
その① 集めて楽しい！ベルマーレ１２ポイント制度！(※有料会員対象の特典)

★来場 1 回ごとの獲得ポイント 

会員種別 獲得ポイント
（ホームとアウェイ一律） 

無料 対象外

ブルー・ブルー（ジュニア） 1０ 

ゴールド・ゴールドジュニア ・ゴールドシニア ２０ 

プレミア・プレミアジュニア ・スーパープレミア ３０ 

ポイント付与対象試合　リーグ戦 34試合＋リーグカップ戦予選リーグ 

※プレマッチ、天皇杯はポイント付与の対象外となります。 

★2013シーズンプレゼント賞品 今年のピンバッジは５種類！ 

★2013シーズンポイント引換え一覧 

★ポイント倍DAYも実施しますので公式サイトをチェックしてくださいね！

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

特　賞

積算ポイント数

２０ポイント ピンバッジ１個目

ピンバッジ２個目

ピンバッジ３個目

グッズお楽しみ券

ピンバッジ４個目

グリーティングカード（ご希望の選手のサイン入り）

ピンバッジ５個目

ホームゲーム全試合来場の方の中から、抽選で

１名様に 2013 年ご希望のシーズンチケット

コースをプレゼント。

１００ポイント

２００ポイント

３００ポイント

５００ポイント

７００ポイント

１０００ポイント

ホーム皆勤来場

引 換 え 賞 品

クラブ創立
20周年記念ロゴ

フィールド
1st

フィールド
2nd

GKフィールド
1st

GKフィールド
2nd

到達ポイントごとに１種類を交換。お好きなデザインをお選

びください。それぞれデザインには限りがございますので、

お早目の引換えをおすすめします。

賞品引換場所：ベルマーレ１２ブース ※ホームゲーム開催時のみ 

賞品引き換え期限：ホームゲーム最終戦（12/7 大宮アルディージャ戦）まで 

賞品の交換はベル１２ブースにて行っております。ポイントは積算制ですのでどんどん引き

換えましょう！

「何ポイント貯まっているかな？」という時もポイント閲覧をベル１２ブースで行っていま

すのでお立ちよりください。 

その②　マイページのご利用について(※有料会員対象の特典)

ご自分の来場履歴や来場ポイント数の確認など、さまざまな情報を簡単にご覧いただくこと

が可能です。アクセス方法ほか詳細は別紙の情報カード添付用紙で利用上のご説明をしてお

りますのでご確認ください。 

その③ グッズ割引(※有料会員対象の特典)

「公式オンラインショップ」にて 10％オフ（一部対象外）の会員割引でご購入いただけます。

リスト登録の関係上月末までのご入会手続き完了⇒翌月 15 日より会員割引での購入が可能

となります。なお会員番号とご登録の郵便番号の照会が必要です。 

 ＵＲＬ http://bellmareshop.com/ 

■公式オンラインショップ以外での会員割引でのグッズ購入可能店舗 

※下記店舗では、会員カードがお手元に届いた時点から、カードのご提示により会員割引価

格にてご購入いただけます。 

● Shonan BMWスタジアム平塚（平塚競技場）「グッズ売店」

　※ホームゲーム開催時のみ

● 梅屋ユーユー本館１Ｆ ベルマーレコーナー 

● GALLERY・2 藤沢店   

その④ 入会特典グッズ(※有料会員対象の特典)

その⑤ ベルマーレ１２通信の送付(※無料・ブルーJr.会員以外対象の特典)

不定期での年４回発行となります。お楽しみに。 

なお、ご入会時期によりお受け取りになれる部数が限られます。予めご了承ください。 

その⑥ 会員限定試合日イベントへの応募

ホームゲームのイベントに参加しましょう！イベントは随時企画し、公式サイトほかで告知

特典⑦～⑨の詳細についてはウラ面の「チケット割引販売のご案内」をご参照ください。

および募集をしています。 

◆たとえばこんなイベントがあります！◆ 

選手と一緒に手をつないで入場する「マスコットキッズ」、選手を先導してピッチに入場す

る「フェアプレイ旗手」はどちらも毎試合募集中！ 

 マスコットキッズ：毎試合２名。小学校６年生まで。 

 フェアプレイ旗手：毎試合４名。小学校１年生～大人。 

これより以下はシーズンチケット付きコースの特典となります。

その⑩ シーズンチケットとワンタッチパス機能について

その⑪ 先行入場

一般開門前に、先行してスタジアムへご入場いただけます（開門時間の１５分前を予定）。 

運営の安全を優先するため時間を早める場合もございます。変更点は公式サイト等で告知い

たしますのでご確認ください。 

その⑫ 選手参加のパーティー（感謝の集い）

会費制となります。日時が決まり次第、別途詳細をご案内いたします。 

その⑬ 席種のアップグレードサービス

差額をお支払いただくと、グレードが高い席での観戦が可能です。試合当日、「当日券売場」

にて受付しております。 

お持ちの席種 Ｍ特別席 Ｍ指定席 Ｍ指定席（小中高） 

プレミア ￥1,000 な　し 

な　し 

な　し 

な　し 

な　し 

な　し 

な　し 

プレミアジュニア

ゴールド ￥3,000 

￥1,000 

￥2,000 

￥1,000 ゴールド Jr.

ゴールドシニア

￥2,000 

￥2,000 ￥1,000 

その⑭ チケット譲渡システム

その⑮ 駐車券（※スーパープレミア会員のみ対象の特典）

２013 シーズンホームゲーム（リーグ戦17試合＋リーグカップ戦予選リーグ３試合）分、

駐車券１枚につき１台分の駐車場をご用意いたします。

※Shonan BMW スタジアム平塚（平塚競技場）開催に限ります。 

その⑯ ブランケットサービス
（※プレミア・プレミアジュニア・スーパープレミア会員のみ対象の特典）

ベル１２ブース（中央ゲートのみ）にてブランケットをご用意しております。ご希望の方へ

貸し出しをしておりますのでお気軽にお声掛けください。なお、ブランケットの数には限り

がございますので予めご了承ください。 

２０１３『ベルマーレ12』会員特典のご案内

＜応募はこちらまで＞ 

ハガキまたは FAX：会員番号、参加希望の方のお名前、ご住所、電話番号、希望するホー

ムゲームの日付と対戦チーム名をご記入のうえ、希望するホームゲームの１週間前必着で下

記までお送りください。 

〒254-0026 神奈川県平塚市中堂 18-12 株式会社 湘南ベルマーレ 

FAX 0463-24-2514 

その⑦ ホームゲームご招待・ご優待（※有料会員対象の特典）

その⑧ ホームゲームチケット割引販売(※有料会員対象の特典)

その⑨ ホームゲームチケット先行販売(※有料会員対象の特典)

「マスコットキッズ＆フェアプレイ旗手」係まで 

※公式携帯サイトの専用フォームからも応募できます。 

※当選の方へのみ試合開催４日前までにご連絡いたします。 

ご観戦の際、入場ゲートにて会員カードを専用機械で読み取り（別紙の情報カード添付用紙

で利用上のご説明をしております）来場ポイントを貯めていきます。獲得合計により賞品を

プレゼントいたします。また、アウェイでの観戦にもポイントがつくようになっています。

ベルマーレの試合観戦の際には必ず会員カードをご用意ください。 

「2013 オフィシャルハンドブック」

　今シーズンのベルマーレ情報がたっぷり詰まった必読の１冊です。

「2013 入会特典たためるトートバッグ」

　小さくたためて持ち歩きできるコットンバック。荷物の多いスタジアム観戦にもご活用

くださいね。

※カードホルダーの旧バージョンをブースにて低価格にて販売いたします。ぜひご利用く

ださい。

※ホームゲーム会場でご入会の場合、特典グッズはその場でお渡しいたします。

ゴールド会員様以上の皆さまには、2013 シーズンホームゲーム（リーグ戦 17 試合＋リー

グカップ戦予選リーグ３試合）（天皇杯・プレマッチは対象外）のチケットが付帯していま

す。なお、ご入場は会員カードとチケット機能が一つとなり、入場ゲートのワンタッチパス

端末にかざすだけで入場いただけます。

ご来場の都合がつかない試合についてご友人にチケット機能お譲りいただける「チケット譲

渡」機能をご用意しております。この機能はメールでやり取りできるシステムとなっており

遠方の方への譲渡などにも便利です。実際のやりとりは「マイページ」で行うことができ、

詳細と合わせご紹介しておりますのでぜひご確認ください。（別紙の情報カード用紙で利用

上のご説明をしております）



ベルマーレ１２”有料会員にご入会いただいた皆さまには、チケットを会員割引にて 4 枚ま

でご購入いただけます。ぜひ皆さんでご来場ください。 

◆席種・価格(すべて税込・単位/円） 
※会員価格は無料会員には適用されません 

※シニアは 65 歳以上の方が対象となります。 

※未就学児は大人 1 名につき 1 名様まで無料です。ただし、座席のご利用はお断り

　いたしますのでおひざの上でご観戦ください。 

※自由席はメイン・バック（スタンド）より観戦エリアを選んでご購入いただきます。 

※混雑時、バックスタンド側では、立見エリアで観戦いただく場合がございます。 

※ビジターエリアの会員割引はございません。 

※それぞれ指定されたゲートからご入場していただきます。

◆前売券発売日 
翌月開催される試合を、毎月１２日より会員先行販売、1５日より一般販売を開始予定。

※但し3月開催分のみ2/19（火）会員先行、2/20（水）一般前売開始となります。 

◆会員価格でのご購入方法 

下記店頭、当日券売場にて会員カードと情報カードをご提示のうえご購入ください。 

※『ベルマーレ１２』無料会員の方は、会員割引でのご購入はできません。 

※割引価格でご購入できるのは、会員１名様につき４枚までとなります（１試合につき）。 

《前売券のご購入》 
※下記店舗では、会員カードがお手元に届いた時点から、会員カードと情報カードのご提示

●全国の「チケットぴあ」店頭

●平塚市総合公園管理事務所【Ｍ特別席・Ｍ指定席を除く。】

●サクラ書店（ラスカ 5 階平塚駅ビル店／高村店）

 【Ｍ特別席・Ｍ指定席を除く。】

●GALLERY･２藤沢店【Ｍ特別席・Ｍ指定席を除く。】

●梅屋ユーユー本館1Ｆベルマーレコーナー

●湘南ベルマーレクラブ事務所  

◆セブン-イレブン「マルチコピー機」、サークルＫ・サンクス「カル

　ワザステーション」での会員価格チケット購入について

※ローソンでの会員割引販売は終了致しましたのでご注意ください。

 

（57の2桁）  ＋  （会員番号８桁）

57  ＋   ○○○○○○○○

例：会員番号６桁の方：先頭に「００」の２桁を付け、８桁にして入力してください。 

 「１２３４５６」の場合 →「５７００１２３４５６」 

   会員番号８桁の方：そのまま８桁を入力してください。 

 「１２３４５６７８」の場合 →「５７１２３４５６７８」 

◆セブン-イレブン｢マルチコピー機｣画面操作について 
<Ｐコード入力で購入する場合>【ベル12会員専用Ｐコード ５９２－１０５】 

<Ｐコード入力で購入する場合>【ベル12会員専用Ｐコード ５９２－１０５】 

1.【エンタメチケット】を選択 →2.【チケットぴあ】を選択 →3.【Ｐコードで探す】を

選択 → 4.ベル１２会員専用Ｐコード【５９２－１０５】を入力→5.ご希望の試合を選択 

→6.【希望試合】を選択 →7.【席種】を選択 →8.【購入枚数】を選択→9.会員区分の選

択で【会員】を選択 →10.【５７＋会員番号８桁】を入力 → 11.お申込内容を確認して

【ＯＫ】を選択 

<キーワード検索で購入する場合> 

1.【エンタメチケット】を選択 →2.【チケットぴあ】を選択 →3.【キーワードで探す】

を選択 → 4.ジャンル選択で【関東甲信越】【スポーツ】を選択→5.キーワード【湘南ベル

席【.8→択選を】合試望希【.7→択選を合試の望希ご.6力入をドーワ索検の等】レーマ

種】を選択 →9.【購入枚数】を選択→10.会員区分の選択で【会員】を選択 →11.【５７

＋会員番号８桁】を入力 →12.お申込内容を確認して【ＯＫ】を選択

◆サークルＫ・サンクス「カルワザステーション」操作画面について
公式サイトでも操作画面とともにご案内しておりますのでご確認ください。 

《当日券のご購入》 
●Shonan BMWスタジアム平塚（平塚競技場）　当日券売場  

※当日券売場では試合当日のキックオフ２時間３０分前より販売を開始いたします（予定）。 

※各プレイガイト、コンビニでも、当日券をキックオフ時刻まで販売いたします。 

※前売券完売時には、当日券の販売はありませんのでご了承ください。 

◆コースのグレードアップについて 

◆会員カードの紛失について 
所定の紛失届にご記入・再発行料のお支払をしていただき、再発行手続きをいたします。 

紛失の際はすぐに事務局までご連絡ください。  

＜有料会員様→再発行料 １０００円＞ 

Ｅｄｙカード規定に基づき、再発行のお手続きをいたします。その際のポイントは新しいカ

ードに引き継がれます。なお、チャージしていた Edy 金額の補償（返金等）は致しません。 

◆障がい者シーズンチケットコースについて 
◇チケットについて 

 障がい者向けチケット：ベル 12 カード 

 介添者向けチケット：紙綴りチケット(招待券） 

 ※上記をセットでお届けさせていただきます。 

◇入場の際の確認方法 

 入場ゲートで障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）を提

示ください。介添者の方は身障者ご本人と必ずご一緒にご入場ください。介添招待券のみで

のご入場はできません。 

◇車椅子の場合 

 車椅子エリアのシーズンチケットの販売は 5 席限定のため、お早めにお申し込みください。 

 駐車場をご利用いただく場合は別途試合ごとの申込みが必要です。申込方法は電話での先

着順とさせていただき、チケットが一般発売になった後の最初の営業日より受付を開始しま

す。なお、車椅子エリアへご入場いただける介添者の方は 1 名様までとなります。入場の際

は「キックオフ 45 分前」にメインスタンド正面玄関にございます受付にお集まりください。 

◇その他 

 ・情報カードやマイページには「M ゴールド」、「B ゴールド」と表示され、障がい者など

の表記はされません。 

 ・チケット譲渡機能、アップグレードなどの特典はご本人様のみ適用されます。特典利用

時の介添者チケットは別途ご購入ください。 

・詳しくは公式サイトをご覧ください。

お問合わせ　湘南ベルマーレ ベルマーレ１２事務局

Tel．0463-25-1211  Fax．0463-24-2514

〒254-0026 神奈川県平塚市中堂 18-12 

E-mail：bell-box@mf.scn-net.ne.jp  公式サイト：http://www.bellmare.co.jp 

◆ ◆ ◆ チケット割引販売のご案内 ◆ ◆ ◆

【ご招待引換券】 

☆☆「ベル１２ＤＡＹ」☆☆ 

『有料会員の皆さま』会員価格をさらに割引（4枚まで購入可）

【ご優待試合】5/25 サンフレッチェ広島戦、10/5 名古屋グランパス戦

により会員割引価格にてご購入いただけます。 

●Shonan BMWスタジアム平塚（平塚競技場）「当日券売場」
　※ホームゲーム開催時のみ

ご入会後、会員カードと情報カードが届き次第、会員価格での購入が可能となります。 

※セブン - イレブン「マルチコピー機」、サークル K･サンクス「カルワザステーション」

を利用して割引購入する場合には、（５７の２桁）+（会員番号８桁）の入力が必要に

なります。

1.【チケット】を選択　→2.【チケットぴあ】を選択　→3.【サッカー】を選択　→4.『湘

南ベルマーレ』を選択　→5. ご希望試合の【ベル１２会員発売】を選択　→6.【試合内容を

確認する　→7. 席種を選択し、枚数を指定する　→8.【会員】を選択　→9.【会員番号を入

力する】を選択　→10.【５７＋会員番号８桁】を入力　→　申込席種を確認し【次に進む】

を選択　→12. 発券内容を確認し【発券申込み】を選択　→13. 出力された受付票をレジへ

持ち込む

このほかコンビニエンスストア、チケットぴあ他のプレイガイド、インターネットでの購入

が可能ですが、割引価格は適用されません。詳細は公式サイトをご確認ください。

（http://www.bellmare.co.jp/tickets）

シーズン中のグレードアップにつきましてはベルマーレ１２事務局にお問合わせください。

ベルマーレ１２ブースでも差額お支払にて承りますのて会員カードをご持参ください。会

員情報の書き換えにお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

　2013 年 10 月末日まで有効の「ご招待引換券」を同封しております。当日券売り場にて

入場券と引換をして下さい。完売の場合は引換を行いませんのでご注意ください。

　ご利用は会員本人に限りませんので、シーズンチケット付のコースにお申込みの方はご

家族、ご友人を誘ってご観戦下さい。なお、ご招待チケットはアップグレードの対象外と

なります。

M特別席 

M指定席 

M指定席（小中高） 

MまたはB自由席（大人）

MまたはB自由席（小中高）

MまたはB自由席（シニア）

M 特別席：前売￥4,500、当日￥5,000

M 指定席：前売￥3,500、当日￥4,000 

M 指定席（小中高）：前売￥1,000、当日￥1,300 

M または B 自由席（大人）：前売￥1,500、当日￥2,000

M または B 自由席（小中高）：前売￥500、当日￥600

M または B 自由席（シニア）：前売￥1,000、当日￥1,300 

券種 

￥5,000

￥4,000

￥1,500

￥2,000

￥600

￥1,500

￥5,500

￥4,500

￥1,800

￥2,500

￥800

￥1,800

￥5,500

￥4,500

￥1,800

￥2,500

￥800

￥1,800

￥6,000

￥5,000

￥2,000

￥3,000

￥1,000

￥2,000

有料会員前売 有料会員当日 一般前売 一般当日


