


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

リーグ屈指の攻撃を封じ
勝利のダンスを再び

ない部分もあるとは思うんですけど、3点リードしてい
るという部分で余裕を持って後ろで自分たちの時間をつ
くれればもっと楽にできたのかなと思います」
　酸いも甘いも経験はすべて次への糧となろう。ふたた
びホームに帰る今節はセレッソ大阪を迎える。トップ3
を志す彼らは、8年ぶり4度目の指揮を執るレヴィークル
ピ監督のもと、開幕から毎試合のように複数得点を挙げ
るなどリーグ屈指の攻撃力を示している。
　「いつも通り戦うことが大事」プロ1年目の2018年に
ガンバ大阪でクルピ監督の指導を仰いだ谷は、セレッソ
大阪の印象を語りつつ、自分たちのやるべきを口にする。
　「セレッソはサイドから得点を取ることが多いと思うの
で、クロスをフリーで簡単に上げさせない状況をつくり
たい。僕としては自分の準備がいちばん大事。なかの状
況を把握して、相手がどこに入ってきてどんなシュート
が来るかをイメージすることがポジショニングを含めて
大事かなと思います。我慢の時間帯に失点してしまうと
チームとして苦しくなるし、そこで我慢できれば仙台戦
のように自分たちの得点に繋げられる。セレッソは上位
のチーム。ここで負けているようではダメだと思うので、
しっかり勝ちたいですね」
　ベルマーレに期限付き移籍で加入して2年目となる今
季は開幕からゴールを守る。「試合をやるにつれて自分の
感覚や状況に応じたプレーはよくなってきている」と語
るように、経験を活かし、相手の強力な攻撃を封じたい。

　荒天が去り、訪れた虹とともに弾けた歓喜が記憶に新
しい。前回のホームゲーム、ベルマーレはベガルタ仙台
を3－1で降し、開幕から続いていた連敗を止めた。待望
の今季初勝利は、J1通算150勝という節目でもあった。
　「勝つって大変だなとあらためて思いました」GK谷晃
生はそうかみしめるように振り返りつつ、ゲーム展開を
含めて冷静に見つめる。
　「大事な局面で失点せずにしっかりやれたことはよかっ
たと思いますが、3－0で終えるのと3－1で終えるのと
では自信も違ってくる。その意味では悔しいし、3点取っ
てからのチームとしての戦い方は見直す必要がある」
　高橋諒の今季初ゴールで幸先よく先制した一戦はしか
し、相手も着実にフィニッシュへと持ち込む拮抗した展
開だった。それでもベルマーレは得点後に訪れたピンチ
や後半の立ち上がりなど大事な時間帯を谷が好守で引き
締め、またディフェンス陣の奮闘もあって無失点に抑え
ると、流れやセットプレーから追加点を重ねた。ただゲー
ムを優位に進める一方で、終盤は相手の攻勢を受けて押
し込まれ、1点を返された。
　ふたたび谷が振り返る。
　「早い段階で3－0になり、後ろに重心がかかりがちに
なってしまった。ボールもなかなか繋げずに蹴ってしまい、
相手に取られてまた攻撃される。それが続くと難しい展
開になってしまう。3連敗していたので気持ち的に仕方

1 GK
谷  晃生 TANI KOSEI

G大阪の下部組織で育ち、各年代別代表を経験して17歳でトッ
プチームに昇格。昨季、出場機会と成長を求め期限付き移籍に
より湘南に加入し、今季は期間を延長し2年目。昨季、第6節以降
出場を重ね25試合に出場。今季も数々のビッグセーブでチーム
を救い、守備範囲の広さ、足元の技術の高さなど特長を活かし
ゴールを守っている。

2000年11月22日生（20歳）／大阪府堺市出身／190cm・84kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 ２ DF 松田 陸

 ３ DF 進藤 亮佑

 ４ MF 原川 力

 ５ MF 藤田 直之

 ６ DF チアゴ

 ９ FW アダム タガート

10 MF 清武 弘嗣

13 FW 高木 俊幸

14 DF 丸橋 祐介

15 DF 瀬古 歩夢

16 DF 新井 直人

17 MF 坂元 達裕

18 MF 西川 潤

19 MF 為田 大貴

20 FW 大久保 嘉人

21 GK キム ジンヒョン

22 FW 松田 力

24 DF 鳥海 晃司

25 MF 奥埜 博亮

26 DF 小池 裕太

28 FW 中島 元彦

29 FW 加藤 陸次樹

30 MF 喜田 陽

31 FW 藤尾 翔太

32 FW 豊川 雄太

33 DF 西尾 隆矢

34 FW 山田 寛人

36 FW 澤上 竜二

40 MF 松本 泰志

43 DF ダンクレー

48 GK 春名 竜聖

49 GK 下中 凌我

50 GK 松井 謙弥

セレッソ大阪

湘 南 C大阪J1・第5節スターティングメンバー

柏レイソルを2－0で降し、リーグ連覇と
ACL優勝を目標に掲げる川崎フロンター
レとも2－3と渡り合うなど、攻撃力をい
かんなく発揮しているセレッソ大阪。並
み居るタレントのなかでもひときわ存在
感を放っているのが大久保嘉人（写真）
だ。今季15年ぶりにセレッソに復帰する
と、開幕から3戦連続ゴールを挙げるな
ど攻撃サッカーを引っ張っている。チー
ム得点王を封じることはもちろん、ゴー
ル前の勝負に至る道筋を遮断したい。

セレッソ大阪 　監督  レヴィー クルピ

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

第４節 湘南 ３○１ 仙台
第５節 FC東京 ３●２ 湘南

第４節 横浜FC １○４ C大阪
第５節 C大阪 １○０ 大分

ⒸJ.LEAGUE

１ 谷

20 名古

32 田中

17 大橋

33 町野

3 石原（広）

22 大岩

6 岡本

8 大野
10 山田

42 高橋

21 キム ジンヒョン

2 松田(陸)

33 西尾
20 大久保

14 丸橋

15 瀬古
32 豊川

17 坂元

4 原川

25 奥埜

10 清武

3月20日（土・祝）
@札幌ドvs札　幌 神　戸14:00

3月21日（日）
@味スタ
@鳴門大塚
@駅スタ
@昭和電ド
@埼玉
@カシマ
@三協Ｆ柏
@パナスタ

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

FC東京
徳　島
鳥　栖
大　分
浦　和
鹿　島
　柏
Ｇ大阪

仙　台
横浜FC
福　岡
広　島
川崎Ｆ
名古屋
清　水
横浜FM

13:00
14:00
14:00
14:00
15:00
16:00
16:00
  中止

J1リーグ第5節 FC東京戦「TRACKING DATA」

Ranking
※3/17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
19
20

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

勝点
16
15
13
12
10
9
8
8
7
5
5
5
4
4
3
3
2
1
0
0

点差 
＋10
＋7
＋10
＋5
＋4
＋2
＋1
＋1
－1
＋0
＋0
－3
＋2
－1
－3
－5
－4
－11
－1
－13

第6節 他会場の試合



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

30

262522 232120

17 18

19

1614

7 8

9

27

5

ヤマ  ダ   ナオ キ
MF 山田 直輝

10

MF 三幸 秀稔
ミ ユキ  ヒデトシ

29
MF 平岡 大陽

ヒラオカ  タイヨウ
28

E とうスタレモン S

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

Enjoy☆Football
knh.tomo
TAEKO

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

ＴＡＥＫＯ追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

追いかけるペン。（＾＾）knh.tomo

Ymk☆Myk

伊皿子倶楽部 こん kento #9

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
Baran
オカリナキッチン
Yasuda Burger
COCONUT TREE
Meg's Kitchen
丼もの屋
カフェアミーゴ
BULL'S(DA FIORI)
薪窯焼きPizzaUNCLEKEN
FIVE STRAS

ケバブ ペルシア MAS
Shallow Bee

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

【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。

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

❶エコステーション
❷ベルガチャステーション
❸イオニアカード販売ブース
❹「tricolor」ブース

❺バルーンフォトスポット＆販売ブース
❻フットダーツ＆ジャングルコンボブース
❼湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
❽サンライフガーデンブース

❾勝利のベルマーレポップコーン
10サンクトガーレンブース
11湘南ベルマーレフットサルクラブ 
　クラウドファンディングブース

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

13:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
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
14:00～  SNS企画 ＃ミドリに染めろ 大賞発表
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
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
15:01  キックオフ
ハーフタイム
湘南セント・パトリックスデー パフォーマンス 「tricolor」

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 　
　本社サポートセンター 部長 小菅 標彦 様
花束  田澤 美穂 様
　相模石油株式会社 　
　本社サポートセンター 朽木 彩花 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 　
　本社サポートセンター 係長 山崎 岳亜 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

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を継続して努めて参ります。
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



福島ユナイテッドFC情報
第3節 3/28（日）13:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドFC @白波スタ[A］
第4節 4/4（日）14:00 
　vs カターレ富山 @富山[A］

詳細はこちら➡

湘南ベルマーレの2021シーズンオフィシャルスタイ
ルサプライヤーとして引き続き「株式会社ベイクルー
ズ」様による「JOURNAL STANDARD relume」に
ご支援いただいています。
ご提供いただいている〈4JKT 
STYLE〉を選手たちが身にまとい、
モデルを務めました。2021年、湘
南ベルマーレは 〈4JKT STYLE〉
で勝ちに行く！

本日、選手入場時にスタジアム全体でのコレオグラ
フィーを実施いたします。
「マッチデープログラム」をコレオグラフィーシート
仕様にしたバージョンで、圧倒的な迫力のある空間
を創りだし、チーム、ファン・サポーターが一体感を
持って一つになり「一OneBellmare」でスタジアム
をミドリに染めてチームを後押ししよう！！
【実施方法】
入場時にお配りするマッチデープログラムのミド
リ面を選手入場時に掲げてください。
☆セント・パトリックデーとは…
もともとはアイルランドの祝祭日で、アイルランド
にカトリック教を伝えた宣教者・聖人パトリックの
命日。人々はこの日、アイルランドのシンボルカラー
であるグリーンのものを身につけて祝います。
アイルランド国内のほかにも、アイルランド系移民
の多いアメリカ ボストンなどでは毎年盛大なパレー
ドが行われ、日本でも近年メジャーになってきてい
るイベントです。ベルマーレのクラブカラーもライ
トグリーン。Ｃ大阪戦はクラブカラーをこれでもか
と身にまとってスタジアムをライトグリーンに染め
上げ、一緒にこの日をお祝いしましょう！

⬆詳細はこちら

vs 横浜FC
YLC グループステージＣグループ 第２節

15:00kick off3/27（土）
次回ホームゲーム湘南ベルマーレフットサルクラブ・

クラウドファンディング実施中！
「いつでも、どこでも、共に戦う」ために

湘南セント・パトリックデー＃ミドリに染めろ
「コレオグラフィー」実施のお知らせ！

湘南ベルマーレフットサルクラブは、新型コロナウ
イルス対策のためのチーム運営費およびクラブ運営
費補填を目的としたクラウドファンディングを実施
いたします。
ホームアリーナである小田原アリーナは、1月8日
（金）から現在に至るまで休館することになり、その
間に開催を予定していたホームゲーム2試合の開催
ができなくなりました。コロナ禍のクラブ運営への
影響はとても大きなものとなっております。試合数
や来場者数が減ることで、今期はチケット収入・グッ
ズ収入は1,000万円程度の減収見込みとなっており
厳しい状況が続いております。これからも選手たち、
そしてファン・サポーターの皆様とともに「いつで
も、どこでも、共に戦う」ために、この逆境を何とか乗
り越えていきたい。選手たちの戦う場所を守るため
に、どうか応援をよろしくお願いいたします。

詳細はこちら➡

2021シーズン「ホームタウンデー」
開催日程決定のお知らせ！
ホームタウン9市11町の一人でも多くの方に、我が街
のクラブとしてより親しみを持っていただけるよう、
各市町の冠試合として「ホームタウンデー」を開催い
たします。ホームタウンに在住の方限定の「ホームタ
ウンデーチケット」もより多くの方にご利用していた
だきやすく大幅割引でリニューアルいたしました！
◇「ホームタウンデー」チケット
「ホームタウンデー」に該当の市・町に在住の方は、特
別価格のチケットをご購入いただけます。
【変更点】
●チケット価格がさらに大幅割引額！6Gミックス指定
席限定で一律1,500円で販売いたします。
●スタジアムでチケットへの引換は不要となります！ご購
入いただいたチケットでそのままご入場いただけます。
●チケット購入いただく場合は、ご本人様が
　該当の市町に在住の方が対象となります。
●1度に4枚までチケット取得が可能です。
●チケット販売はWeb限定となります。
皆様のご利用お待ちしております。

「JOURNAL STANDARD relume」
〈4JKT STYLE〉のモデル選手登場のお知らせ！

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



グッズ情報グッズ情報 ※全て税込価格

【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店

【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 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。

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

《場外特設ブース》

《セント・パトリックデー企画》

サイズ：約縦70㎝×横95㎝
素材：ポリエステル
価格 ￥3,800

【BELLMARE
ブランケット】

【選手着用モデル
移動用ジャージ】

価格 ￥10,000

全33種類 全選手＋キングベル
（2種登録・特別指定選手を除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

ノーマル

●ノーマル
　サイズ：約直径5.5㎝
●スーパーレア：
　サイズ：約直径9㎝

●ノーマル： サイズ：直径約5.5㎝
●スーパーレア：
　サイズ：直径約10㎝

ノーマル

【桜型キーホルダー】

サイズ：S/M/L/O/XO
素材：ポリエステル93％、ポリウレタン7％

※ベル12会員割引対象外

【ユニフォーム型イオニアカード】

価格 ￥4,400

種類：1stユニフォーム/GK1stユニフォーム
サイズ：約縦8×横6.5㎝
素材：プラスチック・イオニア素材（特許出願中）

【缶バッジ
  ～桜ver. ～】

NEW

NEW

NEW

スーパーレア

スーパーレア
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