シ
ーズンのチームをベースに新た
な補強を行ったことで、一層選手
層が厚くなっている。そんなトップ
チームに所属するMF金城ジャス
ティン俊樹は、シーズン立ち上げ
時期に怪我のために出遅れたこ
ともあり、これまでテストマッチ以
外の出場機会には恵まれていな

いが、それでも他の若い選手ら
とともに毎週末、U23チームで出
場経験を積んでいる。本来は中
盤の底でゲームをコントロールす
るポジションを得意とする金城だ
が、チーム状況に合わせて右サ
イドDFや両サイドハーフも経験
するなど、プレーの幅を広げてい
る。

JUSTIN TOSHIKI KINJO

Die Heimspiele der U23
フォルトゥナU23ホーム試合予定:

節 日時 対戦相手

19 12月02日(土) SG Wattenscheid 09

21 12月16日(土) * Borussia Mönchengladbach U23

23 02月24日(土) * SV Rödinghausen

25 03月10日(土) * Alemannia Aachen

27 03月24日(土) * TuS Erndtebrück

28 03月31日(土) * SC Wiedenbrück

30 04月14日(土) * Wuppertaler SV

32 04月28日(土) * 1. FC Köln U23

34 05月13日(土) * Rot-Weiss Essen

フォルトゥナU23チームホーム試合会場:
パウル・ヤネス・スターディオンPaul-Janes-Stadion
Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf

*正確な日時は未決定のため、フォルトゥナHPなどで確認してください。

 今シーズンのU23チームでは、金
城から三宅を経由し、橋本がゴー
ルを狙う。そんな日本人トリオの
コンビネーションを見ることができ
る。日本ではまだ大学生の年齢で
ある彼らだが、サッカーの本場ドイ
ツで日々成長するために戦いを続
けている。そんな若き侍たちの動
向にも、是非とも注目していただ
きたい 。
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 “日本ストリート”と表現されるイ
ンマーマンシュトラーセ(Immer-
mannstraße)にあるミーアンドオー
ルホテルデュッセルドルフで、9月
7日(木)の夕方に長蛇の列ができて
いた。その主役はこの夏にフォルト
ゥナに新加入することとなった、日
本を代表するストライカーの宇佐美
貴史(25歳)だ。この週末に行われ
たウニオン・ベルリン戦でフォルトゥ
ナでのデビューを飾り、初得点も決
め、大逆転勝利に貢献することとな
った宇佐美だが、その3日前にデュ
ッセルドルフに暮らす7000人を超え
る日本人のために、サイン会を開
催することとなったのだ。
 当日はスタートする１時間前から
徐々に人が集まり始めると、開場

となった17:00にはすでにホテルの
外には長蛇の列が出現。ホテル
ロビー横のスペースでは、宇佐美
の名前と背番号の入ったユニフォ
ームの販売も行ったほか、週末の
ベルリン戦のチケット販売も実施
した。
 地元のメディアも取り上げたこの
大フィーバーの中心で、宇佐美は
丁寧にサイン入りのカードを渡し、
希望者とは一人一人写真撮影に
も応じていた。中には小さな赤ち
ゃんを抱えたお母さんらの姿もあ
ったが、宇佐美自身が幼い子供
を持つ父親であることから、積極
的に声を掛け、ときには赤ちゃん
を抱っこするなど、サイン会は終
始和やかな雰囲気に。予定時間

を大幅に延長し、３時間を超える
大サイン会となってしまったが、最
後の一人まできちんと対応した姿
は、まさにプロフェッショナルその
ものだった。
 なおこの日のユニフォームの販
売を担当したスタッフが「フォルトゥ
ナで開催したサイン会でこんなに
ユニフォームが売れたことは記憶
にない」と言う言葉の通り、子供用
サイズは売り切れが続出するな
ど、クラブにとっては嬉しい悲鳴と
なった。その3日後のESPRITアリ
ーナで、この宇佐美サイン入りユ
ニフォームを着た多くの日本人ら
が、彼のデビュー戦初ゴールの目
撃者となったことは、言うまでもな
い。

宇佐美サイン会は大盛況。
Usamis Autogrammstunde mit langer Schlange
 この夏にフォルトゥナへレンタル加入した宇佐美貴史。そこで移籍決定から約1週間後の9月7日(木)に、
ミーアンドオールホテルデュッセルドルフで急遽サイン会を開催することとなったが、当日は多くの日本人
ファンが来場して大盛況となった。
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DBシェンカーは、DB(ドイツ鉄道)グループの輸送・ロジスティクス部門を担う総合 物流企業です。 
日本では西濃シェンカー株式会社として１９６４年よりサービスを 提供しております。 

デュッセルドルフ支店・ジャパンディビジョンでは、カスタマーサービス、セールスにつきまして日本人スタッフが対応させていただいております。

Save tons
of .2CO  通関業務

 展示会/見本市
 海外引越

Schenker-Seino Co., Ltd.

DB Schenker is a part of the Transport and Logistics Division of Deutsche Bahn AG and providing integrated logistics services. 
Schenker-Seino Co., Ltd has been active in the Japanese market since 1964 and is your leading logistic partner. 

お問い合わせ, Branch Office Duesseldorf, Japan Division
Wanheimerstrasse 61, 40472 Duesseldorf, Germany, Phone +49 211 9074-346, Fax +49 211 9074-146 
japan-division.germany@dbschenker.com, www.dbschenker.com/de, www.schenker-seino.co.jp

 倉庫保管業務                                                                
 ドイツ及びヨーロッパ内陸上輸送
 国際プロジェクト

サービスのご案内
 航空貨物                                
 海上貨物                                
 ロジスティクス＆サプライチェーンマネジメント  

 Customs Clearance
 Fairs/Events
 Household Removals

 Warehouse and Inventory Management
 Land Transportation in Germany and Europe
 Project Services

Service Range:
 Air Freight
 Ocean Freight
 Contract Logistics/SCM
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THE FUTURE IS OPEN 
TO SUGGESTIONS

WITH ROBOTICS,WITH ROBOTICS,WITH ROBOTICS,

ロボティクスがいま、空想の世界を飛びだして、現実の世界で
新しい可能性を切り拓いています。IoTプラットフォームとつながる
日立のロボットは、リアルタイムデータへのアクセスや相互に
情報共有を行うことで、人に寄り添い、より豊かなくらしに貢献します。
ともに、新しい明日をつくっていくために。

social-innovation.hitachi

HIT_MGZ_ROBO_JPN_fortuna_H297mmxW210mm


