


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

チームで繋がる大切さ
「One Bellmare」で強敵に挑む

ポジション的に真ん中で繋ぎ役なので、90分間を通し
てチームが繋がっていれば充実した試合になると思うし、
そのうえで結果を求めなければいけない」
　思えば、ベルマーレに加入した昨季は、守備の課題も
あって公式戦の出場はわずか5試合にとどまった。それ
でも折れずに今季を迎えた背景には、仲間の存在がある
ようだ。
　「チームメイトもスタッフも、試合に出られない自分に
ここまで言ってくれるのかというぐらい声をかけてくれ
たり、気にかけてくれたりした。それがあったからこそ
踏ん張らなければいけないと思えたし、呼んでもらった
のになにもできないままほかのチームに行くのは違うと
思った。周りに助けられたなと思います」
　ふたたびホームに帰る今節は名古屋グランパスを迎え
る。開幕から連勝を重ねた彼らは、持ち前の堅守と多彩
なタレントが織りなす攻撃力をもって上位を走る。
　「堅いチームというイメージ」三幸は相手の印象を踏ま
えつつ自分たちのやるべきを見据える。
　「前には個人で打開できる選手が何人もいる。前の選手
を自由にしたら相手のゲームになってしまうと思うので、
彼らにボールが入らないように相手陣地で奪いに行き、
攻撃でも相手陣地に押し込まなければいけない。守備も
攻撃もチームでまとまることが大事だと思います」
　勝利を期して、組織の真ん中で攻守の手綱をさばく。
チームとして繋がるために、担う役割は大きい。

　代表ウィークを挟んでリーグ戦が小休止した間、三幸
秀稔は自身のプレーを見つめ直していた。
　「基本的には守備のところ。試合中プレーしていて危な
いと感じたシーンを監督にも指摘され、ポジショニング
やセオリーをあらためて整理しました。失点には繋がら
なかったけど、そのひとつのプレーで相手に勝点3を与
えてしまったり、自分たちが勝点3を逃がしたりするこ
とに繋がるかもしれない。とくに湘南は、勝負にこだわっ
て一つひとつを大事にしているチーム。自分もつねに反
省しながらプレーしています」
　第4節ベガルタ仙台戦でリーグ戦今季初先発を記し、
チームの初勝利に貢献すると、第6節セレッソ大阪戦で
も長短のパスを配し、セカンドボールを着実に回収する
など攻守に存在感を放った。「結果がすべてだと思ってい
るので、勝点3を積めなかった部分では反省が多い」と
振り返ったように、スコアレスドローで決したセレッソ
戦に満足はないが、しかし一定の手応えも否定しない。
　「チャンスをつくれていたと思いますし、ショートカウ
ンターやロングカウンター、遅攻、ボールを繋ぐところ
も含めて、状況に応じてサッカーができるようになって
きた。その意味ではよくなっていると思います」
　チームとして進化の萌す戦いのなかで、三幸自身もま
た今季は特長を開放しているように映る。曰く、「ボール
を持てば走ってくれるし、声もしっかりかけ合っている。

29 MF
三幸 秀稔 MIYUKI HIDETOSHI

ヴァンフォーレ甲府、レノファ山口を経て昨季湘南に加入。
基礎技術が高く、長短の正確なパスでチームにリズムをもたらし
ている。プレースキッカーとしても貴重な存在。
昨季はリーグ戦4試合と悔しい時間を過ごしたが、今シーズンは
ここまで順調に試合出場を重ね、さらなる活躍が期待される。

1993年5月23日生（27歳）／千葉県市川市出身／172cm・65kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 １  GK ランゲラック

 ２  MF 米本 拓司

 ３  DF 丸山 祐市

 ４  DF 中谷 進之介

 ５  MF 長澤 和輝

 ６  DF 宮原 和也

 ７  MF 阿部 浩之

 ８  FW 柿谷 曜一朗

 ９  FW 山﨑 凌吾

10 FW ガブリエル シャビエル

11 FW 相馬 勇紀

13 DF 藤井 陽也

14 DF 木本 恭生

15 MF 稲垣 祥

16 FW マテウス

17 DF 森下 龍矢

18 GK 渋谷 飛翔

19 FW 齋藤 学

21 GK 武田 洋平

22 GK 三井 大輝

23 DF 吉田 豊

24 MF 石田 凌太郎

25 FW 前田 直輝

26 DF 成瀬 竣平

27 MF 児玉 駿斗

28 DF 吉田 晃

30 MF 甲田 英將

31 MF 吉田 温紀

44 FW 金崎 夢生

名古屋グランパス

湘 南 名古屋

就任3年目を迎えるマッシモフィッカデ
ンティ監督のもと、連勝スタートを切っ
た名古屋グランパス。「後ろは堅く、前は
自由にというイメージ」と三幸が評した
ように、攻撃陣の才を活かしてゴールを
奪い、守ってはクリーンシートを重ねて
いる。並み居るタレントのなかで、とくに
注目したいのが元ベルマーレの山﨑凌吾
（写真）だ。前線で起点となり、サイドへ展
開しつつラストパスやフィニッシュに持
ち込む。守備の献身も得難い。

名古屋グランパス 　監督  マッシモ フィッカデンティ

直近の試合結果 直近の試合結果
（赤/黒/黒）（黄緑/黄緑/黄緑）

YLC GS 第2節  湘南 １○０ 横浜FC
J1リーグ 第7節  横浜FM １△１ 湘南

J1リーグ 第6節 鹿島 ０○１ 名古屋
J1リーグ 第7節 名古屋 ０△０ FC東京

J1・第7節スターティングメンバー

ⒸJ.LEAGUE

１ 谷

20 名古

29 三幸

17 大橋

33 町野

3 石原(広)

4 舘

6 岡本

32 田中
10 山田

42 高橋

1 ランゲラック

6 宮原

4 中谷

10 Gシャビエル

23 吉田

3 丸山

8柿谷

25前田

2 米本

15 稲垣

16マテウス

4月6日 (火) 
@日産スvs横浜FM Ｃ大阪19:00

4月7日 (水) 
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@等々力
@ニッパツ
@アイスタ
@パナスタ
@ノエスタ
@鳴門大塚
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川崎Ｆ
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札　幌
鳥　栖
広　島
浦　和
福　岡
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仙　台

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
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Ranking
※4/3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
セレッソ大阪
サガン鳥栖
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
清水エスパルス
アビスパ福岡
浦和レッズ
北海道コンサドーレ札幌
湘南ベルマーレ
徳島ヴォルティス
大分トリニータ
鹿島アントラーズ
柏レイソル
ガンバ大阪
横浜ＦＣ
ベガルタ仙台

勝点
22
19
16
14
14
13
12
11
8
8
8
7
5
5
5
4
4
1
1
1

点差 
＋17
＋8
＋6
＋9
＋4
＋4
＋2
＋4
＋1
－2
－7
＋2
－3
－3
－4
－3
－6
－1
－14
－14

第8節 他会場の試合

J1リーグ第7節 横浜FM戦「TRACKING DATA」



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

ニンニン

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

伊皿子楽部

あーちゃん

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆FootballYmk☆Myk

TAEKO TAEKO

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
•株式会社フリーデン「湘南ベルマーレカレー３個セット」18名様
•濱田精麦株式会社「ベルマーレ応援米キューブタイプ(無洗米)300g」20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。



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

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



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
YaadFood
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
SITA
ソフトタコス ベラクルス
CLOVER
丼もの屋
カフェアミーゴ
つじ道ラーメン
Loco Kitchen
鳥仲商店

MOONKEBAB
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。

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  21:10（試合終了後）　◆場所  キングベルパーク

❶エコステーション

❷ベルガチャステーション

❸フリーデン×濱田精麦ブース

❹湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

❺勝利のハイタッチポップコーン

❻サンクトガーレンブース

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

17:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場

17:10～  相模石油エキシビションマッチ
　ベルマーレフットボールアカデミー 強化特待クラス
17:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:00～  カレーごはんスペシャルデー特別企画！

バー当てカレーごはんチャレンジ！
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:46～  ゲストトーク 
フリーデン×濱田精麦 カレーごはんスペシャルデー

　　株式会社フリーデン 代表取締役社長 森  延孝 様
　　濱田精麦株式会社  代表取締役社長 濱田 光子 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
　マスコットキッズ/根岸 海大くん、尾野 翔真くん、栗原 駿夢くん

山田 莉穂ちゃん、伊藤 凛香ちゃん
　ららぽーとエスコートキッズ/

ららぽーとエスコートキッズ当選者の皆様
　フェアプレー旗手/原田 美智代さん、水野 尚美さん

久吉 佳子さん、臼井 京子さん
19:00～  フリーデン×濱田精麦 カレーごはんスペシャルデー
記念品贈呈
　株式会社フリーデン 代表取締役社長 森  延孝 様
　濱田精麦株式会社 代表取締役社長 濱田 光子 様

花束贈呈
　株式会社フリーデン 経理部 加藤 沙羅 様
　濱田精麦株式会社 生産部 亀山 知央 様
19:03  キックオフ
ハーフタイム
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 駐車場開発営業部 部長 島仲 智寛 様
花束  
　相模石油株式会社 駐車場開発営業部 部長代行 和田 卓也 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 駐車場開発営業部 係長 相澤 健人 様
フリーデンやまと豚アワード＆ハマダの元気な食卓アワード 表彰
　プレゼンター 
　　株式会社フリーデン 専務取締役 小俣 勝彦 様
　　濱田精麦株式会社 取締役営業部長 濱田 翔大 様
21:10～21:40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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詳細はこちら➡

第5節 4/11（日）13:00 
　vs ロアッソ熊本 @とうスタ[Ｈ］
第6節 4/25（日）14:00 
　vs いわてグルージャ盛岡 @とうスタ[Ｈ］

★キリンビバレッジ午後の紅茶35周年スペシャルデー

「サポーターズMOM Presented by相模石油」
スタートのお知らせ！！

「第69回 神奈川中央交通無料サッカー教室」
開催のお知らせ！

試合で最もベルマーレらしいプレーをしたと思う選
手をTwitterで投稿してください。その中から最多得
票の選手が「サポーターズMOM」となります。
MOM選手に投票した方の中から抽選で1名様に特
別協賛のMan Of the Matchパートナーの相模石油
株式会社様よりプレゼントをお送りします！ぜひ、
奮ってご応募ください！
◇ご当選者様プレゼント
MOM選手のサイン入りミニ色紙1枚と相模石油様
より以下の店舗の中からお好きな店舗ひとつをお
選びいただき利用券/食事券10,000円分をプレ
ゼント！
●牛角平塚店　
●ベーカリーレストランサンマルク大磯店　
●バッティングパレス湘南・平塚店　
●F.ドリーム平塚　
◇投稿方法
Twitterで、#日付選手名MOMと#ベルマーレ（全
て半角）を投稿！
例）#0321キングベルMOM　#ベルマーレ 詳細はこちら➡

【追加決定！】2021シーズン オフィシャルクラブパートナー
による「スペシャルデー」開催日程決定のお知らせ！！
今シーズンもホームゲームにて、オフィシャルクラ
ブパートナーの皆様による冠試合が「スペシャル
デー」として開催されます。
今回新たに、11月27日（土）J1リーグ第37節 徳島
ヴォルティス戦にて、オフィシャルクラブパート
ナーの学校法人産業能率大学様による「産業能率大
学スペシャルデー」の開催が決定
いたしました。
開催内容、詳細につきましては
決まり次第ご案内いたしますので
お楽しみに！

オフィシャルクラブパートナーである神奈川中央交
通株式会社様の主催により、今シーズンも湘南ベル
マーレのコーチによる無料サッカー教室を開催いた
します。
◇開催日  2021年5月9日（日）
受付開始：10:00  スクール：10:30～ 12:00
雨天決行、荒天中止
◇対象者
「年中～1年生」40名の男女（初心者
の方でも奮ってお申し込みください）
※親子サッカーではございません
※4月以降の学年でお申込み下さい。

書籍「たのしめてるか。湘南ベルマーレ2020
フロントの戦い」出版のお知らせ！
株式会社産業能率大学出版部より、湘南ベルマーレ
の代表取締役社長 水谷尚人とスポーツライター池田
タツ氏による共著『たのしめてるか。湘南ベルマーレ
2020 フロントの戦い ～問われる真価』が出版され
ることとなりました。浮嶋敏監督や坂本紘司スポー
ツダイレクターをはじめ、広報や営業などのフロン
トスタッフ、サポーター、そして眞壁潔会長、水谷社
長が、それぞれの立場から2020シーズンを振り返
る読み応えのある一冊となっています。
◇販売価格  1,200円（＋税）
◇主な内容
2020年に湘南ベルマーレで起きた様々な出来事、
ピッチ内外での戦い、今後に向けての思いを熱く伝
える。湘南ベルマーレ社長水谷尚人氏の視点から捉
える迫真のドキュメント。これ
までの歩みと今後の将来像を熱
く語る。ベルマーレサポーター
のみならず、スポーツビジネス
に関わる人たち
必読の一冊。
◇販売場所  
　全国の書店

vs ヴィッセル神戸
明治安田生命J1リーグ 第10節

15:00kick off4/17（土）
次回ホームゲーム

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら



www.hamadaseibaku.co.jp
元気な食卓ストアー

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】 16:00～ 
 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】 16:00～ 
 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。

限定50個

《受注販売開始！》

《「フリーデン×濱田精麦 カレーごはん
 スペシャルデー」開催記念》

価格 ￥1,100

価格 ￥700

【2021ユニフォーム型カーサイン】

【2021ユニフォーム型
ラバーキーホルダー】

価格 ￥2,900

【ベルマーレカレー皿】

※場外グッズ売店限定販売
※限定デザインキャラステッカー付（ランダム全33種類）

【選手/スタッフ着用モデル
公式戦用プラクティスシャツ（半袖）】

【2021 GK1stユニフォーム（半袖）】

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）

ノーマル 全33種類 全選手＋12番
レア・スーパーレア 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

どちらも★１回 5００円★
ノーマル

●ノーマル
　サイズ：約縦5.8㎝×横3㎝
●レア
　サイズ：約縦5.8㎝×横3㎝
●スーパーレア：
　サイズ：約縦10㎝×横6㎝

●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㎝サイズ：M/L/O/XO/2XO  素材：ポリエステル

サイズ：S/M/L/O/XO/2XO/3XO 
素材：ポリエステル

サイズ：約縦18×横24×高さ5.5㎝
容量：570ml  素材：陶器

サイズ：約縦14×横12㎝  素材：透明PET

サイズ：約縦4×横3.5㎝
素材：ラバー

【缶バッジ
～カレーごはんver. ～】

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

価格 ￥10,000

価格 ￥15,400

ノーマル

スーパーレア

【アクリルモーテルキーホルダー
  ～カレーごはんver. ～】

レア
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