
 

 

 
 

 

 

２０１８年３月１６日 
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東京ドームシティ（文京区後楽１-３-６１）では、２０１８年３月２３日（金）～４月１日（日）の期間、 『東京ドー

ムシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８』を開催します。 

今回は、読売巨人軍の２０１８年スローガン“奮輝”の「輝き」をイメージした高さ約３.６ｍの「ＧＩＡＮＴＳ

“奮輝”だるま」が東京ドーム前に登場。３月２４日（土）には高橋由伸監督が日本一奪還を祈願して「目入れ」

を行います。さらに、読売巨人軍１２選手のスタンプを集めるスタンプラリーや開幕祭スペシャルステージな

ど、今年も東京ドームシティならではの様々なイベントを実施します。また、東京ドーム開場３０周年記念企画

として、東京ドームに因んだ展示物や漫画「ＡＫＩＲＡ」の作者大友克洋氏がデザインを手掛けた３０周年を祝

う記念オブジェを公開します。 

このほか、野球観戦には欠かせない東京ドーム内限定販売のお弁当やグルメ情報もご紹介します。 

◆東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８』                              

◎名 称：東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８ 

◎主 催：読売巨人軍／読売新聞社／東京ドーム 

◎特別協力：日本テレビ放送網 

◎期 間：２０１８年３月２３日（金）～４月１日（日）［１０日間］ 

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎料 金：無料 

◎U R L：https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/kaimakusai/ 
 

開催内容 

★ＧＩＡＮＴＳ“奮輝”だるま 

読売巨人軍の２０１８年スローガン“奮輝”の「輝き」をイメージ 

たカラー、そして新しいプライマリーマークを施した、高さ約３.６ｍの 

巨大だるまが東京ドーム２２ゲート前に登場します。また、だるまの 

前には高橋監督の等身大パネル、後ろには、監督・コーチ・選手が 

キャンプ地宮崎県の青島神社で書いた絵馬のレプリカを飾ります。 

さらに、開幕祭スペシャルステージで選ばれたファンの方々の絵馬 

も一緒に飾るなど、今シーズンの戦いをファンの皆様と盛りあげます。 

【場 所】 東京ドーム２２ゲート前 

２０１８年３月２３日（金）～４月１日（日） 

『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８』直前情報 
＆東京ドームおすすめグルメ 

 
３月２４日（土）には高橋由伸監督による「ＧＩＡＮＴＳ“奮輝”だるま」の「目入れ式」を実施 

東京ドーム内限定の監督・選手プロデュース弁当＆選手プロデュースグルメのラインナップ決定！ 

 

イメージ 

 



  

★ジャイアンツスクエア～開幕祭スペシャルステージ～ 

・「ＧＩＡＮＴＳ“奮輝”だるま」の目入れ式 

読売巨人軍の日本一を祈願して、開幕祭オリジナルデザイン 

の巨大だるまに「目入れ」を行います。目入れ式には、高橋由伸 

監督が登場します。 

【場 所】 東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ 

【日 時】 ３月２４日（土） １１：４５頃（予定） 

※雨天の時は、３月２５日（日）に順延となります 

※順延となった場合、出演者が変更になる場合があります 

 

・Ｇ戦士スペシャルトーク 

開幕を目前に、選手が今シーズンへの意気込みを語ります。 

また、ヴィーナスの新メンバー紹介や大抽選会などのイベントを 

行います。 

【場 所】 東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ 

【日 時】 ３月２３日（金） １５：４５頃（予定） 

２５日（日） １１：４５頃（予定） 

※雨天の時は、中止となる可能性があります 

※目入れ式が順延となった場合、内容が変更となります 
 

★ＧＩＡＮＴＳ プレーヤーズ スタンプラリー 

東京ドームシティを回り、選手のスタンプを集めるスタンプラリー。 

１２選手のスタンプを集めると、壁掛けのカレンダーが完成します。 

また、ゴールすると、開幕祭特製メタルチャームがもらえるほか、 

抽選で「選手に会える権利」など素敵な賞品が当たる「ジャイアンツ 

開幕戦スターティングメンバー予想クイズ」にご参加いただけます。 

【場 所】 東京ドームシティ全域 

 

★「東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８」オリジナルグッズ限定販売  

東京ドームシティ限定のオリジナルグッズを販売します。 

【場 所】 「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ」、「Ｇ－ＳＨＯＰ」、 など 

【グッズ】 オリジナルＴシャツ ３,０００円、オリジナルトートバッグ １,８００円、 

     オリジナルフェイスタオル ２,０００円、オリジナルタオルマフラー（黒・橙） ２,０００円、 

オリジナルシャーペン・ボールペンセット ８５０円 

※完売次第、販売終了となります 

 

 

 

 

 

 

昨年の様子 

 

昨年の様子 

開幕祭特製メタルチャーム イメージ 

オリジナルＴシャツ イメージ 

 

オリジナルトートバッグ イメージ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★東京ドーム開場３０周年記念企画 

東京ドーム開場３０周年を記念して、東京ドームの屋根膜やグラウンドの芝 

などを展示するブースを展開するほか、漫画「ＡＫＩＲＡ」の作者大友克洋氏

がデザインを手掛けた３０周年を祝う記念オブジェが登場します。 

【場 所】 展示ブース／東京ドーム２１ゲート前 

（ＧＩＡＮＴＳ プレーヤーズ スタンプラリーゴール横） 

記念オブジェ／東京ドーム２２ゲート前 クリスタルポイント 

 
 

 

◆東京ドーム内限定！お弁当&グルメ情報                              

２０１８年の野球シーズン開幕にあわせて、今年も東京ドーム内限定販売のお弁当やグルメが多数登場し 

ます。今年は、毎年大好評の「監督・選手プロデュース弁当」に陽選手が、「選手プロデュースグルメ」には 

石川選手と田口選手が新たに加わります。また、お子様に大人気の「じゃびっとべんとう」の他に、球団専属

のマスコットガール“ヴィーナス”プロデュースのドリンクも販売予定です。そのほか、東京ドームオリジナル 

グルメなど、野球観戦とともにたくさんのグルメをお楽しみください。 
 

★監督・選手プロデュース弁当 

  毎年好評の「監督・選手プロデュース弁当」に陽選手が新たに加わります。 

各選手の大好物やこだわりがみられるお弁当はどれを選んで良いか迷って 

しまいそうです。またお弁当ごとに選手自筆（コピー）のお品書も入っており、 

観戦にくるたびに集めるのも楽しいお弁当になっています。 
 

  ◎発 売 日：３月２０日（火） 

◎販売場所：東京ドーム内売店（東京ドームでの巨人戦開催日限定） 

  ◎商品・価格： 

 

 

 

 

 

 

監督・選手名 商品名 価格 

高橋 由伸 由伸監督の奮輝！豪華ステーキ弁当 ２,０００円 

陽   岱鋼 陽岱鋼×崎陽軒 日本の味！魅せる男の牛すき風弁当 

１,５５０円 

坂本 勇人 キャプテン坂本勇人のからあげパラダイス弁当 

亀井 善行 亀ちゃんのこだわり！！スペシャルおつまみ弁当 

阿部 慎之助 最高です！！あべんとう 極上ＢＢＱｖｅｒ． 

菅野 智之 エース菅野智之の闘魂！！ハンバーグ弁当 

小林 誠司 小林誠司の鮮やか！ビビンバ弁当 

オリジナルタオルマフラー イメージ オリジナルフェイスタオル イメージ 

 

オリジナルシャーペン・ボールペンセット 

イメージ 

高橋 由伸監督 
由伸監督の奮輝！豪華ステーキ弁当 

 



  

★選手プロデュースグルメ 

「監督・選手プロデュース弁当」に負けない人気の「選手プロデュースグルメ」が、今年も登場します。 

新たに、石川選手と田口選手が加わり９選手によるグルメは、各選手のこだわりが満載です。 
 

◎発 売 日：３月２０日（火） ※一部店舗は、３月２３日(金)より販売 

◎販売場所：東京ドーム内売店（東京ドームでの巨人戦開催日限定） 

◎商品・価格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ヴィーナスプロデュースドリンク 

    ヴィーナスが考案したオリジナルのドリンクです｡ 
 

◎発 売 日：３月２０日（火） 

◎販売場所：東京ドーム内売店（東京ドームでの巨人戦開催日限定） 

◎商品・価格：ヴィストロ、Ｖｅ・オレ、Ｖｅｎｕｓｐａｒｋｌｅ
ヴ ィ ー ナ ス パ ー ク ル

、ＶｅｎｕｓＰＲＩＤＥ
ヴ ィ ー ナ ス プ ラ イ ド

 全４種 

各４５０円 
 

★じゃびっとべんとう 

   大人気の「じゃびっとべんとう」が、今年も新しくなりました。シーズン前半 

の６月２４日（日）までと、７月３日（火）以降の後半で内容が変わる「じゃびっと 

べんとう」を、ぜひ味わってください。今年も巾着袋が付いています。  
                                                                            

◎発 売 日：３月２０日(火) 

◎販売場所：東京ドーム内売店（東京ドームでの巨人戦開催日限定）  

◎価 格：１,３５０円 
 

★新店舗「ＲＲａｉｎｂｏｗ」・｢京都勝牛｣・｢ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ｣ＯＰＥＮ 

東京ドーム内１Ｆ１塁側にハワイアンレストラン｢ＲＲａｉｎｂｏｗ｣、牛カツ専門店「京都勝牛」、“肉が旨い 

カフェ”でおなじみの「ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ」がニューオープンします。｢ＲＲａｉｎｂｏｗ｣と「ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ」は､ 

今回が球場初出店となります。東京ドームでしか食べられないグルメをご堪能ください。 
 

◎オープン日：３月２３日（金） 

◎場 所：東京ドーム内 １Ｆ１塁側     
 

※各イベント名称・内容・出演者・会場等は変更となる場合がございますのでご了承ください。 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

選手名 商品名 価格 

坂本 勇人 キャプテン・ハヤトのペパ×マヨ エッグドッグ ６５０円 

長野 久義 
チョーさんの特製ジャージャー麺 

７００円 
チョーさんの特製塩焼きそば 

亀井 善行 亀ちゃんのこだわり！！メキシカンドッグ ６５０円 

阿部 慎之助 豪快阿部丼～チキンカツとじｖｅｒ．～ ９５０円 

杉内 俊哉 杉内俊哉のたっぷり！！メープルクレープ ６８０円 

小林 誠司 小林誠司のバリうま！！ホイップクレープ ６８０円 

内海 哲也 内海哲也のピリ辛！！タッカルビライスバーガー ６５０円 

石川 慎吾 石川慎吾のダイナマイトチーズバーガー ６５０円 

田口 麗斗 かずとくんのＢｅｒｒｙ Ｖｅｒｙ スマイル ６８０円 

 

ヴィストロ 

 

ヴィーナスパークル 

 

坂本 勇人選手 
キャプテン･ハヤトのペパ× 

マヨ エッグドッグ 

 

長野 久義選手 
チョーさんの特製 
ジャージャー麺 

 

じゃびっとべんとう（前半） 


