


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

日々の取り組みと迷いのないプレー
継続が勝点3を引き寄せる

一時は肉薄した川崎との勝点差も9に開いた。すなわち
今節が譲れぬ一戦であることは間違いない。
　4月の前回対戦は、ホームの横浜FMが先制するもまも
なくベルマーレが追いつき、1－1で勝点を分け合った。
　「90分間止まることのないプレースタイル」横浜FM
について茨田はそう評す。
　「前回対戦の際も運動量やポジショニングを取るスピー
ドは最後の笛が鳴るまで変わらなかった。気を抜くこと
なく、隙をつくることなく、90分間プレーしたい」
　山口智監督がタクトを引き継いで約1カ月、内容に手
応えを示しながらも勝利には届いていない。残留争いの
痺れる戦いが続くなか、しかし茨田に動じる様子はない。
　「攻撃も守備もやることがはっきりしているので、選手
はみんな迷いなくピッチに立てていると思いますし、思
い切ったプレーができていると思います。僕自身、チー
ムの土台がしっかりしているからこそ自分のプラスアル
ファを出せていると思う。いま勝ち星はないですけど、
このサッカーになってよくなってきていると僕は肌で感
じている。ブレることなく試合に挑み、90分間戦って、
いい結果が付いてくれば確実にみんなの自信になるし、
次に繋がっていくはず。これを続けていくことが非常に
大事だと思います」
　変わらぬ穏やかな口調とその言葉に、日々の取り組み
に対する確信の響きを聞く。信じて突き詰める先に求め
る結果は待っている。

　惜敗だった。首位を走る川崎フロンターレと対峙した
前節、ベルマーレは1－2で逆転負けを喫した。
　悔しさがいっそう募るのは、たしかな手応えのもとに
試合を運んでいたからにほかならない。ポゼッションに
長ける王者に対し、ラインを高くコンパクトに保ち、前
線から積極的にプレスをかけていく。仲間同士連動し、
ボールホルダーを囲い込んで奪う場面は数多い。さらに
攻撃的なディフェンスはカウンターの呼び水となり、4
試合ぶりに先制点も奪取した。ミスからピンチを招く場
面こそあったものの、着実に流れを手繰り寄せた前半だっ
た。だが後半は一転、相手に主導権を奪われ、同点に追
いつかれて、試合終了間際に逆転弾を浴びた。
　「前半は自分たちのやりたいサッカー、やっていこうと
しているサッカーを表現できた」茨田陽生は振り返る。
　「前からプレスをかけてボールを取りにいくことがよく
できていたと思うし、攻撃でも押し込めた。相手に圧力
をかけることができたと思います。でもそれが90分間
続かなかったことは反省点。前半と後半の立ち上がりは
全然違いましたし、後半は徐々に相手に圧力をかけられ、
ほとんどハーフコートでゲームをさせられてしまった。
攻撃も守備ももっともっとアグレッシブさが必要だった」
　惜敗から中4日、ホームに帰る今節は横浜Ｆ・マリノス
を迎える。リーグトップの得点力を携え、現在2位につ
ける彼らだが、ここ4試合は1勝1分2敗と黒星が先行し、

14 MF
茨田 陽生 AKIMI BARADA

昨シーズン、J2の大宮から完全移籍で湘南に加入。基礎技術力
が高く、長短の正確なパスでチームのリズムを作り、チャンス
とみればゴール前へと顔を出す。
リーグ後半戦から出場を増やし、J1リーグ第26節セレッソ大阪
戦では見事な連携からミドルシュートを決め結果を残した。今
日の神奈川ダービーは重要な一戦。気持ちの入ったプレーと
ゴールに直結するプレーに期待したい。

1991年5月30日生（30歳）／千葉県浦安市出身／173cm・68kg



Match  information

湘南ベルマーレ

第31節 他会場の試合

 １  GK 高丘 陽平

 ４  DF 畠中 槙之輔

 ５  DF ティーラトン

 ６  MF 扇原 貴宏

 ７  FW エウベル

 ８  MF 喜田 拓也

 ９  FW レオ セアラ

10 FW マルコス ジュニオール

13 DF チアゴ マルチンス

14 MF 天野 純

17 FW 宮市 亮

18 MF 水沼 宏太

19 DF 實藤 友紀

21 GK 梶川 裕嗣

23 FW 仲川 輝人

24 DF 岩田 智輝

25 DF 小池 龍太

26 MF 渡辺 皓太

27 DF 松原 健

30 DF 平井 駿助

32 GK 田川 知樹

33 DF 和田 拓也

34 GK 中林 洋次

36 DF 角田 涼太朗

37 MF 南 拓都

38 FW 前田 大然

39 FW 村上 悠緋

41 FW 杉本 健勇

46 GK 木村 凌也

47 DF 西田 勇祐

48 MF 細川 楓

湘 南 横浜FM

今夏指揮を引き継いだケヴィンマスカッ
ト監督のもと、川崎Fを追走する横浜
FM。前々節は名古屋グランパスに1－2
で敗れ、前節は横浜FCと2－2で引き分
けて、ここ2試合勝利がない。破壊力抜群
の攻撃を牽引するのは前田大然（写真）。
前節の横浜FC戦を含めてコンスタント
にゴールを重ね、現在リーグトップの16
得点を挙げている。圧倒的なスプリント
力を誇る点取り屋に対し、ハイラインの
背後のスペースをケアしつつ封じたい。

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第30節 スターティングメンバー

第29節  湘南 １△１ 福岡
第30節  川崎F ２●０ 湘南

横浜F・マリノス 　監督  ケヴィン マスカット

横浜F・マリノス
（青/白/赤）

第29節  名古屋 ２●１ 横浜FM
第30節  横浜FC ２△２ 横浜FM

直近の試合結果

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

14 茨田

28 平岡

32 田中

17 大橋

33 町野

3 石原(広)

4 舘

6 岡本

2 杉岡

26 畑

1 高丘

25 小池

24 岩田

13 Tマルチンス

5 ティーラトン

38 前田

26 渡辺

9 レオ セアラ 10 Mジュニオール

7 エウベル

6 扇原

10月3日(日)
@鳴門大塚
@Ｅスタ
@昭和電ド

vs
vs
vs

徳　島
広　島
大　分

鳥　栖
名古屋
Ｃ大阪

13:00
15:00
16:00

10月2日(土)
@ベススタ
@ノエスタ
@カシマ
@三協Ｆ柏
@等々力
@パナスタ

vs
vs
vs
vs
vs
vs

福　岡
神　戸
鹿　島
　柏
川崎Ｆ
Ｇ大阪

清　水
浦　和
横浜FC
仙　台
FC東京
札　幌

13:30
15:00
16:00
16:00
17:00
19:00

Ranking
※9/26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
横浜Ｆ・マリノス
名古屋グランパス
ヴィッセル神戸
浦和レッズ浦
鹿島アントラーズ
サガン鳥栖
アビスパ福岡
ＦＣ東京
サンフレッチェ広島
セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
柏レイソル
清水エスパルス
湘南ベルマーレ
徳島ヴォルティス
ベガルタ仙台
大分トリニータ
横浜ＦＣ

勝点
75
66
57
54
54
53
51
46
46
42
39
39
33
33
29
27
26
22
21
19

J1リーグ第30節 川崎戦「TRACKING DATA」

点差 
＋45
＋38
＋12
＋18
＋8
＋20
＋12
＋6
＋3
＋6
－1
－7
－10
－12
－15
－6
－21
－26
－28
－42





アフロさんShiori*(^^) めい

にゃー

絶対に出来る !
追いかけるペン。（＾＾）

miwako

小野田紀之
DON

TAEKO

湘南再起乃漢

Supporter555

伊皿子倶楽部

小山達也

㈱岡崎電気工事 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆Football

mitsuko
古巣へ恩返しゴールを

ニンニン
HB☆mmmikaaa

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

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

★
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

 ➡

1 谷 晃生  YASUTAKA #99 / Hikaru / 絶対勝利ベニコ / Ymk☆Myk / 小池ひとみ / Evening Fragrance / ちー / 中条恵美 / かず89 / 
蒼し勇者 / EMIKO / 樋田圭悟 / ひなの / さき

再入場券を必ずお受け取りいただき、お戻りの際にご提示ください。確認後、回収いたします。
一時退場時に再入場券をお渡しします。再入場の際にチケット（半券・QR)と再入場券を確認いたします。

MF 古林 将太 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

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

2622 232120

17 191614

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

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

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

DF 杉岡 大暉
スギオカ  ダイ  キ

2
GK 谷  晃生

タニ    コウセイ
監督  山口  智

ヤマグチ  サトシ

FW ウェリントン ジュニオール
39

MF オリベイラ
40

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
•日本端子株式会社「日本端子×湘南ベルマーレオリ
ジナルブランケット」・・・500名様

•JAあつぎ 「【新米】あつぎせせらぎ米4.5㎏」・・・10名様
•レンブラントホテル厚木 「パームツリーお食事券4,000円分」5名様
•株式会社リラフル 湯花楽厚木店
 「ペア入館券（1日ゆったりコース）」・・・・・・10組20名様
•京商株式会社
 「NISSAN GT-R NISMOGT3ラジコン」・・・・・・・1名様
 「MINI COOPERS 1/24ラジコン」・・・・・・・・・・・1名様
 「京商製1/64ミニカー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8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

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）。 

マッチデープレイヤーズアシストとは





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



※サービスのご利用には一定の条件があり、審査が必要です。

お問合せ
湘南ベルマーレ
電力担当宛て

℡0463-25-1211



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



丼もの屋
ケバブ ペルシア MAS
ソフトタコス ベラクルス
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
Yasuda Burger
TheWILDFARM
Loco Kitchen
PUEN THAIFOOD湘南
GUARDFOODTRUCK
いちばん
BULL'S(DA FIORI)
薪窯焼きPizzaUNCLEKEN
レストランなんどき牧場

Shallow Bee
manma

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⬇7ゲート側での出店⬇
⑭
⑮

☆フードパーク

【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日本端子ブース
❸ベルガチャステーション
❹厚木PRブース

❺Pascoブース
❻フットダーツブース
❼湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
❽サンクトガーレンブース

❾勝利のベルマーレポップコー
10湘南ベルマーレフットサルクラブブース
11「SHONAN DAYS」販売ブース

❼❼❽❽
❾❾1010
1111 ❶❷❸❹❺❻❼❽❾1011

❸❸
❹❹❺❺

❻❻

❶❶
❷❷

フードパーク情報！！
今シーズンは全試合にて「売り子ール」を用いてオンラインオーダーを承
ります。試合前日16:00までにオーダー・決済をしたら、当日は指定した
時間に店舗に立ち寄り、商品を受け取るだけ。効率よくスタジアムでの時
間を過ごしていただくことも可能になります。ぜひご活用いただき、安心・
安全 そして便利にフードパークをお楽しみください。詳細は公式サイトへ
★耳より情報満載！湘南ベルマーレ公式フードパークtwitter★
　@bellmare_food

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！
LTOの実施につきましては、改めてクラブよりお知らせいたし
ます。公式サイトでご確認ください。

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

スタジアム場内イベント集合エリア

ベル12ブース

インフォメーション

15
14

❶❷❸❹❺❻❼❽❾1011
13
12

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

18:00～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式

18:20～18:45  選手ウォーミングアップ

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/安藤ほのかちゃん、井上虹希くん

中島漣凰くん、西村太良くん
　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/石飛孝輔さん、石飛和香さん

深見香織さん、三上明子さん

19:00～  日本端子スペシャルデー 
　花束贈呈
　日本端子株式会社 
　　藤田 真優 様、 那須野 真尋 様、 小倉 日向 様

19:03  キックオフ

ハーフタイム
日本端子スペシャルデーゲストトーク
　　日本端子株式会社 代表取締役社長 河野 二郎 様
日本端子Presents 必勝祈願！打ち上げ花火

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 レンタカー事業部 部長 國金 秀数様
花束 
　針生 裕美 様、 針生 碧士 様、 針生 沙和 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 環境健康事業部 部長代行 奥津 孝行 様



詳細はこちら➡

お申し込みは
こちら➡

★MELDIA GROUP三栄建築設計スペシャルデー

vs 横浜FC
明治安田生命J1リーグ 第33節

15:00kick off10/23（土）
次回ホームゲーム

【SPORTS2021×鬼滅の刃】「鬼滅の刃」との
コラボ「デジタルスタンプラリー」開催！！
Ｊリーグは、12月5日（日）まで、アニメ『鬼滅の刃』と
NPB・Jリーグ・B.LEAGUEの3競技のスポーツリー
グが横断するコラボ企画「SPORTS2021×『鬼滅
の刃』」を開催いたします。参加特典として、最大で5
つのオリジナルグッズが手にはいります。
ぜひ「デジタルスタンプラリー」でしか手に入らない
オリジナルグッズをGETしてください！
【湘南ベルマーレ開催概要】
◇日　程  2021明治安田生命J1リーグ
　第37節 11月27日（土） 徳島ヴォルティス戦まで
◇スタンプ押印場所
①キングベルパーク　インフォメーションブース
②スタジアム内コンコース（中央ゲート、6ゲート、
7ゲートは掲示板に、5ゲート、8ゲートは入場口
付近に設置します。

③三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚　
スーパースポーツゼビオららぽーと湘南平塚店前（1F）

※①、②ホームゲーム開催日のみ設置、
　③ららぽーと湘南平塚営業時間内は
　常に設置しております。

10月度お誕生日企画 エンゲートで
誕生日のお祝いしよう！のお知らせ
誕生日を迎える堀田大暉選手をギフティングでお祝い
しよう！
ギフティングサービスエンゲートにて5,000pt相当
以上のギフティングをいただいた方にはその選手
のデジタルサイン入りスマホ壁紙を、10,000pt相
当以上のギフティングをいただいた方には選手から
お礼のメッセージ動画が届きます！スマホ壁紙は
2021シーズン限定ですので、応援したい選手の壁
紙は是非GETしてください！年に一度しかない機会
をお見逃しなく！
◇イベント期間  10月31日（日）23:59まで
※イベントへのエントリーを必ずお忘れなく。エン
トリーされていない場合はプレゼントをお渡しで
きません。
※10月に誕生日を迎える選手以外の選手にギフティ
ングをした場合、プレゼントを受け取れません。

⬆詳細はこちら

2021シーズンのベル12観戦チケット招待券および
各種引換券（サポートコーポレーション、株主、持株
会、回数券）につきまして、現状新型コロナウイルス感
染症拡大に伴うスタジアム収容制限の影響で、ご利用
いただく機会を十分にご提供できておりません。この
事態を受け、クラブとして協議しました結果、2021
シーズン残り試合の招待券用の確保枚数を増加させ
るとともに、2022シーズンまで有効期間を延長（※）
させていただくことを決定いたしました。
※2022シーズンの途中で有効期限を設ける可能性
もございますので予めご了承ください。
お手元にある未使用の招待券・引換券は、大切に保管
していただくようお願いいたします。
なお、招待券・引換券は残りの2021ホームゲームで
もご利用いただけますので、引き続きの熱いご声援
をよろしくお願いいたします。
【有効期限延長の対象チケット】
●2021ベル12観戦チケット招待券
●2021サポートコーポレーション
　観戦チケット引換券
●2021株主観戦チケット引換券
●2021持株会観戦チケット引換券
●2021回数券観戦チケット引換券

福島ユナイテッドFC情報
第21節 10/3（日13:00 
　vs カターレ富山 @とうスタ[H］
第22節 10/10（日）13:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドＦＣ @とうスタ[H］

毎年ご好評いただいているベルマーレのオフィシャ
ルカレンダーを来シーズンも作成いたします。今回
のご案内は社名・店名の名入れオリジナルカレン
ダーとなります。ぜひ企業、店舗、サッカーチーム、各
種団体・グループ等でご利用ください。
※オフィシャルクラブパートナー、サポートコーポ
レーションの皆さま以外でも名入れカレンダーをお
買い求めいただけます。
【2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（壁掛タイプ）】
•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＞）
【2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（卓上タイプ）】
•サイズ：A5（縦21×横14.8㎝）
•内容：全13枚（表紙＋12枚＜片面印刷＞）
◇期間限定予約：価格880円（税込）
　※50部以上、以降追加は10部単位
　　でのお申し込みとなります。
◇お申込期日 10月15（金）まで
◇完成予定 11月中旬

「2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー」
名入れver.受付開始のお知らせ！

2021シーズン観戦チケット招待券・
引換券 有効期間延長のお知らせ！！

⬆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



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
※今節はハーフタイム終了（20:00）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。

NEW

※ベル12会員割引対象外

《受注販売》

【プレーヤーズハンガー】

サイズ：約縦38×横41㎝
素材：硬質塩ビ
※耐荷重：2kg 価格 ￥2,900

ベルガチャ
★１回 5００円★
全30種類 全選手

（2種登録・特別指定選手を除く）

全30種類 全選手
（2種登録・特別指定選手を除く）

【缶バッジ～プレー ver. ～】【缶バッジ～プレー ver. ～】
●ノーマル:通常ver.
　サイズ：直径5.5㎝

●レア：ホログラムver.
　　サイズ：直径5.5㎝

◇受付期間
　10月10日（日）まで
◇商品お渡し時期
　11月初旬頃（予定）
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