


文：隈元大吾／写真：木村善仁

「一 One Bellmare」
今季初勝利は一体感とともに

切磋琢磨と競争が繰り広げられている。
　来る開幕戦、レモンガススタジアム平塚の初戦に迎え
るのはサガン鳥栖だ。ポゼッションスタイルに舵を切っ
た彼らは昨季、得点力不足に悩まされ、一時は 17 位ま
で順位を落とした。反面、守備陣の踏ん張りもあって失
点は少なく、最終的に13位でフィニッシュしている。
　「攻守の切り替えのところはゲームのポイントになる」
2 戦 2 分と互いに譲らなかった昨季の対戦も踏まえ、浮
嶋監督は開幕戦をイメージする。
　「ともにハードワークするチーム。切り替えが速く切れ
目のない、目の離せない戦いを観てほしい」
　ベルマーレは今季、スローガンに「一 One Bellmare」
を掲げた。新シーズンの船出に際し、指揮官は言葉に込
めた想いを明かしている。
　「コロナの影響を受けて社会的に大変な状況が続いてい
るなかで、サッカーができることに選手スタッフ一同ほ
んとうに感謝しています。我々にできるのは、ひとつに
なって地域やサポーターの方々に勇気と元気、そして勝
利を届けること。そういう想いを持って戦いたい」
　最下位に沈んだ昨季の悔しさを無駄にはしない。課題
と向き合い、新たな仲間とともに一体感を育んで、今季
初勝利を取りにいく。

　1月 21 日の始動から 1カ月余り、延べ 17 日間に渡
る沖縄キャンプを含め、チームは粛々とトレーニングを
重ねてきた。なかでも昨季リーグ最少に終わった得点力
不足の克服は強く意識されている。
　「守備のさらなる安定といかに得点を取れるかが大事」
　課題を踏まえ、浮嶋敏監督は取り組みを語る。
　「昨年、とくに序盤はセットプレーの得点が少なかった。
また遅攻を強調したシーズンでもあったので、GK やセ
ンターバックからボールを繋いだ得点は増えましたが、
いい形でボールを奪い、素早く点を取るベルマーレらし
いカウンターは少なかった。今年は遅攻と速攻の両方で
ゴールを奪うことを目指している。オープンプレーだけ
でなくセットプレーもひとつ大事になると思っています」
　個々の成長とともに毎年多くが巣立つなか、今季は
12 人のメンバーが新たに加わった。年代別代表に名を
連ねるルーキーから豊富な経験を携えるベテランまでそ
の才能は幅広い。「我々の方向性に合った選手が入ってく
れた」と指揮官も目を細めるところだ。
　課題とする得点力の改善に加え、既存のメンバーと新
加入選手の融合にも余念がない。戦術やチームとしての
基準の浸透に時間を要した昨季の反省を踏まえ、今季は
各ポジションにリーダーを置き、走力や守備の強度、球
際や攻守の素早い切り替えなど、クラブとして大切にし
ている哲学の共有を速やかに図る。緊急事態宣言の発出
によりウェリントンとウェリントンジュニオールの合流
が遅れていることは残念だが、負傷離脱の少ない現状を
含めて、両ブラジル人選手の不在を懸念させないだけの
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Match  information

湘南ベルマーレ サガン鳥栖
（白/白/白）
昨年のリーグ順位
J1リーグ：13位

（黄緑/黄緑/黄緑）
昨年のリーグ順位
J1リーグ：18位

鳥栖もメンバーの入れ替わりが少なくな
い。原川力ら主力が移籍した一方、ファ
ン・ソッコや島川俊郎など即戦力が加
わった。「ただ回すだけでなく、危険なと
ころにボールとひとが侵入し、シュート
回数を増やす取り組みを行なってきた。
勝てば乗れると思う」そう金明輝監督（写
真）が語れば、アカデミー時代より対戦し
てきた浮嶋監督も「育成から長年やって
いるスタイル同士がぶつかる試合」と見
据える。両クラブの哲学が激突する。

サガン鳥栖 　監督 金 明輝
 １ GK 守田 達弥

 ３ DF エドゥアルド

 ４ MF 島川 俊郎

 ６ DF 内田 裕斗

 ８ FW 林 大地

 ９ FW 山下 敬大

10 MF 樋口 雄太

11 FW 豊田 陽平

12 GK 板橋 洋青

14 MF 高橋 義希

15 MF 酒井 宣福

18 FW 和田 凌

19 FW 石井 快征

20 DF ファン ソッコ

21 GK 金 珉浩

22 MF 小屋松 知哉

23 MF 本田 風智

24 MF 飯野 七聖

25 FW オフォエドゥ

26 FW 兒玉 澪王斗

27 MF 相良 竜之介

28 DF 今掛 航貴

30 DF 田代 雅也

31 DF 大畑 歩夢

32 MF 湯澤 洋介

33 FW ドゥンガ

39 DF 松本 大輔

40 GK 朴 一圭

41 MF 松岡 大起

44 MF 仙頭 啓矢

47 DF 中野 伸哉

50 MF 梁 勇基

Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン
改定に伴う試合開催方針について
試合開催時の来場人数等の方針を下記のとおり決定しましたので
お知らせいたします。
政府による緊急事態宣言の概要（令和3年2月2日時点）
対 象 区 域 ：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
対 象 期 間 ：3月7日（日）まで
来場者上限 ：5,000人、かつ、50％以下
開 催 時 刻 ：20時までの営業時間短縮への働きかけ
酒類の提供 ：11時から19時まで

詳細はこちら➡

ⒸJ.LEAGUE

2月26日（金）
@等々力vs川崎Ｆ 横浜FM18:00

2月27日（土）
@札幌ド
@埼玉
@Ｅスタ
@昭和電ド
@カシマ
@ヤンマー
@ノエスタ

vs
vs
vs
vs

札幌
浦和
広島
大分
鹿島
Ｃ大阪
神戸

横浜FC
FC東京
仙台
徳島
清水
柏
Ｇ大阪

14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
16:00
17:00
2月28日（日）

@ベススタvs福岡 名古屋13:00

第1節 他会場の試合

2020シーズンのJリーグは新型コロナウイルス
感染症による影響を考慮し｢昇格あり･降格なし｣
の特別ルールが適用されたが、2021シーズン、
J1は20チームによるホーム＆アウェイの2回戦総
当たりで行われ、12月4日まで38節(全380試
合)熱戦が繰り広げられる。J2から徳島ヴォルティ
ス(1位)、アビスパ福岡(2位)がJ1に昇格した。

【ディビジョンの入れ替えについて】
◆J1における年間順位の下位4クラブがJ2に降
格し、J2における年間順位の上位2クラブがJ1
に昇格する。
◆J1参入プレーオフは行わない。

2020シーズンの途中で導入を見送ったビデオア
シスタントレフェリーを、2021シーズン及び
2022シーズンに再導入することを決定しました。
フィールドとは別の場所で複数のアングルの試合
映像を見ながら主審をサポートする審判員のこと
をVARと言います！ 
すべての事象に介入するわけではなく、役割はあ
くまでも主審の“サポート”！ 途切れることのない攻
防の連続を損なわないよう、試合結果を左右する
ような判定や事象のうち、「はっきりとした、明白な
間違い」をなくすことが基本的な考え方です。 
VARが介入する事象は、次の4つのみです。 
•得点か、得点ではないか？
•PKか、PKではないか？
•退場か、退場ではないか？（2枚目のイエロー
カードは対象外）
•警告退場の人間違い
この4つの事象における「はっきりとした、明白な間
違い」、または「見逃された重大な事象」のみに
VARは介入します。

2021シーズン J1リーグ開催概要

ビデオアシスタントレフェリー
導入試合について



MF 古林 将太 MF 梅崎  司
ウメサキ　 ツカサ

DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキミイシハラ  ナオ キ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

MF 平松  昇
ヒラマツ　ショウ

MF 中村  駿
ナカムラ　シュン

DF 畑  大雅
ハタ     タイガ

FW ウェリントン

GK 堀田 大暉
ホッタ    ダイ キ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ

MF 名古 新太郎
ナ  ゴ   シン タ ロウ

コバヤシ  ショウタ

GK 富居 大樹
トミ イ   ダイ キ イケ ダ　マサ キ

FW 池田 昌生

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ
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ヤマ  ダ   ナオ キ
MF 山田 直輝

10

MF 三幸 秀稔
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DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

伊皿子倶楽部

TAEKO
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13

DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

FW 石原 直樹
11

FW タリク

6

GK 立川 小太郎
タチカワ  コ  タ  ロウ

31
MF 田中  聡

タ ナカ   サトシ
33

DF 毛利 駿也
モウ リ  シュンヤ

FW 町野 修斗
マチ ノ   シュウト

32

DF 石原 広教
イシハラ  ヒロカズ タチ    コウ キ

DF 舘  幸希
1 3 4

GK 谷  晃生
タニ    コウセイ

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. 選手・監督と触れ合える交流会の参加権利（ご本人様のみ）。 
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」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券・・・・2名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」・・・20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

2021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

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

FW ウェリントン ジュニオール
39

MF オリベイラ
40

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。











「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  17:10(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！

ぴぃちゃんち
レストランなんどき牧場
丼もの屋
クレープ くれよん
サンメッセしんわ
つじ道ラーメン
いちばん
Loco Kitchen
BULL'S(DA FIORI)
Kitchen Kanaloa
鳥仲商店

ワンズケータリング
manma

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

レモンガス
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
❸湘南モノレール「勝たせ（GET３）山」駅　駅名板記念撮影ブース
❹2021 1stユニフォーム販売特設ブース
❺ららぽーと湘南平塚ブース

❻神奈川県畜産会養鶏部GoToチャリティーブース
　「ベルマガ」販売ブース
❼ポスター配布ブース
❽フットダーツブース
❾湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

10ホテルサンライフガーデンブース
11福島ユナイテッドFC農業部新サービス「うけとりマルシェ」
12勝利のハイタッチポップコーン
13サンクトガーレンブース
14ベルマーレクラブボランティアブース
　「湘南ベルマーレGAMEBOOK2020」販売ブース

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

安全・安心な試合開催の為に ～新型コロナ感染症対策～
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。
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

13:00  先行入場（ベル12シーズンチケットコースの方）
 その後 一般入場

13:10～  相模石油エキシビションマッチ
　湘南ベルマーレサッカースクール
13:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
14:05～  2021ベルマーレクイーン　ご挨拶
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
14:43～  ホームゲーム開幕戦のご挨拶
　株式会社湘南ベルマーレ 代表取締役社長 水谷尚人
14:40～  ホームタウン9市11町 首長による「キックオフムービー」
14:46～  ゲストトーク ららぽーと湘南平塚スペシャルデー
　三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 
　オペレーションセンター所長 中村有里 様
14:49頃  選手紹介
14:55頃  プレゲーム映像放映
14:58～  選手入場
15:00～  花束贈呈
ららぽーと湘南平塚スペシャルデー
「ららぽーと湘南平塚×湘南ベルマーレスペシャル福袋」ご当選の皆様
三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 
オペレーションセンター 近藤麗奈 様
15:03  キックオフ
ハーフタイム
ゲストトーク
レモンガス株式会社 代表取締役社長 赤津 欣弥 様 

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 /
OneBellmare賞 表彰
MOM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
花束  小泉 光ノ介 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 事業計画室 課長代理 井上 直也 様　
　相模石油株式会社 事業計画室 マネージャー 寺西 康裕 様
17:10～17:40分の間
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
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福島ユナイテッドFC情報
第1節 3/14（日）13:00 
　vs 藤枝MYFC @とうスタ[Ｈ］
第2節 3/20（土･祝）13:00 
　vs Y.S.C.C.横浜 @とうスタ[Ｈ］

詳細は　
こちら➡

詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

本日 鳥栖戦は「ららぽーと湘南平塚
スペシャルデー」として開催！！
本日のサガン鳥栖戦は、オフィシャルクラブパートナー
である三井不動産商業マネジメント株式会社様が運
営する三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚の
「ららぽーと湘南平塚スペシャルデー」として開催！
★【来場者プレゼント】
「ららぽーと湘南平塚×湘南ベルマーレコラボクリ
アファイル」先着2,000名様へプレゼント！
※配布は来場履歴を参考にゲートごとに配分を分け
ております。予めご了承ください。
★全来場者様へ「スクラッチ」カードプレゼント
銀色部分を削ってあたりが出るとお買い物・お食事券の
クーポンとして使えるスクラッチカードを配布します。
★【ららぽーと湘南平塚ブース】
「ららぽーと湘南平塚」でご利用いただける三井
ショッピングパークカード《セゾン》のお申込みの案
内と受付を行います。試合当日「ららぽーと湘南平塚
ブース」にて新規ご入会キャンペーンを実施！
◇時　間  12:00～ 15:00
◇場　所  キングベルパーク（場外イベントエリア）

新しい応援の形クラブトークン「FiNANCiE」
～「サポーターと創るスペシャルデープロジェクト」に参加しよう～
FiNANCiEは、次世代のトークン発行型クラウド
ファンディング＆コミュニティサービスです。
2021年、湘南ベルマーレのオフィシャルクラブ
パートナーとして、ベルマーレ・クラブトークンを発
行した特別企画を実施します。まず第一弾として、
2021年5月26日の川崎フロンターレとのホーム
ゲーム戦において、サポーターとつくるスペシャル
デープロジェクトを予定しています。スペシャル
デーでは、FiNANCiEアプリ内でベルマーレ・トーク
ン保有されている皆さまに、普段にはない特別な（応
募）特典を準備しています。
【トークン保有者への応募特典例】・社長にスタジア
ムまで送迎してもらえる権利・キングベルⅠ世とPK
対決特典は、スタジアムでの体験だけでなく、オンラ
インで楽しめる体験メニューも予定しています。
※特典の詳細は、FiNANCiEアプリ内やクラブ公式
SNSなどを通じて後日ご案内しますまたスペシャル
デーの他にも、グッズデザインや選手への応援メッ
セージなど、トークンを利用して企画や演出を投票
で決める参加型企画も予定しています。そして購入
いただいたトークンの販売収益は、チームの運営費
用として充てられます。国内プロチームでは初の取
組！サポーターのみなさん、クラブ
トークンを購入いただき新しい応援
体験をお楽しみに！

「ららぽーと湘南平塚× 湘南ベル
 マーレコラボクリアファイル」

【2021暴れん坊基金】（暴れん坊プレーヤー、
個人会員、法人会員）のご案内
ベルマーレフットボールアカデミーの活動を支援し
ていただくことを目的として、将来を担うベルマーレ
の育成選手を長期的にサポートしていただくことを
目的にして「暴れん坊基金」を設立しております。
この基金はアカデミーの遠征補助や、環境整備のた
めの支援を主な趣旨としています。
希望番号と希望ネーム入りのユニフォームを作成で
き、且つ一年間トップチーム選手とともに公式サイト
にお名前を掲載することができる「暴れん坊プレー
ヤー」の2021シーズンの募集を2月21日（日）より
開始しております。
●暴れん坊プレーヤー　
◇登録料金 1名様につき 32,000円（税込）

●暴れん坊個人・法人会員募集要項
◇暴れん坊個人会員：
　【協賛金】3,000円
◇暴れん坊法人会員：
　【協賛金】10,000円

vs 浦和レッズ
YLC グループステージＣグループ 第１節

18:00kick off3/2（火）
次回ホームゲーム

＊緊急事態宣言延長に伴い、政府が定めるイベントの開催制限に従って
　営業時間短縮を働きかけられているためキックオフ時間を変更

リーグ開幕3連戦限定！
来場者全員プレゼント企画実施のお知らせ！
湘南ベルマーレでは開幕ホーム3試合連続で来場者全
員プレゼント企画実施します。コロナ禍で活躍する
グッズを各試合で配布しますのでぜひ3試合ご来場い
ただき、GETしてください！
開幕戦となる本日鳥栖戦は、2021ユニフォーム柄の
「フェイスマスク」をプレゼント！
スタジアムご来場者全員の5,000名様およびDAZN
にて開幕戦をご視聴いただいた中から抽選で500名
様、合計5,500名様にプレゼントいたします。
開幕戦ONE BELLMAREで勝利を掴みましょう！！

⬆詳細はこちら



※全て税込価格
グッズ情報グッズ情報

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

◆販売モデル
No.1 谷 晃生選手
No.9 ウェリントン選手
No.11 タリク選手
No.13 石原 直樹選手
No.12 （サポーター）

※場外グッズ売店限定販売※場外グッズ売店限定販売

●全選手対応
（特別指定・2種登録選手を除く）

【販売場所】12:00～
@レモンガススタジアム平塚 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33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★

全33種類・全選手対応
（2種登録・特別指定選手を除く）＋12番 ★１回 5００円★

【缶バッジ ～ 1stユニver.】
●ノーマル：缶バッジ
　サイズ：直径約5.5㎝
●スーパーレア：BIG缶バッジ
　サイズ：直径約10㎝

サイズ：約縦5.4×横5.8㎝

【アクリルキーホルダー
～ 1stユニver. ～】

●ノーマル：アクリルスタンド
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●スーパーレア：BIGアクリルスタンド
　サイズ：約縦11×横6.5㎝

【アクリルスタンド
キーホルダー
～ 1stユニver. ～】

サイズ：S/M/L/O/XO/2XO/3XO
素材：ポリエステル サイズ：S/M/L　素材：ポリエステル100％

◆耳紐調節機能付き

キッズサイズ：100/120/140

価格 ￥15,400

価格 ￥5,000
大人サイズ：S/M/L/O/XO
価格 ￥5,500

【2021 1stユニフォーム（半袖）】

サイズ：縦20×横120㎝
素材：綿100％

【2021No.タオルマフラー】

サイズ：縦3×横8.5㎝
素材：アクリル

【片瀬山キーホルダー】

サイズ：本体部分 約縦40×横48×幅15㎝
素材：綿

【One Bellmare
 トートバッグ】

サイズ：縦7.5×横4.5㎝
素材：ポリエステル

【2021必勝祈願お守り】

【PENA MASK～選手着用モデルver. ～】

素材：ポリエステル100％
【プレーヤーズTシャツ】

※ベル12会員割引対象外 価格 ￥1,200

価格 ￥2,100

価格 ￥600

価格 ￥800

価格 ￥3,000

※ベル12会員割引対象外

※ベル12会員割引対象外
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