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4 月 23 日(⾦
⾦)にご案内いた
いたしました「公認サポートグッズ販売開始
しました「公認サポートグッズ販売開始記念贈呈式・販売開始式・
しました「公認サポートグッズ販売開始記念贈呈式・販売開始式・
選手サイン会イベント
選手サイン会イベント」（4 月 29 日(木
木)FM 山東店 ・ 5 月 1 日(土)FM 米原駅前店
米原駅前店）は、
）は、
新型コロナウイルス感染症拡⼤の状況を鑑み、中⽌させていただきます。ご了承ください。
※公認サポートグッズは、予定通り販売開始させていただきます。
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月 26 日
4 月 29 日(木
木)フレンドマート山東店
フレンドマート山東店 5 月 1 日(土))よりフレンドマート⽶原駅前店
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「ブルースティックス滋賀
ブルースティックス滋賀」
ブルースティックス滋賀 公認サポートグッズ 販売開始のお知らせ
みんなで一緒にチームを
みんなで一緒にチームをサポート︕
サポート︕ グッズ売上げ
売上げの一部がブルースティックス滋賀の
の一部がブルースティックス滋賀の活動資⾦に
の一部がブルースティックス滋賀の活動資⾦になります
なります︕

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社
株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⻑執
執⾏役員︓平松正嗣、以下「平和堂」）
平松正嗣、以下「平和堂」）
平松正嗣、以下「平和堂」）は、
スポンサー企業の一つであるサポートカンパニーとして応援しているホッケーチーム「ブルースティックス滋賀
スポンサー企業の一つであるサポートカンパニーとして応援しているホッケーチーム「 ブルースティックス滋賀」
ブルースティックス滋賀
（滋賀県⽶原市、運営︓一般社団法⼈ホッケーアカデミー滋賀、理事⻑︓上野賢一郎）
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トグッズを、
トグッズを、4 月 29 日(木)よりフレンドマート山東店、
日
よりフレンドマート山東店、
よりフレンドマート山東店、5 月 1 日(土)よりフレンドマート⽶原駅前店で
よりフレンドマート⽶原駅前店で
よりフレンドマート⽶原駅前店で販売開
始しますのでお知らせいたします
始しますのでお知らせいたします。
ブルースティックス滋賀
ブルースティックス滋賀は、2020
2020 年 12
月、HJL
HJL H2（2 部リーグ）から H1（1
部リーグ）への昇格が
部リーグ）への昇格が決定し、今後
今後の活
躍がますます期待されている大注目のホッ
ケーチームです。
同年
年 11 月、フレンドマート山東店
フレンドマート山東店内に
フレンドマート山東店
チームの
チームの「PR ブース」を開設、ハンドビラ配
ブース」を開設、ハンドビラ配

商品イメージ︓
︓フーデッドライトパーカー
パーカー

布やサポーター募集のほか、ポスターや選手パネ
ルなど臨場感ある写真を掲⽰し、ホッケーの迫
⼒をお伝えしています。また、同月に新規オープ
ンしたフレンドマート⽶原駅前店
ンしたフレンドマート⽶原駅前店や
やアル・プラザ⻑
アル・プラザ⻑
浜、ビバシティ彦根
浜、ビバシティ彦根で
でも、イベントの開催
も、イベントの開催等を⾏
を⾏
っていま
います。
公認サポートグッズは、
公認サポートグッズは、フーデッドライト
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ヘビーウェイト T シャツ、メジャーツイル
シャツ、メジャーツイルキャップ、キャンバス
キャンバストート、
トート、ナイロンランドリーバッグ、
ランドリーバッグ、
ランドリーバッグ、カラーマフラータオル、
マフラータオル、
ネックゲイターの全 7 種類です。チームと琵琶湖をイ
種類です。チームと琵琶湖をイメージした商品は、試合の応援だけでなく、普段のお使い
メージした商品は、試合の応援だけでなく、普段のお使い
いただけるカッコいいデザインとなっています。
さらに、それぞれの商品 1 点ごとに売上げの一部が
点ごと
上げの一部が、ブルースティックス
、ブルースティックス滋賀
滋賀のチーム活動資⾦として寄付さ
活動資⾦として寄付さ
れますので、チームの活躍と飛躍をバックアップできます。
なお、
なお、販売開始となる
販売開始となる 4 月 29 日(木) フレンドマート山東店では、選手の皆さんへグッズ（パーカー）の
記念贈呈式＆選手サイン会、
記念贈呈式＆選手サイン会、5 月 1 日(土)) フレンドマート⽶原駅前店では、販売開始式＆選手サイン
会を開催します。
平和堂
平和堂は、ブルースティック
ブルースティックス滋賀のサポートを通じて、
ス滋賀のサポートを通じて、
ス滋賀のサポートを通じて、ホッケーの知名度向上と
ホッケーの知名度向上とともに
ホッケーの知名度向上と ともに地域が元気に、そし
地域が元気に、そし
て健康になる取り組みを進めてまいります。

＜公認サポートグッズ＞

商品︓フーデッドライトパーカー

サイズ︓ユニセックス/S・M・L・LL・3L

カラー︓ネービー・杢グレー

本体価格︓3,980 円（参考税込価格︓4,378 円）

商品︓ヘビーウェイト T シャツ

サイズ︓S・M・L・LL・3L

カラー︓ネービー・杢グレー

本体価格︓1,980 円（参考税込価格︓2,178 円）

商品︓メジャーツイルキャップ

商品︓キャンバストート

商品︓ナイロンランドリーバッグ

カラー︓ホワイト・ネービー

カラー︓ライトグレー・ネービー

カラー︓ネービー

本体価格︓1,480 円

本体価格︓980 円

本体価格︓980 円

(参考税込価格︓1,628 円）

(参考税込価格︓1,078 円）

(参考税込価格︓1,078 円）

商品︓ネックゲイター

商品︓カラーマフラータオル

カラー︓ホワイト・ネービー

カラー︓ホワイト

本体価格︓980 円

本体価格︓980 円

(参考税込価格︓1,078 円）

(参考税込価格︓1,078 円）

公認サポートグッズ https://www.heiwado.jp/otoku/bluesticks/goods

＜4 月 29 日(木) フレンドマート山東店 イベント概要＞
1．開催場所

フレンドマート山東店
住所︓滋賀県⽶原市間⽥字東柏⼾ 413 番地

TEL︓0749-55-2111

2．開催日

2021 年 4 月 29 日(木・祝) 10 時 30 分より 30 分程度

3．スケジュール

ブルースティックス滋賀 サポートグッズ販売開始式 パーカー贈呈＆選手サイン会
(1)ご挨拶

平和堂 フレンドマート山東店

店⻑ 藤居篤史

(2)チーム代表へ贈呈

ブルースティックス滋賀 選手代表者へパーカー贈呈

(3)ご挨拶

ブルースティックス滋賀 代表者様

(4)グッズ販売のご説明
(5)フォトセッション
(6)選手サイン会＆写真撮影会（屋外）
＜5 月 1 日(土) フレンドマート⽶原駅前店 イベント概要＞
1．開催場所

フレンドマート⽶原駅前店
住所︓滋賀県⽶原市下多良 2-45

TEL︓0749-52-8671

2．開催日

2021 年 5 月 1 日(土) 10 時 30 分より 20 分程度

3．スケジュール

ブルースティックス滋賀 サポートグッズ販売開始記念開始式 選手サイン会
(1)ご挨拶とグッズ販売のご説明
平和堂 フレンドマート⽶原駅前店
(2)ご挨拶

店⻑ 鈴村崇

ブルースティックス滋賀 代表者様

(3)選手サイン会＆写真撮影会（屋外）
＜イベント開催にあたりお願い＞
新型コロナウイルス感染症対応につきましては、お客様と従業員の安全安心に配慮いたしております。
イベントへは、発熱や体調のすぐれない場合はご来店の⾒合わせ、また、⼊店時に消毒液による手指洗
いの実施、店内での咳エチケットとマスク着⽤、お客様同⼠の距離を確保していただくなど、新型コロナウイ
ルス等感染症予防対策に、皆さまのご理解とご協⼒をよろしくお願い申し上げます。
なお、ニュースリリース配信時点ではイベントを開催する予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大状況
によっては、当社の判断により予告なく中⽌する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
＜平和堂はブルースティックス滋賀のスポンサーとしてサポートしています＞
平和堂は、滋賀県⽶原市に拠点を置き 2019 年 7 月設⽴のブルースティックス滋賀を、スポンサー企
業の一つであるサポートカンパニーとして応援しています。
2020 年 11 月には、同じ⽶原市内のフレンドマート山東店に「PR ブース」を開設し、地域の方々をは
じめ、ご来店いただく皆様にブルースティックス滋賀のハンドビラ配布やサポーター募集のほか、チームポスタ
ーや選手パネルなど臨場感ある写真を掲⽰し、ホッケーの迫⼒をお伝えしています。
また、同月に新規オープンしたフレンドマート⽶原駅前店やアル・プラザ・⻑浜、ビバシティ彦根では、チー
ムの選手と一緒にホッケーの体験イベントを開催しました。
平和堂とブルースティックス滋賀は、子供たちとのコミュニケーションを通じた健全な心身の育成をサポー
トするとともに、ホッケーの知名度向上と地域が元気に、そして健康になる取り組みを進めてまいります。

＜注意事項＞
・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。
・当リリースに使⽤しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異な
る場合があります。
・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
以上

