


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

勝ってもっと上に――
特長を傾け、難敵を破りたい

た」齊藤は苦い記憶をひもときながら、以後3カ月余り
のあいだに培ったチームの進化を口にする
　「相手の流れのときにしっかり耐えることも、得点を奪
いにいくことも含めて、いまはいろんな戦いができる。
自信を持って戦えると思います」
　思えば、ベルマーレは昨季もこの季節に広島を迎えて
いる。残留争いのさなかにあって、1－0で勝利した。
　だがそれでも、齊藤の広島に対するイメージは芳しく
ないようだ。「やりづらい相手という印象が強い」と語る。
　「とくに攻め方。両ウイングバックが上下動し、ボール
を持って仕掛け、マークが寄ってくれば違うスペースを
使う。それに対して僕たちが動き過ぎてしまうと相手の
思うつぼ。攻め込まれたときに我慢し、奪ったときにボー
ルをすぐに渡してしまうことなく、カウンターを刺すこ
とが大事だと思います」
　上向きのチームの状態とシンクロするように、齊藤自
身もまた非凡な才を発揮している。前々節ヴィッセル神
戸戦では超ロングシュートを沈め、幾度か決定機も演出
した。加えてイニエスタからボールを奪うなど、攻守に
存在感を放った。
　「ボールを奪い切るシーンは3ボランチになってから多
くなかったので、まだまだやれると思えてよかった。ボー
ルを持ったときにゴールを目指すシーンも増えている」
　たしかな感触が言葉に宿る。今節も観る者の目を奪う
プレーを攻守に期待したい。

　連敗を脱して久しい。今季は長らく最下位で苦しんだ
ベルマーレだが、第23節柏レイソル戦で逆転勝利を収め
て以降着々と勝点を重ねている。チャンスを確実に仕留め、
かたや無失点に封じるゲームも少なくない。
　とりわけ感じられるのがピッチ内の一体感だ。「練習か
らいいシーンは多いし、プレスの部分も攻撃も少しずつ
成熟していると思います」ここまでシーズンを通して出
場を続けている齊藤未月もそう手応えを語るところだ。
　反面、べつの想いも同居する。
　「僕もチームとしても、いままで負けていた分を少しず
つ取り返しているという気持ち。順位もまだ下だし、残
り試合で勝ってもっと上に行かないといけない」
　今節はサンフレッチェ広島を迎える。彼らはリーグ再
開直後こそ黒星が先行したものの、その後勝点を積み上げ、
現在は上位を窺う位置につけている。リーグ屈指の堅守
は健在で、攻撃力も侮れない。
　前回対戦はまさしく連敗の渦中の8月に行なわれた。
立ち上がりはハイプレスを傾け、ときに相手のミスを誘
い、攻撃に転じればフィニッシュに持ち込むなどベルマー
レは威勢よくゲームに入った。だが途中から形勢は逆転し、
前半終了間際に先制点を奪われてしまう。後半も幾度か
決定機を許し、かたやゴールに迫る機会は少なく、0－1
で敗れたのだった。
　「あの試合は僕たちも迷ってプレーする場面が多かっ

16 MF
齊藤 未月 SAITO MITSUKI

湘南ベルマーレで小学生から育ち、高校1年でトップチームに
練習参加。高校3年時にはプロ契約を結んだ。豊富な運動量と
球際の強さが特徴でボール奪取に定評がある。今季チームの
副キャプテンを務め、また世代別代表でキャプテンを経験す
るなどリーダーシップを発揮し存在感を見せる。

1999年1月10日生（21歳）／神奈川県藤沢市出身／166cm・66kg



Match  information

湘南ベルマーレ

湘 南

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/赤/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

サンフレッチェ広島

広 島J1・第27節スターティングメンバー

今節迎える広島は、堅守をベースに得点
力も高い。チームトップスコアラーのレ
アンドロペレイラ（写真）をはじめ、川辺
駿や森島司、柏好文など粒ぞろいのタレ
ントが集う。一方、通算対戦成績は13勝
5分22敗も、ホームでは9勝1分9敗と
ベルマーレも譲らない。「奪い切るプレー
を数多く出せるほどうちにチャンスが
回ってくるはず」齊藤は勝負のポイント
を口にする。持ち前のアグレッシブな守
備と鋭い攻守の切り替えを発揮したい。

 １  GK 林 卓人

 ２  DF 野上 結貴

 ３  DF 井林 章

 ５  MF 松本 大弥

 ６  MF 青山 敏弘

 ７  MF 野津田 岳人

 ８  MF 川辺 駿

 ９  FW ドウグラス ヴィエイラ

10 MF 森島 司

13 GK 増田 卓也

14 MF エゼキエウ

15 DF 櫛引 一紀

16 MF 清水 航平

18 MF 柏 好文

19 DF 佐々木 翔

20 FW 永井 龍

21 GK 廣永 遼太郎

23 DF 荒木 隼人

24 MF 東 俊希

25 MF 茶島 雄介

26 MF 土肥 航大

27 FW 鮎川 峻

29 MF 浅野 雄也

30 MF 柴﨑 晃誠

38 GK 大迫 敬介

39 FW レアンドロ ペレイラ

44 MF ハイネル

50 MF 藤井 智也

サンフレッチェ広島 　監督  城福  浩

第26節 湘南 １○０ 横浜FM
第27節 神戸 ０○２ 湘南

第７節 広島 ２○０ 名古屋
第27節 広島 １△１ 横浜FC

ⒸJ.LEAGUE

1 林

26 土肥

8 川辺

2 野上

23 荒木9 Dヴィエイラ

19 佐々木

25 茶島

14 エゼキエウ

18 柏

20 永井

25 谷

23 茨田

2 金子38 石原（広）

18 松田

9 指宿

19 舘

6 岡本

32 田中 16 齊藤

26 畑

Ranking
※11/18日時点明治安田生命J1リーグ順位表

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

　　  チ ー ム
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
ＦＣ東京
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
サンフレッチェ広島
柏レイソル
ヴィッセル神戸
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
横浜ＦＣ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
ベガルタ仙台

勝点
72
55
52
51
49
49
47
45
43
41
36
33
31
28
26
23
20
18

点差 
＋50
＋7
＋13
＋3
＋7
＋6
＋12
－4
＋11
＋11
－8
－8
－15
－19
－7
－15
－19
－25

J1リーグ第27節  神戸戦「TRACKING DATA」

11月25日（水）
@等々力
@カシマ
@ニッパツ
@昭和電ド
@駅スタ

vs
vs
vs
vs
vs

川崎Ｆ
鹿　島
横浜FC
大　分
鳥　栖

Ｇ大阪
　柏
清　水
Ｃ大阪
仙　台

18:30
19:00
19:00
19:00
19:30

第29節 他会場の試合



DF 坂  圭祐 DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

MF 梅崎  司
ウメサキ　 ツカサ

FW 石原 直樹
イシハラ  ナオ キ

MF 齊藤 未月
サイトウ   ミ ツキ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキミ

MF 澤田  恒
サワ ダ     コウ

DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

FW 岩崎 悠人
イワサキ  ユウ ト

GK 後藤 雅明
ゴ トウ  マサアキ

DF 舘  幸希
タチ    コウ キ

サカ    ケイスケ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ タニ    コウセイ

GK 谷  晃生

MF 三幸 秀稔
ミ ユキ  ヒデトシ

29

242321 222019

16 17

18

1413

6 7

8

25

4

イブスキ   ヒロ シ
FW 指宿 洋史

9

MF 鈴木 冬一
スズ キ　 ト イチ

28
DF 畑  大雅

ハタ     タイガ
26

Makoro tomo.knh

まゆまーれ

Maiko.T

TAEKO

かずちゃん

TAEKO

伊皿子倶楽部
YASUTAKA #99
医療法人天馬会

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

ゆうすけ♡ちはる

＃2 sou

少し遅くなったけど Happy Birthday to Ha 石さん⚽追いかけるペン。（＾＾）
ヒーロー S

Do your best!

追いかけるペン。（＾＾）

Enjoy☆Footbal l

tomo.knh

りょうこ デルフィン

堀正晃

ふくにゃん 38

sugarysalt

11

MF 古林 将太
コバヤシ  ショウタ

FW タリク
10

MF 山田 直輝
ヤマ  ダ   ナオ キ

5

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ

30
GK 堀田 大暉

ホッタ    ダイ キ
38

MF 松田 天馬
マツ ダ　テン マ

DF 石原 広教
イシハラ  ヒロカズ

31

MF 金子 大毅
カネ  コ    ダイ キ マワタリ  カズアキ

DF 馬渡 和彰
1 2 3

GK 富居 大樹
トミ イ   ダイ キ

その試合に期待する選手個人をサポートしていただくシステムで、ご協賛金の半額は選手本人、半額はチーム強化費に
充てられます。お申込みの方には、御礼の特典として、
１. 試合当日に来場者全員へ無料配布されるマッチデープログラム内に、選手顔写真とともにご希望のお名前を掲載します。
２. 選手個人からの直筆サイン＆メッセージ入りポストカードを後日郵送にてプレゼントします。
３. ウォーミングアップ見学の参加権があります。 
詳細は公式サイト（http://www.bellmare.co.jp/mdpa2020）へ！

抽選プレゼント
•株式会社パイロットコーポレーション
 「ドクターグリップ4+1」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」・・・20名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券・・・・2名様
•ラチエンスムージー「ベルマーレスムージー無料券」10名様

ここにスタンプが押してある方が、
「本日の来場者プレゼント」大当たり!本日の来場者プレゼント 当日のみ

有効

2020湘南ベルマーレメンバー＆
マッチデープレイヤーズアシスト

マッチデープレーヤーズアシストとは

キングベルパークの「インフォ
メーションブース」に本マッチ
デイプログラムをお持ちくだ
さい。 イベントマップ参照

監督  浮嶋  敏
ウキシマ    ビン

※No.32 MF 田中聡、 No.33 MF 横川旦陽、

No.34 DF 佐久間翔士、 No.35 MF 原直生、

No.36 DF 石井大生、 No.37 FW 根本凌、

No.41 MF 平松昇は、 二種登録ならびに

J FA ・ J リーグ特別指定選手のため

お申込みは受付けておりません。

★
サポート多数のため

下記に掲載

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

25 谷 晃生 
YASUTAKA #99 / tomo.knh

Ymk☆Myk / まゆまーれ / 

#25 miho

二十歳おめでとう！堯衣&舜央

MF オリベイラ
40

DF 毛利 駿也
モウ リ  シュンヤ

44

スタジアムからの一時退場時には必ずご持参ください。 お忘れなく！
再入場の際にチケット（半券・QR)と、こちらのマッチデープログラムが必要となります。



湘南ベルマーレの公式会員有料サイト「Fan!Fun! 
Bellmare （ファンファンベルマーレ）」が絶賛配信中！
選手の素顔により迫った動画コンテンツをはじめ、試合
後の選手の声やスタジアムグルメなど新鮮な映像を皆様
にお届けします。
これを見ればベルマーレがもっと好きになる!?
ぜひご覧ください。

湘南ベルマーレ公式会員有料サイト
「Fan!Fun!Bellmare」絶賛配信中！詳細は

こちらから➡

◆月　額  500円（税別）

地域の法人・自治体・団体・組合、または
個人の方を対象にベルマーレをサポート
していただける皆さんを募集しています。

地域の法人・自治体・団体・組合、または
個人の方を対象にベルマーレをサポート
していただける皆さんを募集しています。

その他の
ご協賛特典ご協賛金額(税別)メンバー名

GOLD（ゴールド）

SILVER（シルバー）

BRONZE（ブロンズ）

GREEN（グリーン）

BLUE（ブルー）

100,000円

50,000円

30,000円

300,000円

200,000円

①～⑦

①～⑤

①～⑤

①～⑦

①～⑧

観戦チケット
引換券

公式サイトへの
社名等の掲出

スタジアム入場ゲート
への社名等の掲出

H210×W430(mm)
の指定ロゴを掲出

指定ロゴ

文字のみ

文字のみ

文字のみ

文字のみ

H100×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

H65×W165(mm)
の文字のみを掲出

H30×W100(mm)
の文字のみを掲出

H150×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

お申込み・お問合せ先：㈱湘南ベルマーレ　www.bellmare.co.jp　TEL：0463-25-1211　FAX：0463-24-2514　MAIL：bellmare@mf.scn-net.ne.jp

★お申込み月から1年間有効です★

＝その他のご協賛特典＝
①オリジナルペナント
　プレゼント
②クラブ主催各種パーティへの参加
権（会費制）

③オフィシャルハンドブックへの社
名等の掲出　

④オリジナルメンバーズカード発行
⑤オフィシャルハンドブックを進呈
⑥クラブキャラクター＆応援メッ
セージの使用

⑦限定イベントへの参加権（会費制）
⑧大型ビジョンでの企業名等を掲出

プ
レ
ミ
ア
ム

メ
ン
バ
ー

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

メ
ン
バ
ー

※観戦チケット引換券は券売状況により、使用できない場合もございます。予めご了承ください。

募集中

40 席分

40 席分

20 席分

8席分

8席分



新スタイルのゴミ拾い
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクト
湘南ベルマーレ、海さくら、株式会社長谷萬、日本財団がタッグを
組み、環境問題・清掃活動に新たなイノベーションを起こす
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクトを進行中！試合後、ス
タジアム周辺のゴミ拾いを行っています。ぜひご参加ください。
◆集合時間  試合終了後　◆場所  キングベルパーク

湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」でドリンクサービス！
試合後に湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」を利用して頂くと、館内の
お食事処でドリンクを１杯サービスいたします！ ご入館時に、チケット
半券（ワンタッチパスの方はマッチデイプログラム）を提示して頂き
ますと、ドリンク券をお渡しいたします。試合の疲れを温泉とドリンク
で癒しましょう！ 【サービス可能なドリンク：サワー（各種）、メロンソー
ダ、コカ・コーラ、カルピス、緑茶、ウーロン茶】 本日当選した来場者プ
レゼントのご招待券でも、サービスは受けられます！

ブラジリアンフーズ ビーバス

サンメッセしんわ

COCONUT TREE

Shallow Bee

SITA

カフェアミーゴ

ROCKET CHICKEN

丼もの屋

GUARD FOOD TRUCK

Kitchen Kanaloa

レストランなんどき牧場

manma

ワンズケータリング

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⬇7ゲート側での出店⬇

⑫

⑬

☆フードパーク

Shonan BMW
スタジアム平塚
イベントマップ
湘南ベルマーレグッズ売店

ベル12ブース

インフォメーション

【イベントブース】※天候によって、イベントが中止・変更になる場合がございます。
❶エコステーション
❷ベルガチャステーション
❸2021湘南ベルマーレ
　オフィシャルカレンダー販売ブース

❹ロボット体験ブース
❺サンクトガーレンブース
❻勝利のハイタッチポップコーン
❼平塚警察署少年補導連絡会ブース

本日のイベント情報 ※イベント参加やフードパークご利用の際、再入場可能です

17:30  入場
17:40～  相模石油エキシビションマッチ
　平塚トレセン

18:25～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:50～19:15  選手ウォーミングアップ
19:19頃  選手紹介
19:25頃  プレゲーム映像放映
19:28～  選手入場
19:30～  花束贈呈
　RIZAPスペシャルデー
　RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 鎌谷 賢之 様
　RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 塩田    徹 様

19:33  キックオフ
ハーフタイム
RIZAPスペシャルデーイベント
「ビフォーアフターなりきりコンテスト」

試合終了後（勝利した場合）
相模石油グループ マン・オブザ・マッチ 表彰 /Progression賞 表彰
MOMプレゼンター
　相模石油株式会社 　
　ソータス株式会社 取締役工場長 遠藤　康典 様

花束  
　青木明美 様
Progression賞プレゼンター  
　青木瑠香 様
結果にコミット賞 表彰
　贈呈者
　RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 鎌谷 賢之 様
　RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 塩田    徹 様

試合終了～21:50の間
LEADS TO THE OCEAN（ゴミ拾いプロジェクト）
＠キングベルパーク 特設ブース集合

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について
湘南ベルマーレでは、ガ
イドラインの運営プロト
コルに沿って精一杯の「た
のしめてるか。」を提供で
きるようにクラブ一丸と
なって適切な運営に努め
て参ります。安心・安全
のために対策徹底中。
皆様一人ひとりのご理解
とご協力が必要となりま
すので、どうぞよろしく
お願いいたします。

⬆詳細はこちら
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福島ユナイテッドFC情報
第30節 11/29（日）13:00 
　vs アスルクラロ沼津 @とうスタ[Ｈ］
第31節 12/5（土）14:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドFC @白波スタ[A］

詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

「2021 DAZN年間視聴パス」販売のお知らせ！
湘南ベルマーレでは、2021シーズンDAZN年間視
聴パスを販売開始！！「DAZN年間視聴パス」は10ヶ
月分の料金で12ヶ月視聴することが可能です。
また、「DAZN年間視聴パス」のご購入金額の一部は、
強化費用として湘南ベルマーレへ還元されます。
「DAZN年間視聴パス」をご購入いただき、湘南ベル
マーレへのサポートをぜひよろしくお願いいたします。
ホームも、アウェイも。クラブと共に。
◇金　　額  17,500円（税別）
◇販売期間  2020年11月3日（火・祝）～2021年3月31日（水）
　※販売場所により販売期間が異なります。
◇購入可能先
●Shonan BMW スタジアム平塚　キングベルパークグッズ売店
●湘南ベルマーレ公式オンラインショップ
●Jリーグ公式オンラインストア（ベルマーレコーナー）
●湘南ベルマーレ事務所

ラチエンスムージーコラボ商品誕生！
「ベルマーレスムージー」新発売のお知らせ
オフィシャルクラブパートナーラチエンスムージー
様より「ベルマーレスムージー」が新発売！！
湘南ベルマーレをイメージして作ったブルーのス
ムージー。たっぷりのパイナップルをココナッツア
イスやココナッツウォーターでブレンドしたさわや
かでトロピカルな味。ココナッツウォーターにはデ
トックス効果も。きれいなブルーは人工着色料では
なく、天然のスーパーフード“ブルースピルリナ”を
使用しています。
◇定　　価  950円（税抜）
※本商品の売上の一部が、湘南ベルマーレ強化費
及び運営費に充てられます。

◇販売店舗  ラチエンスムージー店舗のみ
※スムージーの商品特性上、スタジアムなどのラチ
エンスムージー店舗以外での販売は行いません。
予めご了承ください。

サポーターの皆様、ベルマーレスムージーをご賞味
ください！

【スタジアムで使える！】Go To トラベルキャンペーン
「地域共通クーポン」取り扱いのお知らせ！

⬆詳細はこちら

2020 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中！！
ベルマーレが好き、サッカーが好き、スポーツが好
き、接客が好き、そんな明るくて元気な方、そんなあ
なたの大きな力を貸してください。湘南ベルマーレ
ゲームボランティアの一員として一緒にホームゲー
ムを盛り上げて、喜びを分かち合いましょう！
たくさんのご応募お待ちしております!!
◇参加条件
　●経験、資格は一切不問　●高校生以上
●年間に複数回以上活動が可能な方（毎回参加の
義務はありません）

●その他、主催者が定めるボランティア参加の注
意事項を遵守し、活動できる方。

◇活動内容
　湘南ベルマーレホームゲームの試合運営補助。
　主にチケットもぎり・入場者数カウント・配布物の
　配布・半券チェック
　車イス観戦者対応・場内清掃など
＊コロナ禍での感染予防対策としてマスクとフェイス
ガードと手袋を着用のうえ運営して頂きます

◇ボランティア登録方法
メールにて下記必要事項を明記の上、お申し込み
ください。
件名を「ゲームボランティア応募」としてください。

◇必要事項  氏名・生年月日・住所・電話番号（日中に
ご連絡が取れる番号）

◇メールアドレス  bellmaregv@mf.scn-net.ne.jp

11月11日からスタジアム場外売店で利用開始となっ
たGo To トラベルキャンペーン「地域共通クーポン」。
ホームサポーターの皆様はもちろん、アウェイサ
ポーターの皆様もグッズやスタグルを通じて「湘南」
を楽しみ、旅の思い出をお持ち帰りください！
◇地域共通クーポンご利用方法
旅行代理店や宿泊施設から提供される「地域共通
クーポン」（紙クーポンのみの取り扱い）を直接店
頭にお持ちください。
●対象クーポン
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、静岡県に宿泊ま
たは日帰り旅行をされるお客様の、有効期間内の
地域共通クーポン（※紙クーポンのみ）
◇地域共通クーポン取り扱い店舗
●当日券売場
●ベルマーレグッズ売店（場外および場内中央ゲート）
●ベルマーレフードパーク※
●サンクトガーレンブース※
※ご利用にはインフォメーションブース
　にて「フードチケット」への
　事前引換が必要です。

令和２年度スポーツ庁補助事業



本　店 〒254-0043 平塚市紅谷町11-20
　　　 0463（21）0449
　　　 紅谷町スターモール商店街 平塚信用金庫 本店隣り

vs ガンバ大阪
明治安田生命J1リーグ 第31節

15:00kick off12/6（日）
次回ホームゲーム

★産業能率大学スペシャルデー

産業能率大学オリジナル
応援ハリセンを
先着2,000名様へ
プレゼント！

※5Gでの配布は
　ありません。

グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格
2021カレンダー販売特設ブース

NEW

NEW

【湘南ベルマーレ2021オフィシャル
卓上カレンダー】

【湘南ベルマーレ2021オフィシャル
壁掛カレンダー】

・形状：卓上型
・サイズ：A5（縦21×横14.8㎝）
・内容：全14枚（表紙＋12枚＋

年間カレンダー〈片面印刷〉）・形状：冊子型
・サイズ（閉じた状態）：B4（縦25.7×横36.4㎝）
・サイズ（開いた状態）：B3（縦51.5×横36.4㎝）
・内容：全16ページ（表紙＋裏表紙＋年間カレンダー＋

6ページ〈12ヶ月〉）
【販売場所】16:30～
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※今節はバックスタンド7・HIDEゲートグッズ売店の出店はございません。

【販売場所】16:30～
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※今節はバックスタンド7・HIDEゲートグッズ売店の出店はございません。

価格 ￥1,100
価格 ￥1,100

全32種類・全選手対応
（2種登録・特別指定選手を除く）＋キングベル

ベルガチャ

★１回 5００円★

【アクリルキーホルダー
～RIZAPver. ～】

【缶バッジ
～RIZAPver.】
●ノーマル：缶バッジ
　サイズ：直径約6㎝
●レア：缶バッジ
　サイズ：直径約6㎝
●スーパーレア：BIG缶バッジ
　※レアと同デザイン
　サイズ：直径約10㎝

●ノーマル：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦5×横5㎝
●レア：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●スパーレア：BIGアクリルキーホルダー
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦10×横5.5㎝

レア

ノーマル

レア

ノーマル
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