


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

「18人だけでなく」
全員で勝利を掴み取る

ながら切磋琢磨している。
　前節をもって3チームの降格が決まり、残留争いも佳
境を迎えるなかで、今節が最大の山場であることは言う
までもない。迎える徳島ヴォルティスは、新型コロナの
感染拡大の影響でダニエルポヤトス監督の合流が遅れ、
東京五輪による中断明けにも6連敗を喫するなど苦しん
だ。だがその後踏みとどまり、前節はFC東京を2－0で
降して残留争いに食らいついている。
　徳島との対戦を思うとき、2019年のJ1参入プレーオ
フ決定戦が記憶に新しい。J2の4位から同プレーオフを
勝ち上がった彼らに対し、ベルマーレは前半先制を許す
も後半追いつき、1－1でJ1残留を決めた。
　当時と同様、今節もまた予断を許さぬ展開となるに違
いない。そんな熾烈な残留争いの渦中にあって、あると
き語られた山口監督の言葉をあらためて思う。
　「18人だけでなく、チーム全体で選手がしっかり準備
してくれている。プレッシャーはあると思いますが、自
分たちに対する自信とお互いの信頼を大事にすれば、メ
ンタルはできてくると思っています」
　一つひとつのプレーの奥に、皆で過ごした日々がある。
仲間を思い、チーム全員で勝利を掴み取る。

　力強く高らかに指揮官は両の腕を突き上げた。勝利を
告げる長い笛の音の余韻がピッチに漂うなかで、選手た
ちを迎える笑顔が背中越しにもこぼれている。
　残留を争うベガルタ仙台とアウェイで対戦した前節、
立ち上がりまもなくゲームは動いた。畑大雅のクロスの
こぼれ球に岡本拓也が反応し、折り返しにウェリントン
がヘッドで応える。開始10分の先制劇だ。
　ベルマーレの動き出しは攻守に鋭い。球際やセカンド
ボールで先手を取り、カウンターに対する戻りも速い。
攻撃的なディフェンスが相手を後退させ、あわせてゴー
ルへの推進力を喚起する。かたや押し込まれれば粘り強
く跳ね返し、74分には岡本が追加点を決めもした。残留
争いの痺れる状況下にあって、彼らは隙のない戦いで最
良の結果を手繰り寄せたのだった。
　「90分を通して全員が関わったパーフェクトなゲーム」
山口智監督は一戦をこう評した。
　「準備してきたことを選手が立ち上がりから臆すること
なく出し切った。いままでやってきたことをそのまま出
せた場面もあったし、課題である得点も練習してきた形
で取ることができた。今日のパフォーマンスは選手が勝
ち取ったもの。相手がどこであろうと、順位がどうであ
ろうと、劣勢の時間帯でも慌てずに凌ぎ、必然的な勝ち
に持ってこられたと思います」
　監督交代から約3カ月、出だしこそ黒星が先行したも
のの、第32節サガン鳥栖戦以降2勝3分と、ここ5試合
負けなしで勝点を積み上げている。向上を見る内容と結果、
なによりチームの一体感が得難い。選手を等しく見守る
指揮官のもと、プレーや判断の質を磨き、基準を共有し



Match  information

湘南ベルマーレ

第37節 他会場の試合

 ２  DF 田向 泰輝

 ３  DF ドゥシャン

 ４  DF ジエゴ

 ５  DF 石井 秀典

 ６  MF 内田 航平

 ７  MF 小西 雄大

 ８  MF 岩尾 憲

 ９  FW ムシャガ バケンガ

10 MF 渡井 理己

11 FW 宮代 大聖

13 MF 藤田 譲瑠チマ

14 DF カカ

15 MF 岸本 武流

16 DF 鈴木 大誠

17 FW 一美 和成

18 FW 佐藤 晃大

19 FW 垣田 裕暉

20 DF 福岡 将太

21 GK 上福元 直人

22 MF 藤田 征也

23 MF 鈴木 徳真

24 MF 西谷 和希

27 DF 吹ヶ 徳喜

29 GK 松澤 香輝

31 GK 長谷川 徹

32 MF 大森 博

33 MF 藤原 志龍

34 MF 川上 エドオジョン 智慧

35 DF 森 昂大

37 MF 浜下 瑛

39 FW 西野 太陽

40 GK 後東 尚輝

45 MF 杉森 考起

湘 南 徳 島

ベルマーレと勝点3差の17位に位置す
る徳島。今節勝てばベルマーレに勝点で
並び、最終節に望みを繋ぐことができる
が、負ければ16位の清水エスパルスの結
果次第で降格が決まってしまう。
チームを統率するのは主将でボランチの
岩尾憲（写真）だ。その岩尾をはじめ、福岡
将太や鈴木徳真など、チームには2年前
のプレーオフの悔しさを知るメンバーが
残っている。両者にとって譲れぬ一戦は、
気持ちも含めたぶつかり合いとなる。

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第36節 スターティングメンバー

第35節  湘南 ０△０ 広島
第36節  仙台 ０○２ 湘南

徳島ヴォルティス 　監督  ダニエル ポヤトス

徳島ヴォルティス
（白/白/白）

第35節  神戸 １●０ 徳島
第36節  FC東京 ０○２ 徳島

直近の試合結果

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

14 茨田

28 平岡

32 田中

11 タリク

9 ウェリントン

22 大岩

3 石原(広)

6 岡本

16 山本

26 畑

21 上福元

23 鈴木 14 カカ

20 福岡

15 岸本

4 ジエゴ

13 藤田

11 宮代

19 垣田

24 西谷

8 岩尾
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Ranking
※11/20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
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
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
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
徳島ヴォルティス
大分トリニータ
ベガルタ仙台
横浜ＦＣ

勝点
88
75
70
65
63
62
59
52
49
46
45
45
43
41
36
36
33
29
27
27

J1リーグ第36節 仙台戦「TRACKING DATA」

点差 
＋50
＋45
＋26
＋15
＋24
＋8
＋11
＋5
－5
＋1
－4
－5
－13
－16
－4
－19
－20
－27
－30
－42



竹内魂継者 Hana☆bel l

ののやん

みつとも & ちゃみ

TAEKO

しおり # 来年も湘南で☆ アフロさん ゆき

村田浩

Makoro

かず 89

KANA

まゆまーれ

生涯湘南 12@ あっきー
kenya

ニャンタロウ

湘南の 10 番
中村家

共に前進☆蒼

ちひろ
㈱岡崎電気工事

AKEMI

絶対に出来る !

追いかけるペン。（＾＾）

しのぶ

tomo.knh

★創太朗★

佳子 りひと

村田浩

ベルマーレうどん部

追いかけるペン。 （＾＾）
な～さん☆☆☆
共に -YUYA50
Do your best!

まれお
つかちゃん
まっつん
Takk!

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
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★
サポート多数のため
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★
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

 ➡

監督 山口 智  YASUTAKA #99 / 来季も共に@あっきー / Makoro / しいな / まゆまーれ / supporter555 / かず89 / wara / TAEKO  
 1 谷   晃 生  Ymk☆Myk / YASUTAKA #99 / 谷純一 / ksmf1017 / Hana☆bell / くるみ / tomo.knh / ちえみ / Evening Fragrance / りこ / sr2460 /

 EMI☆KO / 共に-YUYA50 / わくさん / AO / riodros_22 / まゆまーれ / 小池ひとみ / mako / ひかる#来年も湘南で☆
 3 石原 広教  DON / ちゃみ&みつとも / ビリー / 丸山祐司 / 大野正博
 4 舘   幸希  Makoro / なほ / (株)岡崎電気工事 / ベルマーレうどん部 / YUKA / min
17 大橋 祐紀  ksmf1017 / 不死鳥 / 碧 / まゆまーれ / YTNY / 未玖
28 平岡 大陽  こーへい / DON / アウェイヒーロー大将 / 伊皿子倶楽部 / めい / まよ / にゃー / Makoro / しいな / とび丸 / しおママ / かず89
32 田中   聡  まれお / YASUTAKA #99 / Makoro / 共に-YUYA50 / AO / キミにきめた / しおママ

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
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
•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
•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

当日のみ有効

今シーズンもたくさんのアシストをいただき、ありがとうございました！ 
来シーズンもご支援をよろしくお願いします。



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 !!









販売価格　　　万円台～2,980
リノベーションマンション
一棟まるごと

ベルググランデはスポーツを愛する人々を応援します。

来場者特典1
PENALTY製
マスクプレゼント!!
来場者特典2
ご契約に至った場合は商品券

プレゼント!!

※先着順　画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合がございます。

100万円 
相当

ご
来
場
の
際
に
は
こ
ち
ら
を

ご
持
参
下
さ
い



ぴぃちゃんち
レストランなんどき牧場
クレープ くれよん
Baran
鳥仲商店
ソフトタコス ベラクルス
つじ道ラーメン
Loco Kitchen
CLOVER
GUARDFOODTRUCK
NAOCAFE
薪窯焼きPizzaUNCLEKEN
Kitchen Kanaloa

サンメッセしんわ
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フードバンク湘南ブース
❸ベルガチャステーション
❹2021イヤーBlu-ray/DVD受付ブース
❺HAN-KUNコラボ＆ソログッズ販売特設ブース
❻PNALTY GET3 SALE～延長戦～

❼献血ブース
❽産業能率大学ブース
❾福島ユナイテッドFC農業部
10「湘南オリーブ」販売ブース
　「FAMILIAブース」
11フットダーツ＆スライダーブース

12湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
13勝利のベルマーレポップコーン
14サンクトガーレンブース
152022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー販売ブース
16郵便局ブース

12121313
14141515
1616❶❷❸❹❺❻❼❽❾1011

❸❸❹❹❺❺
❼❼ ❽❽❾❾

1010

1111

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  最終戦セレモニー終了後　◆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

❶❷❸❹❺❻❼❽❾101113
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

11:00  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 

12:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

12:10～  相模石油エキシビションマッチ
　寒川少年サッカークラブ vs FC七里
12:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
13:00～  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
13:20～13:45  選手ウォーミングアップ
13:30～  湘南ベルマーレU-15ガールズ全国大会出場のご挨拶
13:35～  クラブボランティア・ゲームボランティア 感謝状贈呈式
13:40～  2021ベルマーレクイーンご挨拶
13:45～  ゲストトーク 
　産業能率大学スペシャルデー
　産業能率大学 情報マネジメント学部教授 小柴 達美 様
13:48頃  選手紹介
13:54頃  プレゲーム映像放映

HAN-KUN スペシャルパフォーマンス
13:57～  選手入場
　マスコットキッズ/林 芽依ちゃん、仙葉零翔くん

岩坂周瑛くん、尾形佑人くん
　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/原田美智代さん,久吉佳子さん

水野尚美さん,村野 猛さん

14:00～  産業能率大学スペシャルデー 
　花束贈呈 SANNOクイーン
14:03  キックオフ
ハーフタイム
　HAN-KUN スペシャルパフォーマンス
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 代表取締役 会長 小泉 光一郎 様
花束  小泉 朋子 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社  代表取締役 社長 小泉 光哉 様
　小泉 芹莉 様
ホーム最終戦セレモニー
最終戦セレモニー終了～16:50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



「湘南ベルマーレ応援店舗-ベル店-」
スタートのお知らせ！
地域密着型クラブとして、飲食店をはじめとした商
店の皆さまと共にホームタウンを盛り上げるべく、
湘南ベルマーレ応援店舗、通称「ベル店」を2022
シーズンに向けて新たに立ち上げることになりまし
たのでお知らせいたします。
店頭でご利用いただけるオリジナル装飾セットや湘
南ベルマーレ公式サイト内「ベル店」特設ページへの
店舗紹介、ファン・サポーターの皆さま向けの優待
サービス行使権をご利用いただけます！
そして「ベル店」スタートを記念して、【先着100店舗
限定の特別価格】の入会キャンペーンを実施いたし
ます。クラブ、ベル店、サポーターの皆さまと共に
ホームタウンを盛り上げていきましょう！
◇ご案内コース（価格は全て税込）
　33,000円／年プラン ※特別価格 5,500円
【全プラン共通特典】
◇ベル店オリジナル装飾セット（のぼり旗、ステッ
カー、ポスター）

◇公式サイト内専用マップ・店舗情報掲載
◇来店者への優待サービス行使権について
　全プラン共通権利として、4種類の優待サービス行
使権（複数選択も可）をご利用いただけます。

　お申込み時にご希望の特典種類および特典内容に
ついてご登録いただきます。

⬆お申し込み先は
　こちら

11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
誕生日を迎える谷晃生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  11月30日（火）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。
※11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

パートナーの皆さま、サポーターの皆さま、選手、ス
タッフが一丸となり、シーズンの最後を笑顔で終わ
ることができるように。もう一度手を取り合い一つ
になるために、「One Bellmareスペシャルフラッグ」
配布をいたします。
入場時に掲げる、肩に掛ける、首に巻くなど使用スタ
イルは様々です。様々な想いが込められたこのフ
ラッグを掲げて皆でチームを後押ししましょう！
◇配布枚数  試合6,000枚
（5ゲートを除く各ゲートにて全員に配布させてい
ただきます）
◇仕　様  サイズ H700×W1,200 （伸縮性あり）
　素材 ポンジ
※水や汗、摩擦、または使用状況などにより、色落ち
や色移りする恐れがありますのでご注意ください。

福島ユナイテッドFC情報
第29節 11/28（日）13:00 
　vs Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜 @ニッパツ[A］
第30節 12/5（日）14:00 
　vs カマタマーレ讃岐 @Ｊスタ[H］

2022シーズンのスタジアム座席図およびチケット
席種が決定いたしました。2022シーズンも2021
シーズンの席割を継続しており、席種の区分け場所
には変更ございませんが、一部席種のチケット名称
や運用を変更いたしました。いつもご来場いただい
ているホームサポーターの方、年に数回のご来場の
方、はじめてご来場される方、アウェイサポーターの
方、全ての皆様にとってより理解していただきやす
いチケット販売、そして観戦体験向上のための運用
をチャレンジしてまいります。
【2021→2022主な変更点】　
◇席種名称の変更
◇一部席種を自由席から指定席へ変更
◇一部席種価格の改定

2022シーズン スタジアム座席図
およびチケット席種決定のお知らせ

本日、徳島戦 「One Bellmare
スペシャルフラッグ」配布のお知らせ！！

⬆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

令和３年度スポーツ庁補助事業

⬆詳細はこちら



視点をつくる、提言する

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】  
 11:00～ キングベルパークグッズ売店／
12:00～ 中央Gグッズ売店

【スタジアム販売場所】  
 11:00～ キングベルパークグッズ売店／
12:00～ 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。

HAN-KUNコラボ＆ソログッズ販売特設ブース

【HAN-KUN×
湘南ベルマーレ
コラボハンドタオル】
サイズ：縦30×横30㎝
素材：綿

全31種類
※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:約縦17×横9㎝
素材:アクリル

内容:2020シーズンユニフォーム含む
ベルマーレグッズ3万円相当
選べる特典:以下よりいずれか1つ
・等身大1/5サイズBIGアクリルスタンド
・イラストクッション

価格 ￥1,000

【湘南ベルマーレ2022
オフィシャルカレンダー】

【アクリルスマホスタンド
～オフショットver. ～】

【2021お楽しみ
トートバッグセット】

【「NONSTOP FOOTBALLの真実 第8章」】

・形状：冊子型
・サイズ（閉じた状態）：B4
・サイズ（開いた状態）：B3
・内容：全16ページ

ベルガチャ

ベルガチャ
★１回 5００円★
HAN-KUN＋全30選手
（2種登録・特別指定選手を除く）

※ベル12会員割引対象外

※ベル12会員割引対象外

※今シーズン販売したベルガチャが
　ランダムで出ます

【2021ベルガチャ祭り】【2021ベルガチャ祭り】

【アクリルスタンド
～HAN-KUNコラボver. ～】

【アクリルスタンド
～HAN-KUNコラボver. ～】

【缶バッジ
～HAN-KUNコラボver. ～】

【缶バッジ
～HAN-KUNコラボver. ～】
●ノーマル：
　缶バッジ 直径5.5㎝
●スーパーレア：
　BIG缶バッジ 約直径10㎝

●ノーマル：アクリルスタンド
●スーパーレア：BIGアクリルスタンド

◇オフショットver.
　●BIG缶バッジ
　●フェイスタオル

◇1stユニフォームver.
　●イラストパネル

※ベルガチャ祭り限定デザイン☆スーパーレア☆スーパーレア

☆壁掛カレンダー☆壁掛カレンダー

☆DVD☆DVD
☆Blu-ray☆Blu-ray

・形状：卓上型
・サイズ：A5
・内容：全13枚

価格 各￥1,100

価格 ￥4,400
価格 ￥5,500

※ベル12会員割引対象外
価格 ￥1,800

価格 ￥15,000

☆卓上カレンダー☆卓上カレンダー

《2022カレンダー販売特設ブース》

《受注販売》

《2021イヤー Blu-ray/DVD先行予約受付ブース》

★１回 5００円★
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