


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

今季のホームラストゲームは
明日への大切な一歩

　もちろんチームはまだ前進の途上にある。「ひとつでも
順位を上げて終わりたい」と指揮官も語るように、自分
たちを磨く日々は続いている。
　今節は大分トリニータを迎える。一時は複数失点を重
ねて5連敗を喫するなど苦しい時期を過ごしたが、その
後は立て直し、現在中位につけている。得点は多くない
反面、失点を抑えており、堅守が築かれている印象だ。
　昭和電工ドーム大分で行なわれた9月の前回対戦は両
者譲らず2－2で引き分けた。石原直樹と大岩一貴のゴー
ルで序盤リードを奪ったベルマーレに対し、大分も終盤
2点を返したのだった。加えて今季初戦のルヴァンカッ
プでは、梅崎司が試合終了間際にPKを沈め、ベルマーレ
が1－0の勝利を収めている。つねに拮抗する両者の戦い、
今節もタフな勝負となるに違いない。
　あるとき語られた岡本拓也の言葉がよみがえる。
　「勝てないときもありましたが、ブレずにやるべきこ
とを続けてきたということ。一戦一戦、目の前の試合に
100％全力で取り組むことに変わりはない」
　今節はホームラストゲームとなるが、しかし彼らの戦
いはこれからも続いていく。締めくくりであると同時に
大切な一歩でもあるこの一戦をしかと見つめたい。

　激動の2020シーズンも終わりが迫ってきた。ベル
マーレにとって今節はホームラストゲームとなる。
　思えば苦しいシーズンだった。浦和レッズとの開幕戦
で一定の手応えを掴みながら、新型コロナウイルスの影
響で中断を余儀なくされた。7月にリーグが再開するも
勝利は遠く、第6節鹿島アントラーズ戦で初勝利を挙げ
て以降も6連敗を2度喫するなど厳しい日々は続いた。
　「水中にずっと潜っているような感じだった」当時を振
り返り、指揮官が口にした言葉が耳に残る。
　過密日程にコンディション管理にも苦慮した。負傷離
脱を繰り返し、紅白戦すらままならない時期もあった。
　以前とは異なる日常と低迷と。並のチームなら瓦解し
てもおかしくなかっただろう。だが彼らはまとまりを失
わず、ことに選手たちはピッチでひとつになって泥臭く
勝利を追い求めた。
　苦境にも彼らが怠らずに粛々と日々を過ごしてきたこ
とは、のちの結果が証明している。第23節柏レイソル戦
で3－2の勝利を収めて連敗を止めると、翌サガン鳥栖戦
ではスコアレスドローを演じて最下位を脱し、以降も今
季初の連勝を記すなど着実に勝点を重ねた。
　「ラインコントロールやお互いの距離感など守備の安定
感が出てきた」浮嶋敏監督がチームの変化に言及する。
　「最初の頃に比べ、行くところと行かないところがはっ
きりしてきた。やらせてはいけないスペースをしっかり
締めながら、どうプレスをかけるのか、みんなの息が合っ
てきたと思う。守備の強度も持続できるようになった。
スライドひとつ取っても、みんなが90分間を通してしっ
かりできるようになってきたことが大きい」



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/白/白）（青/青/青）

１  GK 高木 駿
 ２  DF 香川 勇気
 ３  DF 三竿 雄斗
 ４  MF 島川 俊郎
 ５  DF 鈴木 義宜
 ６  MF 小林 裕紀
 ７  MF 松本 怜
 ８  MF 町田 也真人
 ９  FW 知念 慶
10 MF 野村 直輝
11 MF 田中 達也
14 MF 小塚 和季
15 DF 小出 悠太

16 FW 渡 大生
18 FW 伊佐 耕平
19 DF 星 雄次
20 MF 小手川 宏基
22 GK ムン キョンゴン
23 MF 高山 薫
25 MF 小林 成豪
27 FW 三平 和司
29 DF 岩田 智輝
30 DF 高橋 祐翔
31 FW 髙澤 優也
32 MF 前田 凌佑
33 FW 藤本 一輝

38 MF 高畑 奎汰
39 DF 田中 優也
40 MF 長谷川 雄志
41 DF 刀根 亮輔
42 GK 勝木 翔也
43 MF 弓場 将輝
44 GK 吉田 舜
45 DF 工藤 宗大
46 FW 平川 絢大
47 MF 井上 健太
49 DF 羽田 健人
50 FW 屋敷 優成

大分トリニータ

大 分J1・第32節スターティングメンバー

失点の少ない大分。得点も多くはないが、
田中達也や元ベルマーレの三平和司ら嗅
覚に優れる攻撃陣を擁している。粒ぞろ
いの才が集うなか、かつてベルマーレで
ともにプレーした三竿雄斗（写真）に注目
したい。チームの主軸として3バックの
一角を担い、守備はもとより、ラストパス
やアシストを重ねるなど持ち前の攻撃力
も発揮している。前回対戦でも反撃の口
火を切るゴールをアシストしており、
オーバーラップには要注意だ。

大分トリニータ 　監督 片野坂 知宏

第31節 湘南 １●２ G大阪
第32節 浦和 ０△０ 湘南

第27節  柏   １△１ 大分
第32節 大分 １△１ 札幌
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Ranking
※12/12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
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
ＦＣ東京
柏レイソル
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
大分トリニータ
ヴィッセル神戸
北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖
横浜ＦＣ
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
ベガルタ仙台

勝点
77
62
60
59
58
54
49
48
47
46
39
36
36
32
30
26
25
24

点差 
＋54
＋4
＋16
＋10
＋11
＋4
＋14
＋11
＋12
－9
－10
－8
－13
－7
－22
－18
－23
－26

J1リーグ第32節  浦和戦「TRACKING DATA」

第33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
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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
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MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

雪絵 & 愛海

エミ

I know you con do it !! 佳子
KEIKO.S

まゆまーれ

晴風艦長 ぴぃこ

共に闘う☆蒼

yuka.soccer☆ りこ 未玖

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

あきえ
ヒーロー S
tomoe

sugarysalt

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

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

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

★
サポート多数のため

下部に掲載

★
サポート多数のため

下部に掲載

★
サポート多数のため

下部に掲載

★
サポート多数のため

下部に掲載

★
サポート多数のため

下部に掲載

★
サポート多数のため

下部に掲載

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

　5 古林将太  りょうこ / 追いかけるペン。(^ ^) / ちんちゃんママ / 共に戦う！ / 臥薪嘗胆・クラージュせたがや / じゃんぼ@ベルサポ
　6 岡本拓也  追いかけるペン。(^ ^) / get a goal ☆☆☆なな / まーさん / みなべっちーず / 100％全力！
　7 梅崎 司  伊皿子倶楽部 / YASUTAKA #99 / まっつん / wara / やまかつ / しおり
18 松田天馬  M ITSUKO / 医療法人天馬会 / Chih iro / YUNA.S / としひろ / M ITSUKO
25 谷 晃生  YASUTAKA #99 / Ymk☆Myk / tomo.knh / アウェイヒーロー大賞 / 谷純一 / EMI☆KO / ヒーローS / あきえ&としひろ / まゆまーれ
28 鈴木冬一  YASUTAKA #99 / 本橋　秀高 / さら / 大きく羽ばたけ! / まれお / KAZU / 村上健哉 / けい&まどか / H IRO☆MIWA / たける / 

まめ(セパタクロー) / がんばれ！冬一！！ / ぺぺ / なみ

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。

今シーズンもたくさんの
アシストをいただき、
ありがとうございました！ 
来シーズンもご支援を
よろしくお願いします。

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
•株式会社大野建装「大野建装×ベルマーレオリジナルコラボエコバッック」20名様
•ホーム最終戦企画 選手サイン入りキングベルぬいぐるみ30名様
•ホーム最終戦企画 選手サイン入りスクイーズボール60名様



湘南ベルマーレ応援マットをレンタルしていただくと

料金の一部が湘南ベルマーレクラブ運営費に充てられます。

お問い合わせ先



事前抽選による当選者のみの入場となります。 （抽選申込は終了）
ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２０シリーズ開催期間中は新型コロナウイルス感染症対策に伴い、

○平塚競輪場への入場制限について

肉体で勝負する競輪の世界。 その最高峰のレースが１２月２８日 （月）
から３０日 ( 水） までの３日間、 平塚競輪場で開催されます。
選ばれし選手のみが出場できるメインレースでは、 東京オリンピック代表
を含めた９名が優勝賞金１億円をかけた熱いレースを繰り広げます。
その模様は日本テレビ、ＮＨＫ ＢＳ１で生中継されます。 また、 開催期間
中のレースは平塚競輪場ＨＰや 「ＡＢＥＭＡ」、 「ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅ｣等でも
生配信されます。
開催に先立ち１２月２２日 （火） には前夜祭を開催します。 リモートで出演

する選手とファンの皆様が一緒に参加できる企画が盛りだくさん。 前夜祭
の模様は 「ＡＢＥＭＡ」 の競輪 ・ オートレースチャンネルで生配信いたし

ＫＥＩＲＩＮグランプリ特設サイト

平塚競輪場は湘南ベルマーレを応援しています！

ます。



Free Wi-Fi

手の消毒のお願い 入場制限をしております発熱による入店のお断り

37.5℃

同じグラスでの回し飲み店内マスク着用

藤沢店は

を応援しています !!



⬆詳しくはこちらから

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

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

2021 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中!!
◇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



「ベル12」のご案内
公式サポーターズクラブ

レギュラー会員 3,500円 ／ ジュニア会員 1,300円（税込）

お好きな試合で使える観戦チケット招待券を2枚プレゼント！（最大7,800円相当）
1人で2試合分ご利用いただくことも、2人で一緒にご利用いただくこともできます！

観戦チケットが一般よりも安く早く購入できます！
ダイナミックプライシング（価格変動性）の影響を一切受けません。

会員限定のオリジナルグッズがもらえます！

ベル12のここがお得じゃ！
お得1

お得2

お得3

スタジアムで観戦する
なら

入会がお得！
1回でも

お申込み方法

※チケットの販売スケジュールは公式サイトの案内をご確認ください。

ベル12 シーズンチケット

Webからのお申込みが

断然お得！
手数料なし＆会員情報が即時登録されるため、
入会直後に会員ID発行・チケット割引購入可！

ベル12 / シーズンチケットWeb申込みはコチラから！ ➡ベル12 / シーズンチケットWeb申込みはコチラから！ ➡

詳しい価格・特典内容はコチラから！ ➡詳しい価格・特典内容はコチラから！ ➡

詳しい特典内容はコチラから！ ➡詳しい特典内容はコチラから！ ➡

シーズンチケットのご案内

シーズンチケットならこんな心配が不要じゃ！

※リセール・譲渡サービスの詳細につきましては公式サイトをご確認ください。 ※収容制限（50％）試合ではご利用いただけません。

J1リーグ戦ホーム
19試合

YBCルヴァンカップ
グループステージホーム3試合 22試合

※天皇杯・プレーオフ・プレマッチ等は対象外です。 ※大会方式によって試合数が変更になる場合がございます。

＋ ＝

シーズンチケットなら！シーズンチケットなら！

試合毎の購入だと
チケット価格が上がる
かもしれない…

シーズンチケットを
購入しても
毎試合行けないかも…

2021シーズンは収容制限（50％）試合もご利用いただけます

対象試合

心配1 心配2 心配3

ダイナミックプライシング
（価格変動制）による影響を受けず、
チケットを確保できます！

シーズンチケットなら！

毎試合
購入するのが大変…

ホーム全試合のチケットを
まとめて確保できます！
毎試合購入する手間なし！

リセール・譲渡サービスで
行けない試合のチケットを
有効活用！

シーズンチケットなら、年間22試合分のチケットを、毎試合購入するより最大約40％も安くチケットを
ご購入いただけます！ また、行けない試合のチケットはリセール・譲渡サービスで無駄なく活用！



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  最終戦セレモニー終了後　◆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！

ぴぃちゃんち
YaadFood
つじ道ラーメン
Loco Kitchen
クレープくれよん
ソフトタコス ベラクルス
ROCKET CHICKEN
SITA
BULL’S（DA FIORI)
Kitchen Kanaloa
鳥仲商店

ケバブ ペルシア MAS
サンメッセしんわ

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案内ロボットブース
❸ベルガチャステーション
❹2020イヤーDVDブース

❺ロボット体験ブース
❻VRキーパー体験ブース
❼親子eスポーツ体験ブース
❽勝利のハイタッチポップコーン

❾サンクトガーレンブース
10湘南ベルマーレフットサルクラブ 久光選手支援Tシャツ
11てといろ湘南 ベルマーレ応援グッズ販売ブース
12オンサイトカードブース

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

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について

17:00  入場
17:10～  相模石油エキシビションマッチ
　湘南ベルマーレ強化特待クラス
17:50～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
17:55～  クラブボランティア･ゲームボランティア

感謝状贈呈式
18:00～  秦野高校チアリーディング部

「VIGORS」パフォーマンス
18:05～  2020ベルマーレクイーンご挨拶
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:46～  ゲストトーク

KPMGコンサルティング スペシャルデー
KPMGコンサルティング株式会社 
代表取締役社長兼CEO 宮原 正弘 様

18:49頃  選手紹介
18:55頃  プレゲーム映像放映
18:58～  選手入場
19:00～  花束贈呈
KPMGコンサルティング スペシャルデー
KPMGコンサルティング株式会社 関係者 
　青木 琉悟 様、 青木 駿悟 様、 岡本 龍樹 様
19:03  キックオフ
ハーフタイム
KPMGコンサルティング スペシャルデー ロボットダンスショー

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 代表取締役会長 小泉 光一郎 様
花束  小泉 朋子 様
Progression賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 代表取締役社長 小泉 光哉 様 様

ホーム最終戦セレモニー
最終戦セレモニー終了～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

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



編集･発行／株式会社湘南ベルマーレ
〒254-0026 神奈川県平塚市中堂18-8 E棟3階
Tel.0463-25-1211　Fax.0463-24-2514

【ＦＣ】 www.bellmare.co.jp  【ＳＣ】 www.bellmare.or.jp

福島ユナイテッドFC情報
第34節 12/20（日）13:00 
　vs カマタマーレ讃岐 @ピカスタ[A］

「ららぽーと湘南平塚×湘南ベルマーレスペシャル福袋」
販売決定並びに予約受付開始のお知らせ
湘南ベルマーレの2021シーズンホーム開幕戦が、
「ららぽーと湘南平塚」のスペシャルデーとして開催
することが決定！
そして2021年の「ららぽーと湘南平塚スペシャル
デー」の開催を記念して、『ららぽーと湘南平塚×湘
南ベルマーレスペシャル福袋』を販売いたします！
福袋限定オリジナルトートバッグに、ここでしか手
に入らないオリジナルランチプレート（2枚セット）
が入ったスペシャル福袋！さらに、ご購入いただい
た全ての方に2021シーズンホーム開幕戦にて開催
予定の「ららぽーと湘南平塚スペシャルデー」イベン
ト参加型特典が付いてきます！限定販売となります
ので、この機会をお見逃しなく！
◇事前予約期間  12/27（日）まで
※本年は「事前予約限定」となっております。当日の
追加販売はございませんので、ご希望の方は必ず
事前予約をお願いいたします。
◇販売日程
　12/28（月）～12/30（水） 10：00～ 21：00
◇販売場所  スーパースポーツゼビオ(1F)
◇販売価格  5,000円
◇販 売 数  111個

超お得！グッズセット受注販売のお知らせ！
スタジアム場外にて超お得なグッズセット福袋を受
注販売いたします。2020シーズンのご声援御礼企
画として、今シーズン販売した商品を超お得な価格
でセット販売いたします！！
◇価格・種類  全3コース
●1万円コース（合計2万円相当）
●2万円コース（合計3.5万円相当）
●3万円コース（合計5万円相当）
※各コース、サイズ（S/M/L/O/XO）をお選びいた
だけます。
※価格は税込表示となります。
◇販売場所  場外グッズ売店
12/16（水）大分戦／16:00～ 21:00
※全て配送のみの承りとなります。
◇お渡し時期  12月下旬頃（予定）

2020イヤーBlu-ray／DVD
「NONSTOP FOOTBALLの真実 第7章」
発売及び先行予約開始のお知らせ!!!
チームの1シーズンを熱く振り返るイヤーBlu-ray/
DVD「NONSTOP FOOTBALLの真実」の2020シー
ズン版（第7章）を発売することとなりました。
今作も試合映像はもちろん、ロッカー映像等を盛り
込み、また監督、選手のインタビューを通し2020
シーズンの戦いを振り返ります。
また、今作では先行予約特典として、選手が選ぶ
2020ベストゲーム3試合のロングハイライト映像
を特典映像としてお付けしてお届けします。
◇タイトル
「NONSTOP FOOTBALLの真実 第7章 -2020-」
◇収録時間  
90分（本編および2020明治安田生命J1リーグ・
2020JリーグYBCルヴァンカップ ゴール集：予定）

◇価　格
DVD：4,000円（税別）／Blu-ray：5,000円（税別）
※本商品は会員割引対象外商品です

◇先行予約受付場所  
スタジアム受付 12/16（水）大分戦
＠場外特設ブース/16:00～21:00

本日 【ベル12会員】会員特典
「フェイスタオル」もう1枚プレゼント！！
新型コロナウイルスの影響で2020シーズンの入会
受付を4月30日付で終了したことにより、入会特典
である「オリジナルフェイスタオル」が在庫として
残っている状況です。このまま在庫となるのであれ
ば、ぜひ会員の皆さまへご活用いただきたく、会員特
典の「オリジナルフェイスタオル」を1枚プレゼント
いたします！
こちらは、引き換えとは別にもう1枚プレゼントする
企画となっていますので、既に引き換え済みの方も、
ご家族やご友人へのお土産にぜひご活用ください！
【オリジナルフェイスタオル配布方法について】
◇プレゼント対象者
2020シーズンベル12会員の皆さま

◇当日の配布について
各入場ゲートにて配布させていた
だきます。
※必ず会員証裏面の「情報シール」を
ご提示ください。
（中央ゲート・6ゲート・7ゲート・8ゲート）

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

令和２年度スポーツ庁補助事業



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW

先行予約受付中！

【2020イヤーDVD】
価格 ￥4,400

【2020イヤーBlu-ray】
価格 ￥5,500

【販売場所】16:00～ @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】16:00～ @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。

全32種類（2種登録・特別指定選手を除く）
全選手 ＋ キングベル（七夕ver.除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

【缶バッジ
 ～冬至ver. ～】

ノーマル レア

ノーマル

レア

●ノーマル：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●レア：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横5㎝
●スーパーレア：
　BIGアクリルキーホルダー
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦11×横8.5㎝

【アクリルキーホルダー
～冬至ver. ～】

●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㎝

【缶バッジ
～七夕ver. ～】

《ベルガチャ・再販！》
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