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●グッズぱちり
　FAN SNAP ＋ Goods collection
第2回 ベビーもキッズもファミリーも！

●美味しさ発見！グルメさんぽ
第2回 NAGO DOLCE
       でらポテでらチキ

●球弁コンシェルジュ
Part2 ドーム観戦弁当

©中日ドラゴンズ
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亀澤
恭平選手

平田
良介選手

谷繁
元信監督

大島
洋平選手

大粒のタコを使用し、やわらかく中身はトロッと
した食感にこだわったタコ焼きと、ふわっと焼き
上げたお好み焼きのセット。平田選手の地元・
大阪のソウルフードをお楽しみください！

大粒のタコを使用し、やわらかく中身はトロッと
した食感にこだわったタコ焼きと、ふわっと焼き
上げたお好み焼きのセット。平田選手の地元・
大阪のソウルフードをお楽しみください！

大ぶりの鶏唐揚げに、タルタルソース
と甘酸っぱい梅干しを絡めて食べる
“監督流”の南蛮丼が再登場！梅干しの
さわやかな酸味が食欲をそそります。

大ぶりの鶏唐揚げに、タルタルソース
と甘酸っぱい梅干しを絡めて食べる
“監督流”の南蛮丼が再登場！梅干しの
さわやかな酸味が食欲をそそります。

谷繁監督プロデュースした、シンプル
なデザインのキャップ。応援スタイルは
もちろん、普段使いにもおすすめです。

谷繁監督プロデュースした、シンプル
なデザインのキャップ。応援スタイルは
もちろん、普段使いにもおすすめです。

亀澤選手のテーマカラー“緑”にちなみ、
クレープ生地に風味豊かな抹茶を練り
込みました。雪見だいふくやホイップク
リーム、カスタードクリームなどを包ん
だ、食べ応えのあるクレープです☆

亀澤選手のテーマカラー“緑”にちなみ、
クレープ生地に風味豊かな抹茶を練り
込みました。雪見だいふくやホイップク
リーム、カスタードクリームなどを包ん
だ、食べ応えのあるクレープです☆

応援に欠かせないのはやっぱりタオル！
亀澤選手の名前が大きく入ったタオル
を掲げて、エールを送ってください！

応援に欠かせないのはやっぱりタオル！
亀澤選手の名前が大きく入ったタオル
を掲げて、エールを送ってください！

バッティングスタイルの平田選手の
写真が大きくデザインされた下敷き
が登場！平田選手と一緒なら勉強も
はかどるはず！？

バッティングスタイルの平田選手の
写真が大きくデザインされた下敷き
が登場！平田選手と一緒なら勉強も
はかどるはず！？

選手タオル ブルー
亀澤選手 1,300円
選手タオル ブルー
亀澤選手 1,300円

ソースかつと味噌かつ、一つの丼で二つの味
が楽しめる丼。“味噌かつを食べ慣れている人
にもそうでない人にも楽しんでもらえれば”と
いう大島選手の思いがこもっています。

ソースかつと味噌かつ、一つの丼で二つの味
が楽しめる丼。“味噌かつを食べ慣れている人
にもそうでない人にも楽しんでもらえれば”と
いう大島選手の思いがこもっています。

手羽先ダレで味付けしたちょっぴり
スパイシーな照り焼きチキンは、モ
チモチ食感のライスプレートと相性
抜群！カラッと揚げたオニオンリング
がセット。見た目以上のボリューム
に、きっとご満足いただけるはず☆

手羽先ダレで味付けしたちょっぴり
スパイシーな照り焼きチキンは、モ
チモチ食感のライスプレートと相性
抜群！カラッと揚げたオニオンリング
がセット。見た目以上のボリューム
に、きっとご満足いただけるはず☆

浅尾投手の写真や名前ロゴを集めた
シールで、いつでも一緒の気分♥
あなたはどこに貼りますか？

浅尾投手の写真や名前ロゴを集めた
シールで、いつでも一緒の気分♥
あなたはどこに貼りますか？

大島選手の背番号とシルエットが
大きくデザインされたトートバッグ
はいかが？スタンプ風の“CD”ロゴ
がワンポイントに入っています。

大島選手の背番号とシルエットが
大きくデザインされたトートバッグ
はいかが？スタンプ風の“CD”ロゴ
がワンポイントに入っています。

大島丼  900円大島丼  900円

浅尾ライスバーガー
750円
浅尾ライスバーガー
750円

谷繁丼  900円谷繁丼  900円

写真下敷
平田選手 360円
写真下敷
平田選手 360円

亀クレープ　650円亀クレープ　650円

2階35通路2階35通路

プレイヤーズバッグ
大島選手
1,300円

プレイヤーズバッグ
大島選手
1,300円

2階38通路2階38通路

選手シール 浅尾投手
300円
選手シール 浅尾投手
300円

プロデュースキャップ
谷繁監督　3,200円
プロデュースキャップ
谷繁監督　3,200円

平田の粉もんセット
850円
平田の粉もんセット
850円

2階34通路2階34通路
©中日ドラゴンズ©中日ドラゴンズ

※掲載の価格はすべて消費税込です

浅尾
拓也選手

5階74通路5階74通路

5階73通路5階73通路

Gourmet Goods× ×



球弁とは、野球場のお弁当です。

製造／八百彦本店
900円（税込）

A.おまかせください

ホテルやマンション、駅などでお客様のご要望にお応えする「よろず承り係」。
球弁コンシェルジュはお客様のご希望にそった球弁をご紹介します。

子どもと一緒に
食べるのに
ちょうどいいお弁当は
あるかしら

ドーム観戦弁当
はいかがでしょうか？
お値打ち価格なのもうれしい
ポイントです

野球ボールを半分にしたような
ごはんの容器も面白く、
分けて食べやすいですよ

お子様と一緒に美味しく召し上がって
楽しい思い出を作ってくださいね

ご購入は２階・５階コンコースのスナック売店・ドリンク売店にて。きっとご満足いただけることと思います。

Q.

ハンバーグ、エビフライ、
唐揚げ、ポテトサラダ…
いずれもお子様に
人気の高いおかずです

コンシェル
ジュ

とは…

グッズぱちり
FAN SNAP + Goods collection

第２回 ベビーもキッズもファミリーも！

今回のご相談

球弁
コンシェルジュ

tamaben concierge
Part2

美 味 し さ 発 見 ！

グルメ さんぽ

「NAGO DOLCE」「でらポテでらチキ」で最も
人気のあるメニューやイチオシのメニューを教え
てください！
「NAGO DOLCE」では、新商品『ナゴド・モー
ニング』がイチオシです！ワンコインでフレンチ
トーストにドリンクが付いたとてもお得なセット
なので、ぜひおすすめしたいですね。販売時間
が“開場～試合開始まで”のサービスメニュー
となっています、お早めにご来店ください！
「でらポテでらチキ」では、昨年に続き『ポテトフ
ライ（チーズペッパー）』が人気です。お子さま
にもよくご購入いただいております。

これからの季節におすすめの商品はありますか？
4/23の春の竜陣祭から、
人気野球漫画「グラゼニ」
とのコラボメニュー『唐揚げ
チャーハン』を販売します！
そのほかにも、5/3～5の
ファミリーシーリーズ2016
に合わせて、ご家族で楽し
んでいただけるような『ファ
ミリープレート』というお得
なワンプレートセットを販売
予定です！
最後に一言お願いします！
「フードでドラゴンズ・ナゴヤドームを盛り上げ
よう！」が我々のコンセプトです。今後も色々な
メニューや企画を展開していきますので、是非
ご来店ください！

　今回は、2015年3月にオープンした、ナゴヤ
ドーム唯一のスイーツ専門店「NAGO DOLCE」、
ポテトと唐揚げが充実している「でらポテでら
チキ」にお邪魔し、支配人の関根さんにお話を
聞きました。

学生時代はサッカー一筋
支配人の関根さん

ナゴド・モーニング 500円●N

ポテトフライ 400円●で
（チーズペッパー）

ファミリープレート 1,000円●で

Q.

A.

Q.

Q.
A.

A.

第 2回

※掲載の価格はすべて消費税込です

でらポテでらチキNAGO DOLCE

新商品

人気商品 ナゴヤドー
ム限定

「グラゼニ」コラボメニュー
唐揚げチャーハン 900円●で

でらチキの唐揚げ 450円●で
（つけてみそかけてみそマヨ）

ファミリーシリーズ
2016限定メニュー

©森高夕次・アダチケイジ／講談社

ナゴドルチェクレープ 500円●N

ナゴヤドー
ム限定

凡田夏之介
（ナゴヤドーム）

●N …NAGO DOLCE ●で …でらポテでらチキ販売店舗／

2階3塁側35通路 2階3塁側34通路

3階「ドラゴンズワールド」
内「まま楽コーナー」で出
会ったさきちゃん。
昨年の8月に4ヶ月でドーム
デビューをし、この日は2度
目のご来場でした。

りなさんはご主人の影響でド
ラゴンズファンに。とにかく可
愛くて面白い“ドアラ”が大好
き♡とのこと。そんなりなさ
んは、“バック転”で有名だっ
た元チアドラ「ちーちゃん」の
ご友人！ママ同様ドアラのナン

バーTシャツをおしゃれに
着こなすさらちゃん★

生まれたときからドラファ
ンでした！と語る“ドラゴン
ズ愛”溢れるともさん。

ミスタードラゴンズ立浪さん
の背番号「３」を受け継ぐ高橋
周平選手を応援しているゆう
ちゃんさん。

さきちゃん

たびたび出かける東
山動植物園ではコア
ラを見るとにっこりす
ることが多いというさ
きちゃん。
ドアラに対しても同じ
思いをもってくれてい
るかな？

担当者’s Eye

左から／ともさん、さらちゃん、りなさん、ゆうちゃん

大好きなドアラの
耳をつけて

もう一枚パシャリ！

message
球団創設祝80年！
セ・リーグ制覇目指し

て

頑張って！

さきちゃんパパは、3歳ぐらいから
立浪和義さんのTシャツをパジャ
マにして寝てました！と語る生粋の
ドラキチさん。

そらくんは、普段使いしたい！とエナメルコインケース ロゴ（950円）をご購入！

そらくん
少年野球のクラブチームでファースト、
センターを守っているそらくん。
周平選手目指して練習がんばってね！
きらくん
ドラゴンズワールドでは応援メッセージ
ありがとう！また、ドームに遊びに来てね。

担当者’s Eye

きらくん そらくん

好きな選手／大島選手
足の速いところが
かっこいい！

好きな選手／周平選手
打撃力が良いのと、同じ
左打ちだから憧れの存在！

応援メッセージ
ありがとう★

ナン
バーTシ

ャツもばっちり決まってます！

こんなところで思わぬ出会いが
ありました！ By 担当者

さきちゃん
パパ



ナゴヤドームイベントスケジュール 最新情報をお届けします
QRコードで簡単アクセス

ナゴヤドーム公式サイト

日　程 開催時間 イベント名 チケット発売情報お問い合わせ先
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水15
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15：00
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18：00

15：00
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中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

ジェイルハウス
TEL052-936-6041

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"

中日 vs 広島
中日 vs 広島

中日 vs 広島

中日 vs 巨人

中日 vs 巨人

中日 vs 東京ヤクルト

中日 vs 東京ヤクルト
中日 vs 東京ヤクルト

発売中

発売中

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814 発 売 中

4月23日
一般発売

4月23日
一般発売

5月7日
一般発売

～この街でずっと～ドラッグスギヤマpresents

エディオンナイター

ドラ恋！ガールズデー

ローソンデー

エディオンナイター

カーと言えばグー！ Presents

昇竜2016
中日 vs 巨人

中日 vs 阪神

中日 vs 阪神
航空宇宙産業の一翼を担う 東明グループpresents

昇竜レプリカユニホーム
来場者全員

ドラゴンズ選手直筆サイン色紙
来場者抽選

ドラ恋！ユニホーム
女性来場者全員

ドラゴンズ選手直筆サイン色紙
来場者抽選

ファミリー
シリーズ2016

中日 vs 阪神
永谷園Presents 「お茶漬けの日スペシャルマッチ」

土4

土11

日5

日12

土18

日19

日26

月27

18：00

10：20

15：00

18：00

14：00

18：00

17：00

18：00

15：00

18：00

14：00

10：00

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

5月7日
一般発売

4月23日
一般発売

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

5月7日
一般発売

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

5月7日
一般発売

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

サンデーフォーク
プロモーション
TEL052-320-9100

EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2016 "IT'S SHOW TIME!!"

中日 vs 東北楽天

中日 vs 千葉ロッテ

中日 vs 千葉ロッテ

企業周年行事

第89回オールヤマト野球大会ブロック大会

中日 vs 北海道日本ハム
中日 vs 北海道日本ハム

中日 vs 北海道日本ハム

中日 vs 福岡ソフトバンク

Girlsシリーズ
2016

ウエスタン・リーグ

関係者のみのイベントです

関係者のみのイベントです

時間未定

【ドームからのお願い】 ナゴヤドームへは公共交通機関でお越しください。｠周辺施設への無断駐車、路上駐車は絶対におやめください。

5/3-5はファミリーシリーズ2016を開催します！
オープンデッキに、強竜パークが登場！3日（祝・火）は「わんわんふれあい広場」、
4日（祝・水）は小動物とふれあえる「ふれあい動物園」、5日（祝・木）は「ふわふわ遊具大集合」を開催。
また、チケットをお持ちのお子様（中学生以下）各日先着5000名様限定で、特製クリアファイルをプレゼント。
ゴールデンウィークは、ぜひご家族でナゴヤドームへお越しください！！
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