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 私はフォルトゥナ・デュッセルドル
フのマーケティング役員に就任し
てからの数ヶ月で、このクラブとこ
の街の日本人コミュニティが素晴
らしい関係性を構築しているという
ことを強く感じました。そして今後
は、皆様との信頼関係を強めてい
くだけでなく、そこから共に新しい
ものを作り上げていくことができれ
ばと願っております。

 その良い例として、ある我々のパ
ートナーとの特別な関係性をご紹
介させていただきます。来たるFC
バイエルン・ミュンヘン戦にて、デ
ュッセルドルフ出身のロックバン
ド“DIE TOTEN HOSEN”との特別コ 
ラボレーションユニフォームを着用
したいというアイディアを実現する
ために、我々の腕スポンサーであ
るTOYO TIRESに相談をさせていた
だいたところ、一切の難色を示す

ことなく、逆に快くこの試合での腕
の広告スペースを提供してくださっ
たのです。この件についてはこの場
を借りて、改めてTOYO TIRESに感
謝させていただきます！

 また、我々のプレミアムパートナ
ーでもあるHITACHIとも、長期に渡
る素晴らしいパートナーシップを
続けてきております。今年の10
月に行われたFSVマインツ05戦
へJリーグの関係者が視察に訪
れた際には、我々の日系パート
ナー企業の方々も招待したイベ
ントを企画したのですが、日系パ
ートナーを代表して同社の小掠
義之社長が、フォルトゥナと日本
コミュニティの繋がりについての
スピーチを行ってくださいました。
このことについても、大変感謝をし
ております。余談ですが、試合も
1-0で勝利できたので、皆様が幸

運をもたらしてくださったと思って
おります。

 こういった経験だけではなく、日
本人社会の皆様に我々のブンデ
スリーガでの戦いを観に来ていた
だくことができれば、それは我々に
とってこの上ない喜びでございま
す。これからも多くの強豪クラブと
対戦することになりますが、是非と
も応援よろしくお願いいたします。
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ロウヴェン・ヘニングスが11試合で9得点
Torjäger Hennings trifft neunmal in elf Spielen

 フォルトゥナのエース、ロウヴェン・ヘニングスが絶好調だ。開幕からの11試合で9ゴールを記録するなど、
現在ブンデスリーガの得点ランキングでも3位にランクインしている。チームは開幕戦勝利後、引き分けを
含む6試合で勝利から見放されるも、そこからラインダービーに勝利するなど4試合で2勝1分1敗と徐々に
調子を上げている。

Bremen 1-3 F95
F95 1-3 Leverkusen
Frankfurt 2-1 F95
F95 1-1 Wolfsburg
Borussia MG 2-1 F95
F95 1-2 Freiburg
Hertha 3-1 F95
F95 1-0 Mainz
Paderborn 0-2 F95
F95 2-0 1.FC Köln
Schalke 3-3 F95
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 2019/20シーズンの開幕戦は、ア
ウェーにてSVヴェルダー・ブレー
メンに3-1で快勝し、好スタートを
切ったフォルトゥナ。しかしホーム
開幕戦となったバイヤー・レヴァ
ークーゼン戦では、前半に3失点
するなど、苦しい試合内容となり
黒星に(1-3)。そこからはアイン
トラハト・フランクフルト戦(1-2)、 
VfLヴォルフスブルク戦(1-1)、ボ
ルシア・メンヒェングラートバッハ
戦(1-2)、SCフライブルク戦(1-2)、 
ヘルタ・ベルリン戦(1-3)と、5試合
連続で先制に成功するも、そのう
ち4試合で逆転負けを喫するとい

う、ディフェンスに課題が残る試
合結果が続いてしまった。

 それでも第8節の1.FSVマイン
ツ戦では、相手に退場者も出たこ
とで数的優位となり、ようやく先制
ゴールを守り切ることに成功。1-0
で今季2勝目を挙げることとなっ
た。これで勢いに乗りたいフォルト
ゥナだったが、第9節SCパーダー
ボルン戦では今季初めて得点を奪
うことができず。逆に2失点を許し、
最下位に沈む昇格クラブに今季初
勝利をプレゼントする結果となって
しまう(0-2)。

 それでも迎えたホームでの1.FC
ケルンとのラインダービーでは、5
万人を超える大観衆が見守る
中、フォルトゥナが2得点を挙げ
て完勝を収めることに(0-2)。続く
アウェーでのFCシャルケ04へ自
信を持って乗り込むと、この一戦
では相手に三度のリードを奪わ
れるも、その度にヘニングスが
同点ゴールを奪ってみせ、驚異
の粘りを見せたフォルトゥナが、
勝ち点1点を奪うことに成功した
(3-3)。
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ラインダービーに勝利！
 ドイツでは伝統のダービーの一つでもあるフォルトゥナと1.FCケルンのラインダービーが、約22年振りにブ
ンデスリーガ1部で実現した。51500人が詰めかけ、ソールドアウトとなったメルキュア・シュピール・アリー
ナでの大一番は、ロウヴェン・ヘニングスのPKで先制すると、後半にはエリック・トミーが電光石火のカウン
ターから追加点を決め、2-0でフォルトゥナが完勝する結果となった。

DERBYSIEGER!
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Fortuna Düsseldorf 2-0 1.FC Köln
 フォルトゥナと1.FCケルンの間
で行われるラインダービーは、
ドイツでも伝統的な一戦として
注目を集めるが、ブンデスリー
ガ1部で対戦するのは1997年
以来、約22年振りとなった。4
日 前 に は ド イ ツ 杯 2 回 戦 が 行
われ、2-1の逆転勝利で3回戦
進出を決めたフォルトゥナに対
し、1.FCケルンはドイツ4部リー
グクラブに2-3で敗れた後の試
合となっていた。

 すでに3週間前にはソールドア
ウトとなるなど、どちらのクラブ

のファンにとっても待ち望んだ
一戦は、開始から11分、まずは
ジモン・テロ―デが危険なヘデ
ィングシュートでフォルトゥナゴ
ールを脅かす。一方、ホームの
フォルトゥナも、ヘニングスがポ
ストを直撃するヘディングシュー
トで応戦するが(25分)、どちらも
ゴールには至らない。それでも
38分、アルフレッド・モラレスが
相手陣内で倒されてPKを獲得
すると、ヘニングスが落ち着い
てゴールネットを揺らし、1点の
リードで前半を折り返すこととな
る。

 後半に入るとケルンが立て続け
に同点のチャンスを掴むも、守
護神ザック・シュテッフェンの好
セーブなどもあり、失点は許さな
い。すると61分、相手コーナー
キックのこぼれ球を拾ったカー
ン・アイハンが前線へロングフィ
ード。これに反応して飛び出した
トミーは、追走してきた相手ディ
フェンスを巧みに交わし、右足
でゴール。結局これが決勝点と
なり、フォルトゥナがラインダー
ビーに勝利すると共に、貴重な
今季3勝目を挙げることに成功
した。
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24 / Zack Steffen
ザック・シュテッフェン
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Zack Steffen

まずはどんな気持ちでダービー
マッチに挑んだかな？
　メンタルとフィジカルの両面で激
しい戦いになることはわかってい
たけど、この週はチーム全体で良
い練習ができていたし、カップ戦
にも勝利して雰囲気も良かったか
ら、自信はあったね。当日はサポ
ーターが最高の雰囲気を作ってく
れたことも、僕らの背中を押して
くれたよ。どんな相手であっても、
ホームで勝ち点は与えたくないか
らね。それがダービーマッチとな
れば尚更だし、この試合で良い
内容で勝利したことはさらに自信
にもなったし、次にも繋がると思
う。

では、デュッセルドルフという街に
ついて。
 デュッセルドルフというとても良い
街でプレーできてラッキーだよ。
大きな街だし、食事も美味しくて
人も優しいし、できることがたくさ
んあって退屈しない街だね。周辺
の街はまだチェックできてないけ
ど、行きたい街はもうリストアップ
してるよ。

ドイツとアメリカでの生活の違い
は？
 ドイツの生活スタイルはアメリカ
とは全然違うね。でも一番難しい
ことは、まだこの街には友人が少
ないことかな。もちろんチームメ
ートはみんなナイスガイだけど、
サッカーから離れる時間も大事に
してるんだ。だから近郊の街に住
む友人が遊びに来たり、彼らを訪
問することでリフレッシュしている
よ。

ドイツ語は勉強してるかな？
 僕を含めた新加入の選手はみん
な、クラブが用意してくれるドイツ
語レッスンで勉強してるよ。でもド

イツ語はやっぱり難しいね。ただ
わからないことは、チームメートら
がサポートしてくれるから助かっ
ているよ。

フォルトゥナに加入した決め手
は？
 僕のようなまだ無名な若手選手
にとって、ブンデスリーガという世
界のトップリーグで試合に出場す
るチャンスがあること、そして自分
を成長させることができる環境が
整っていたことかな。ルッツ(スポ
ーツ役員)が僕を評価してくれて、
獲得に尽力してくれたことも自信
になったし、ここでチームのため
に全力でプレーして、より良い選
手になれたらと思っているよ。

ドイツ挑戦は2回目だよね。
 そうだね。前回フライブルグに加
入したときは19歳だったし、プロ
になって間もなかったから試合に
も出られなかった。でも今は試合
に出場する機会も増えて、ブンデ
スリーガでの経験も積んでいる
し、自分の置かれている立ち位
置も責任も違うね。

ではアメリカ代表について。
 僕たちアメリカ代表は比較的若
いチームで、経験不足がときにパ
フォーマンスに反映されることも
あるけど、選手はみんな向上心
が強いし、そのために多くの試合
をこなして、ときには失敗からしっ
かりと学ぶ必要もあると思う。もち
ろんフォルトゥナのチームメートで
あるアルフレッド(・モラレス)と、代
表チームで一緒にプレーできるこ
とは嬉しいことだよ。

今のチームの目標を教えてくれる
かな？
 まずはブンデスリーガ1部に残留
するために、チーム一丸となって

多くの勝ち点を獲得すること。そ
してみんなでお互いを高め合って
いきたいね。

では個人的な目標は？
 そんなに具体的にはないけど、
今はここで1試合1試合にしっかり
と出場してステップアップしていく
ことだね。そして将来的には世界
のトップでプレーするために、限
界まで挑戦していきたいね。

デュッセルドルフの日本コミュニ
ティは知ってる？
 もちろん。ドイツで一番大きいコ
ミュニティだよね？お寿司が美味
しいって聞いたから食べに行った
よ。あと焼肉も食べに行ったんだ
けど、テーブルに七厘があって自
分で焼けるようになっていたね。
他にもいくつか試したよ。でも僕
はシーフードが好きだから、やっ
ぱりお寿司が大好きだね。今で
は焼肉も好きだし、日本の味付け
が好きになったよ。

では最後に日本人サポーターに
一言。
 僕たちをサポートしてくれることに
感謝しているし、みんなからエネ
ルギーとモチベーションをもらって
いるよ。良いプレーをして勝利を
届けられるように、これからも頑
張るよ。

　貴重な今季3勝目となったラインダービーでの勝利後、フォルトゥナの新守護神となったGKザック・シュテ
ッフェンにインタビューを行った。今シーズンから新加入し、すでに11試合を消化したチームについてや、
プライベートについて、そしてアメリカ代表などについてなど、興味深い話を聞くことができた。

ザック・シュテッフェン

Zack Steffen
ポジション： GK

生年月日：	 1994年04月02日

身長：	 191㎝

体重：	 86㎏

国籍：	 アメリカ

加入年：	 2019年

出身地：	 ペンシルベニア州コーツヴィル
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アペルカンプ真大がプロ契約！

「子供のころからの夢を叶えることができた」

Shinta Appelkamp erhält seinen ersten Profi-Vertrag!
 フォルトゥナがアペルカンプ真大(シンタ)と2021年までのプロ契約を締結した。日独ハーフMFはこれまではU23
チーム所属となっていたが、デュッセルドルフで最初のプロ契約にサインすることとなった。なおアペルカンプ
は、これまでにすでにトップチームで2度、ベンチ入りを果たしているほか、U23チームでもすでに5得点を記録す
るなど、着実に結果を残している。

 ドイツ人の父と日本人の母を持
つアペルカンプは、2015年の夏
にフォルトゥナのユースアカデミ
ーに加入し、その後、一歩ずつ
カテゴリーチームを上げながら
成長を続けてきた。昨シーズン
はU19チームのキャプテンとして
U19ブンデスリーガ・ウェストで22
試合に出場し、11得点を記録し
ていた。それが評価され、昨シー
ズンの途中でU23チームへ個人
昇格を果たすと、そこでも5試合
に出場するなど、着実に経験を
積んできた。そして今シーズンも

すでに、U23チームの一員として
ドイツ4部リーグで11試合に出場
し、5ゴールを挙げている結果を
残している。

 その日独ハーフMFは、今シーズ
ンのプレシーズンを、本来のU23
チームではなく、すべてトップチ
ームで過ごすこととなった。それ
だけでなく、も多くのテストマッチ
に出場し、さらにはドイツ杯1回
戦及び、ブンデスリーガの開幕
戦となったSVヴェルダー・ブレー
メン戦では、ベンチ入りも果たし

ていた。そういった日々の練習
や試合の中で、その高い能力を
証明したアペルカンプは、9月20
日に自身初めてとなるプロ契約
にサインすることとなった。この
契約は2021年6月30日までとな
り、アペルカンプはフォルトゥナ
のユースアカデミーからトップ契
約を勝ち取った初めての日本人
ということになる。なお当面は、
トップチームでトレーニングを積
み、U23チームで試合経験を重
ねながら、更なるステップを目指
す予定だ。
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「プレシーズンに良いパフォーマンスを見せてくれた」
 ルッツ・ファンネンシュティールス
ポーツ役員も、「シンタはプレシー
ズンにトップチームのキャンプやテ
ストマッチで、良いパフォーマンス
を見せてくれた。彼は非常に大き
な可能性を秘めており、そして多く
のポジションをこなすことができる
選手だ。我々は彼がここでサッカ

ー選手としてのキャリアにおいて、
次のステップを踏んでくれるもの
と信じている」と期待を口にしてい
る。

 またアペルカンプ本人は、「この
最初のプロ契約を結べたことで、
子供のころからの夢を叶えること

ができました。この夏からトップチ
ームで継続的に経験を積ませても
らえたことは、自分の成長に大きな
効果をもたらしてくれました。クラブ
からこのような信頼をもらえている
ことに対し、しっかりとプレーで返し
ていきたいと思っています」と喜び
と決意を語っている。
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フォルトゥナと“DIE TOTEN HOSEN”
がコラボレーション
»F95xDTH«: Die gemeinsame Kollektion

 フォルトゥナとロックバンド“DIE TOTEN HOSEN(DTH)“が、その歴史に新たな一ページを書き加える。“ALLES 
AUS LIEBE(すべては愛から)”というモットーの下、フォルトゥナとDTHは、FCバイエルン・ミュンヘンでのみで着用
する特別ユニフォームを発表した。

 フォルトゥナとデュッセルドルフ
出身のロックバンドDTHの歴史
は、1989年から始まった。当時の
彼らのツアーチケットから、1枚に
つき1ドイツマルクがクラブ側へ提
供されたことにより、当時アカデミ
ー所属だったオリバー・ゲンシュ
がプロ契約を締結することができ
ただけでなく、アントニー・バッフォ
エのフォルトゥナへの移籍が実現
されることとなった。

 さらに2000年初頭、フォルトゥナ
がドイツアマチュアリーグへ落ち
込んだ時期に、彼らはクラブをサ
ポートするためにメインスポンサ
ー&胸スポンサーになる決断を下
してくれていた。それにより当時

のユニフォームの胸には、彼らの
モチーフであるドクロマークがプ
リントされ、クラブの歴史の中でも
最も多くのユニフォームを販売す
る結果となった。このユニフォー
ムは今もなお、象徴的なデザイン
としての評価を受けており、その
後も多くのファンから再販の強い
要望があったほどだった。DTHは
これらのフォルトゥナへの多大な
る貢献から、2012年にはクラブの
永久会員としての称号を得ること
となった。

 そして彼らとの友好関係がスター
トしてから30年の月日が経過した
今年、フォルトゥナとDTHは、改め
てその関係性を示すための特別

ユニフォームを発表した。このユ
ニフォームはFCバイエルン・ミュ
ンヘン戦のみ限定で着用される
ことになる。

 またユニフォームのほかにも、レ
トロユニフォームやマフラー、Tシ
ャツ、フラッグなど、フォルトゥナと
DTHのコラボレーショングッズが
発売されている。購入を希望する
方は、オンラインショップ及びオフ
ィシャルファンショップから購入可
能となる。また、さらにこれらに続
くコラボレーションとして、フォルト
ゥナとDTHのロゴがデザインされ
た特別仕様の電車が、デュッセ
ルドルフの街中を走ることも発表
されている。
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ALLES AUS LIEBE



 ブンデスリーガ第8節のマインツ戦
は、それまで1勝しか挙げられていな
かったフォルトゥナにとって、今シー
ズンの前半戦を占う上でも非常に重
要な意味を持つ一戦となった。またこ
の日は、フォルトゥナがデュッセルド
ルフの日本人社会とどのような友好
関係を築き上げてきたかを、Jリーグ
及びDFLの関係者に紹介するという
意味でも、とても良い機会となった。

 当日は、日系パートナー企業の方
々に加え、デュッセルドルフ日本人
学校の校長先生とジェトロ・デュッセ
ルドルフの関係者にも参加していた
だき、フォルトゥナとともに“ホスト”と
してゲストを“おもてなし”した。アリ
ーナツアーからスタートしたプログラ
ムは、その後専用のラウンジへ移動
し、様々な資料やビデオなども交え
て、フォルトゥナとデュッセルドルフ日

本人社会の特別な関係性を紹介す
ることに。そして最後は、ホーム試合
での勝利(1-0)を全員で見届け、この
日の特別プログラムは終了となった。

 10月19日(土)にホームで行われた1.FSVマインツ戦に、Jリーグ&DFL(ドイツプロサッカーリーグ)の関係者が
視察訪問に訪れた。そこでフォルトゥナは、日系パートナー企業の方々とともに“おもてなし”を企画し、ア
リーナのVIPエリアを紹介したのち、クラブについてのプレゼンテーションを行い、その中で日本との特別
な関係性を紹介した。

Die J.League und die DFL zu Gast in Düsseldorf
Jリーグ/DFLを“おもてなし”
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 2008年からデュッセルドルフ日本
人学校2年生の学年行事となって
いるアリーナ見学会。毎年子ども
たちから人気を博しているイベン
トだが、2010年からはさらに同学
校にて「フォルトゥナ授業」を行っ
ている。この事前授業を通じ、アリ
ーナはもとより、フォルトゥナにつ
いてもより多くの知識を得てもら
い、見学会をさらに充実したもの
にしてもらうことが狙いだ。

 ちなみにこの授業の最後には、
フォルトゥナの代表的な応援歌(ド
イツ語)が紹介され、子供たちは
アリーナ見学会までに暗記してく
ることを約束した。またもう1つの
宿題として、子供たちに選手カー
ドを配り、それを見ながら選手の
似顔絵を描いてもらったが、この
子供たちの作品は、その後に選
手たちの下へ届けられ、彼らにも
大好評となった。

 デュッセルドルフ日本人学校2年生のために毎年行われている「フォルトゥナ授業」が今年も実施された。11
月に行われるメルキュア・シュピールアリーナの見学会に向けての事前授業となるため、参加した69人の
子供たちは、日本デスク瀬田元吾の話に真剣なまなざしで耳を傾けた。

Fortuna-Unterricht in der japanischen Schule

11月22日(金)
アリーナ見学会

フォルトゥナ授業@日本人学校

Bürokommunikation

あなただけに
最適なサービスを

japan.f95.de 17

EVENT



 ドイツ杯1回戦でドイツ5部リーグ所
属のFC08ヴィリンゲン対戦したフォ
ルトゥナは、延長戦までもつれ込む
苦戦を強いられるも、最後はケルヴ
ィン・オフォリとヘニングスの得点で
3-1の勝利を収め、2回戦進出を果
たしていた。

 そしてその2回戦は、今シーズンブ
ンデスリーガ2部で好調を維持する
FCエアツゲビルゲ・アウエとホーム
で対戦することに。1部所属クラブと
して負けられない一戦に挑んだフォ
ルトゥナだったが、立ち上がりにGK

フローリアン・カステンマイアーのク
リアボールを押し込まれ、早々に1
点のビハインドを負ってしまう試合
展開に。それでも前半終了間際に
ヘニングスのゴールで同点に追い
つくと、後半にはアダムスが勝ち越
しゴールを決め、これにより2-1の逆
転勝利でベスト16進出が決定した。

 なお、3回戦の相手は抽選の結果、
ドイツ3部リーグに所属する1.FCカイ
ザースラウテルンに決定した。この
試合はアウェーにて、2020年2月4日
(火)18:30キックオフとなる。

ドイツ杯ベスト16進出決定！
Fortuna Düsseldorf 2-1 Erzgebirge Aue

 フォルトゥナはドイツ杯2回戦で、ホームにFCエアツゲビルゲ・アウエを迎え撃ったが、試
合は開始早々に失点をしてしまう展開となる。それでもロウヴェン・ヘニングスとカシム・
アダムスのゴールで逆転に成功し、ドイツ杯3回戦進出を決定させることとなった。

ドイツ杯3回戦

2020年2月4日(火)18:30
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Clasen GmbH
Spielberger Weg 66
40474 Düsseldorf

Fon 0211-447290-0
Fax 0211-447290-60
mail@druckerei-clasen
www.druckerei-clasen.de

wo drucken zuhause ist.

Willkommen in der Welt der Farben, Papiere und Druckveredelung. 
Wir achten darauf, dass sich Funktion, Haptik, Ästhetik und 
Wirtschaftlichkeit optimal ergänzen. Ihr Design und unsere druck-
technische Kompetenz führen zu perfekten Ergebnissen.

Ob stanzen, prägen, laminieren, lackieren, einen Farbschnitt 
aufbringen, wir machen fast alles möglich. Wir drucken 
bis 70 x 100 cm im O� set oder digital mit modernster Technik. 

Dicken Karton, Sonderfarben, Hybridprodukte. Mit Bemusterung 
vorab, mit Druckabnahme, mit dokumentierter Qualitätskontrolle. 
Auch über Nacht. Auch bis ans andere Ende der Welt. Unser Stand-
ort befi ndet sich 1 km vom Flughafen und der Messe Düsseldorf. 

Wer bei uns drucken lässt? Natürlich die Fortuna, die DEG und 
weitere große Sportvereine. Bekannte Werbeagenturen fühlen 
sich bei uns wegen der hohen Termintreue wohl. Industriekunden 
schätzen unsere Beratung und Qualität. Die Stadt und der 
ö� entliche Dienst mag unsere Preise.

Wir sind PSO- (ISO 12647) und FSC®-zertifi ziert, drucken klima-
neutral und alkoholreduziert (IPA) und erzeugen Strom per Foto-
voltaik.




