


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

ともにJ1残留を懸ける大一番
勝利へ向け、自分たち自身を解き放て

　それにしても、である。平岡はこれまでセカンドボー
ルや球際の強さなど守備面を自身の特長に挙げていた。
だが現在の活躍はむしろ攻撃面に見て取れる。
　「勝手に自分で決めつけていただけかもしれない」19
歳は自身を冷静に見つめ直す。
　「プロになり、キャンプから委縮してしまい、自分にで
きることは守備なんだ、攻撃はできないんだと決めつけ
ていた。でも本来僕は走り回ってボールに係わり、守備
も攻撃もするタイプ。すごくテクニックがあるわけでは
ないけど、高校時代はボールロストも少なかった。練習
試合や福岡戦でその殻を破れたのかなと思います」
　先日、期せずして母にかけられた言葉がなによりの証
だろう。「大陽が戻ってきた感じやな」――
　今節は19位の横浜FCを迎える。残留を争う者同士の
直接対決、大一番であることは言うまでもない。それで
も「相手はあまり関係ない」平岡は言う。
　「降格や残留と聞くと敏感になりますが、勝つためには
僕がやるべきこと――与えられた時間と場所で特長を出
し、走ってボールに絡んでゴールを目指すことが間違い
なくプラスになるはず。あまり考え過ぎずに、目の前の
ワンプレーで相手に負けないことを意識して戦います」
　自身を見失った長いトンネルを抜けてもなお、「また入
らないように気を引き締めないと」と釘を刺すほどに慎
重な性格だ。けれどもう以前のような迷いはない。自ら
を解き放つことがチームへの貢献に繋がると信じている。

　攻守に渡る躍動が眩しい。平岡大陽は、Jリーグでは
自身2度目となるスタメンを第29節アビスパ福岡戦で勝
ち取ると、積極的にボールに係わり、精彩を放った。続
く川崎フロンターレ戦でも絶妙なスルーパスで決定機を
演出するなどインパクトを残した。さらに負傷離脱から
復帰した前節のサガン鳥栖戦では町野修斗の先制ゴール
をアシストし、のみならず前向きなプレーを重ねてチー
ムに推進力をもたらした。
　自身の転機は福岡戦の約1週間前、第28節大分トリ
ニータ戦の翌日に行なわれた練習試合に辿れるという。
　「インナーハーフからでも相手の背後をどんどん取って
いこうと智さん（山口智監督）に言われ、練習試合で表
現できた。これをやれば相手は困るし、自分もリズムを
掴んでいける。やるべきことが明確になり、自分のなか
で手応えを掴んだ感覚がありました」
　それまでもルヴァンカップや天皇杯に出場してはいた。
だが胸中を明かせば、ミスを恐れ、迷いながらプレーし
ていたという。日々全力で取り組んできたその歩みには
一点の曇りもないが、トレーニングではボールロストを
繰り返し、Jリーグに出られないもどかしさを抱える境
地にさえ達していなかった。しかしくだんの経験を経て、
いまや練習中「大陽ナイス！」と指揮官の声が飛ぶほど
にプレーは冴え、徐々に自信も芽生えている。鳥栖戦の
冷静なラストパスは、その表れと言えるかもしれない。

28 MF
平岡 大陽 HIRAOKA TAIYO

今シーズン、履正社高校から新加入したルーキー。アグレッシブな
プレーで攻守両面においてハードに戦うことができ、ダイナミック
な動きでチームを活性化させる。5月のルヴァンカップグループス
テージ横浜FC戦で見事なミドルシュートで公式戦初ゴールを決
め、第17節徳島ヴォルティス戦でJ1リーグデビューを果たした。
今日は初ゴールを決めた横浜FCとの一戦。お互いに負けられない
一戦だが、前節に続くゴールに絡むプレーに期待したい。

2002年9月14日生（19歳）／兵庫県宝塚市出身／172cm・65kg



Match  information

湘南ベルマーレ

第33節 他会場の試合

 １  GK 大内 一生

 ２  DF マギーニョ

 ３  DF 袴田 裕太郎

 ４  DF 高橋 秀人

 ５  DF ガブリエウ

 ６  MF 瀬古 樹

 ７  MF 松浦 拓弥

 ８  MF 齋藤 功佑

 ９  FW クレーベ

10 MF 中村 俊輔

11 FW 三浦 知良

14 FW ジャーメイン 良

15 MF 安永 玲央

17 DF 武田 英二郎

19 DF 伊野波 雅彦

21 GK 市川 暉記

22 DF 岩武 克弥

23 DF 前嶋 洋太

24 DF 高木 友也

25 MF 田部井 涼

26 DF 韓 浩康

27 DF 中塩 大貴

28 GK 猿田 遥己

30 MF 手塚 康平

31 FW サウロ ミネイロ

33 MF 近藤 友喜

37 MF 松尾 佑介

38 MF アルトゥール シルバ

39 FW 渡邉 千真

44 GK 六反 勇治

45 DF 杉田 隼

46 MF 山崎 太新

47 DF 増田 健昇

49 GK スベンド ブローダーセン

50 FW フェリペ ヴィゼウ

湘 南 横浜FC

熾烈な残留争いのなか、怒涛の巻き返し
を図っている横浜FC。2位の横浜F・マリ
ノスと2－2で引き分けると、前々節は鹿
島アントラーズを2－1で降し、前節は徳
島ヴォルティスを5－3で退け最下位を
脱した。積極的な補強の成果は大きい。な
かでもFWサウロミネイロ（写真）はくだ
んの3試合で4得点と荒稼ぎしている。
「個々の技術が高く、一発の怖さもあっ
た」と平岡が指摘する横浜FCの攻撃力
は、過去の対戦以上に増している。

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第32節 スターティングメンバー

第31節  湘南 ０●１ 横浜FM
第32節  鳥栖 １△１ 湘南

横浜ＦＣ 　監督  早川 知伸

横浜ＦＣ
（白/紺/白）

第31節  鹿島 １○２ 横浜FC
第32節  横浜FC ５○３ 徳島

直近の試合結果

ⒸJ.LEAGUE

スベンド 
ブローダーセン1 谷

14 茨田

28 平岡

32 田中

33 町野

9 ウェリントン

3 石原(広)

4 舘

6 岡本

8 大野

26 畑

49 

2 マギーニョ

4 高橋

22 岩武

5 ガブリエウ

17 武田

14 ジャーメイン 良

31 サウロ ミネイロ

15 安永

37 松尾

6 瀬古

10月22日(金)
@埼玉vs浦　和 　柏19:00

10月23日(土)
@ユアスタ
@味スタ
@鳴門大塚
@パナスタ

vs
vs
vs
vs

仙　台
FC東京
徳　島
Ｇ大阪

広　島
鹿　島
大　分
鳥　栖

14:00
14:00
14:00
17:00
10月24日(日)

@札幌ド
@豊田ス
@等々力
@ヨドコウ

vs
vs
vs
vs

札　幌
名古屋
川崎Ｆ
Ｃ大阪

福　岡
神　戸
清　水
横浜FM

14:00
15:00
17:00
19:00

Ranking
※10/17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
横浜Ｆ・マリノス
ヴィッセル神戸
名古屋グランパス
浦和レッズ
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
北海道コンサドーレ札幌
セレッソ大阪
柏レイソル
ガンバ大阪
清水エスパルス
徳島ヴォルティス
湘南ベルマーレ
大分トリニータ
横浜ＦＣ
ベガルタ仙台

勝点
81
72
60
57
55
53
52
46
46
45
42
39
37
34
32
29
28
27
25
23

J1リーグ第32節 鳥栖戦「TRACKING DATA」

点差 
＋48
＋40
＋21
＋11
＋4
＋19
＋9
＋4
＋2
＋7
－4
－2
－11
－14
－15
－20
－7
－25
－39
－28
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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

★
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  りつくん / コロン / masakiii / べるまる / いまひろ / ふみ / Evening Fragrance / アトム&ポポ / 小池ひとみ / Myk☆Ymk / ゆゆ / 津留綾香 / 手塚涼太 / 
tomo.knh / ksmf1017 / ホラいずみ / YASUTAKA #99 / たける / りんか / mi_16_ko

10 山田 直輝  明美 / ネコ親父 / (株)岡崎電気工事 / おみや / 富来美佳 / 共に闘う☆蒼 / はると

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

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

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」 50名様

⬇詳細はこちら

11/7（日）
広島戦 
受付中!

当日のみ有効



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



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 !!





赤い羽根共同募金運動へ
ご協力お願いします!
赤い羽根共同募金運動へ
ご協力お願いします!
湘南ベルマーレは、今年も10月から全国一斉に行わ
れている赤い羽根共同募金運動に協力しています！
ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
◇日　時  10月23日（土） 横浜FC戦

11月7日（日） 広島FC戦
試合終了後30分まで（予定)

◇場　所  レモンガススタジアム平塚
　キングベルパーク特設ブースのみ
◇募金額  募金ピンバッジ：1個 500円
（キングベルⅠ世、ユニフォーム型の2種類あります）

★交通系IC、「LINE Pay」による
　募金も実施中です！ぜひご協力ください。

※募金にご協力いただいた方には、
　赤い羽根×ベルマーレ
　オリジナルフェイスシールを
　プレゼント！
※無くなり次第、終了となります。 ⬆ピンバッジ

⬅フェイスシール

vs サンフレッチェ広島
明治安田生命J1リーグ 第35節

15:00kick off11/7（ 日）
次回ホームゲーム

★マッケンジーハウス スペシャルデー
「平塚市ドリームパスポートスペシャル企画」
ウォーミングアップ見学＆
エキシビジョンマッチ
参加者募集！

詳細は
こちら➡

平塚市在住の小学生対象平塚市在住の小学生対象



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



ぴぃちゃんち
丼もの屋
クレープ くれよん
YaadFood
SHONAN Bar-B-Q
スマインミー
オカリナキッチン
ROCKET CHICKEN
小田原牧場アイス工房
カフェアミーゴ
NAOCAFE
ブラジリアンフーズ ビーバス
鳥仲商店

ワンズケータリング
MOONKEBAB

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
❷七夕ユニフォーム受取ブース
❸ベルガチャステーション
❹赤い羽根共同募金ブース
❺メルディアグループブース

❻湘南フードバンクブース
❼「湘南オリーブ」販売ブース
❽ハロウィンホラー迷路＆フットダーツブース
❾明治安田生命 平塚支社ブース
10湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

11勝利のベルマーレポップコーン
12アマダブース
13るい君Tシャツ販売＆
　TEAMMATES募金ブース

❾❾1010
11111212
1313❶❷❸❹❺❻❼❽❾1011

❸❸
❺❺

❹❹
❻❻❼❼

❽❽

❶❶

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

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

❷❷

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！

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

12:00  先行入場８ゲートのみ（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

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
　南毛利－鳶尾 vs LingFC依知/FC.Crescer vs ブラックジャガーズ
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～  湘南ベルマーレチアリーディングチーム

「LUCIS（ルーキス）」パフォーマンス
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
14:46～  ゲストトーク 
　MELDIA GROUP三栄建築設計スペシャルデー
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計 
　　経営企画本部 本部長 榎本 喜明 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
　マスコットキッズ/大畑 奏くん、坂野来斗くん

坂野玲奈ちゃん、佐々木結衣ちゃん
　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/高坂美玖さん、高坂雅之さん

小山武彦さん、下田明子さん
15:00～  MELDIA GROUP三栄建築設計スペシャルデー 
　花束贈呈
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計 
　　MAI AP設計課 統括課長 村上 賢之 様
　　経営企画本部経営企画課 課長 菊谷 憲太郎 様
   　社長室 課長 谷口 猛 様

15:03  キックオフ
ハーフタイム
MELDIA GROUP三栄建築設計スペシャルデー
「it’s sunny」パフォーマンス
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 松尾 一哉 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 須加野ヒロ 様
MELDIA GROUP三栄建築設計スペシャルデー MELDIA Special Award 表彰
プレゼンター
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計 
　　代表取締役社長 小池 信三 様
17:10～17:40の30分間
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



詳細はこちら➡

【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。

⬆詳細はこちら

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

今年のベルマーレ ハロウィンパーティの目玉イベン
トはゾンビ達の登場！翌週のハロウィンを待ちきれ
ないゾンビ達がキングベルパークに出没します！最
恐ホラー＆熱狂体験をお楽しみください！
◇出没エリア  フードーパークエリア・キングベルパーク
◇出没時間
12:00 ～12:30、13:00 ～13:30、14:00 ～14:30
※多少前後する場合がございます。
◇注意事項
●特殊メイクをしたゾンビが出没します。選手で
はございませんので予めご了承ください。
●雨天時や荒天時は、ゾンビの出没エリアの変更、
または中止する場合がございます。
●新型コロナウイルス感染対策の為ゾンビに触れ
ることはできません。
●写真撮影はソーシャルディスタンスを取りなが
らお願いします。
●小さいお子様、心臓の弱い方はご注意ください。

福島ユナイテッドFC情報
第24節 10/24（日13:00 
　vs テゲバジャーロ宮崎 @Ｊスタ[H］
第25節 10/30（土）13:00 
　vs いわてグルージャ盛岡 @いわスタ[A］

ベルマーレと業務提携を結ぶ、福島ユナイテッドFC。
湘南と福島は、これまで様々な交流を行ってきまし
た。2021年、震災から10年となる節目に、湘南と福
島の絆をこれまで以上に深めるべく、福島の魅力を
最大限にお届けするイベントをららぽーと湘南平塚
にて開催！その名も「福島魅力のコレクション」。
「食」を通じて新たな福島の一面に出会える5日間。
お見逃しなく！
[福島魅力のコレクション]
supported by 福島県くだもの消費拡大委員会
◇期　間  11月3日(水・祝)～7日(日) 
◇会　場  ららぽーと湘南平塚 1F光の広場
◇時　間  10:00～18:00 最終日は17:00まで
●日本初のりんご飴専門店「ポムダムール」監修　
オリジナル「りんご飴」限定販売！

●ミスピーチも来場！旬の福島県産「りんご」直売会
●福島ユナイテッドFC農業部他、福島うまいもん
物産展　など

※開催時間・イベント内容は
　変更になる場合があります。
　予めご了承ください。

福島の銘品大集合！
「福島魅力のコレクション」開催！！！

本日、横浜FC戦「ベルマーレ ハロウィンパーティ
～タリック オア トミート～」開催のお知らせ！！

⬆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
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〒163-0632
東京都新宿区西新宿 1-25-1
新宿センタービル 32F

グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格
※全商品ベル12会員割引対象外

【スタジアム販売場所】  
 12:00～ キングベルパークグッズ売店／13:00～ 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／13:00～ 中央Gグッズ売店
※今節は試合終了から30分後までの営業となります。

2021SPORTS×鬼滅の刃コラボグッズ

【Tシャツ】
サイズ：
子どもサイズ：110/130/150
大人サイズ：S/M/L/XL
素材：綿

【フェイスタオル】
サイズ：縦34×横80㎝
素材：綿

※1会計につき1種類1点まで

価格 ￥3,600
【トートバッグ】
サイズ：
縦26×横34×マチ10㎝
素材：帆布
価格 ￥1,800

【リボンマグネット】
サイズ：縦20×横10㎝
素材：マグネット価格 ￥1,000

【アクリルキーホルダー
（フラッグ）】
サイズ：約縦8.5×横8.5㎝
素材：アクリル
価格 ￥800

【缶バッジ】
サイズ：直径7.5㎝
素材：ブリキ、紙、PP

種類 •竈門炭治郎•竈門禰豆子
•我妻善逸•嘴平伊之助

価格 ￥600価格 ￥2,100

【マシュマロ入り貯金缶】
サイズ：約直径8.5×高さ10㎝
マシュマロ 数量：6個  味：チョコレート
価格 ￥1,000

ベルガチャ
★１回 5００円★
全31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：
　缶バッジ 直径5.5㎝
●レア：
　アクリルキーホルダー 約縦6cm×横5cm
●スーパーレア：
　フェイスタオル 縦29.5cm×横80cm

【缶バッジ～ハロウィンver. ～】【缶バッジ～ハロウィンver. ～】

【キャラメル入りポーチ】

【BIGアクリルスタンド～？？ver. ～】【ポスター～？？ver. ～】

※全30選手（2種登録・特別指定選手を除く）＋キングベル
サイズ：約13×13㎝ 素材：コットン
キャラメル 数量：8個 価格 ￥1,200

価格 ￥1,000 価格 ￥550

レアレア

ノーマルノーマル

スーパーレア

≪10月23日（土）11:30にデザイン発表！≫
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