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－今年も新たなお
今年も新たなお弁当＆グルメが
新たなお弁当＆グルメが登場
弁当＆グルメが登場－
登場－
今シーズンも東京ドーム（東京都文京区１－３－６１）には、様々なプロデュース弁当＆グルメが登場します。
毎年好評の東京ドームでしか食べられない「監督・選手プロデュース弁当」に、今年は原監督と岡本選手が初
めて登場します。また、「選手プロデュースグルメ」には、吉川（尚）選手・陽選手・中島選手・丸選手・菅野選
手・岩隈選手・岡本選手・炭谷選手の８選手が新たに加わります。そのほかにも、東京ドーム内１Ｆコンコース
には、『東京ドーム グルメストリート』がオープンします。新規オープン１２店舗、既存１２店舗（計２４店舗）が
立ち並び、東京ドームへご来場するたびに、新しい味をご堪能いただけます。
★監督・選手プロデュース弁当
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、原監督と岡本選手プロデュースのお弁当が初登場します。
また、「選手プロデュース弁当」は、各選手の思い入れのあるメニューがぎっしりと詰まっています。お弁当ご
とに（一部）選手自筆（コピー）のお品書きも入っており、観戦に来るたびに集めるのも楽しいお弁当となって
います。
◎発 売 日：３月２３日（土）
◎販売場所：東京ドーム内売店
※巨人戦開催時

◎価

格：１,５５０円～２,０００円

【監督・選手
監督・選手プロデュース弁当】
・選手プロデュース弁当】
選手名

商品名

原 辰徳

原監督のヘルシー和懐石重

陽 岱鋼

陽岱鋼×崎陽軒 ｖｅｒ.２０１９！！ ルーロー飯＆牛すき風＆中華づくし弁当

坂本 勇人

燃えろ坂本！！“より鶏み鶏”贅沢鶏づくし弁当

亀井 善行

亀ちゃんのスペシャルおつまみ弁当 Ｐａｒｔ２！！

価格
２,０００円

阿部 慎之助 最高です！！あべんとう～豪快漢飯ｖｅｒ.～

１,５５０円

菅野 智之

我らがエース！！菅野智之の牛！豚！鶏！三球三振弁当

小林 誠司

小林誠司の魅せる！Ｙｕｍｍｙ Ｂｏｘ！！

岡本 和真

初登場！！岡本和真のスラッガー弁当！！
画像イメージ

原 監督
原監督のヘルシー和懐石重
ヘルシー和懐石重
原監督の

陽 選手
陽岱鋼×崎陽軒 ｖｅｒ.
ｖｅｒ.２０１９！
２０１９！！
１９！！
ルーロー飯＆牛すき風＆
中華づくし弁当

坂本 選手
燃えろ坂本！！
！
燃えろ坂本！
“より鶏み鶏”贅沢鶏
“より鶏み鶏”贅沢鶏づくし弁当

亀井 選手
亀ちゃんのスペシャル
おつまみ弁当 Ｐａｒｔ２！！

画像イメージ

阿部 選手
最高です！！
あべんとう～豪快漢飯ｖｅｒ.
あべんとう～豪快漢飯ｖｅｒ.～

菅野 選手
我らがエース！！
！菅野智之の
我らがエース！
牛！豚！鶏！三球三振弁当

小林 選手
小林誠司の魅せる！
Ｙｕｍｍｙ Ｂｏｘ！！

岡本 選手
初登場！！
岡本和真のスラッガー弁当！！

★じゃびっとべんとう
★じゃびっとべんとう
監督・選手に負けない人気の「じゃびっとべんとう」が、今年もリニューアルして登場です。前半と後半の期
間で内容が変わる「じゃびっとべんとう」は、お子様ランチをイメージしたジャビットの大好物づくしのお弁当で
す。初登場の「じゃびっと缶バッジ」（全１２種類）はたくさんの種類があるので是非、集めてみてください。
※缶バッジの種類はお選びいただけません

◎発 売 日：３月２３日(土)
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時
◎価
格：１,３５０円

≪前半≫
３月２３日～６月２３日

≪後半≫
７月２日～シーズン終了

★選手プロデュースグルメ
「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、吉
川（尚）選手・陽選手・中島選手・丸選手・菅野選手・岩隈選手・岡本選手・炭谷選手の８選手が加わり､１４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２３日（土） ※一部（中島、丸、上原、岩隈、炭谷）選手に関しては、４／２(火)より発売
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時
◎商品内容：
選手名

商品名

価格

吉川 尚輝

尚輝流てりやきチキンエッグバーガー

６５０円

陽 岱鋼

陽岱鋼のピリ辛！！“陽”風チョリソードッグ

６５０円

中島 宏之

中島宏之のやみつき！豚トロ焼きうどん

７５０円

坂本 勇人

キャプテン･ハヤトのカレービーフボウル

９５０円

丸 佳浩

丸佳浩×ピザーラ 丸の“丸型”ホームランミートピザ

亀井 善行

亀井善行×銀だこ あっさり！亀ちゃんの柚子ねぎたこ焼き

１,１００円
７００円

阿部 慎之助 阿部慎之助×ジールハウス アベのチュリトスパフェ

７００円

菅野 智之

菅野智之×モスバーガー エース菅野の絶品エビチリバーガー

６００円

上原 浩治

上原浩治 魂のアボカドチーズドッグ

６５０円

岩隈 久志

岩隈久志×ＭＯＭＯ ＳＵＳＨＩ 炙りサーモンのイワクマロール ～バジルソース～

小林 誠司

小林誠司×マリオンクレープ 小林誠司のバリうま！！王道バナナチョコクレープ

１,０００円
７００円

選手名

商品名

価格

ＴＡＰＩＯＫＡＭＯＴＯ ～いちごミルクｖｅｒ.～ (～６／２３)
岡本 和真

６５０円
ＴＡＰＩＯＫＡＭＯＴＯ ～ミルクティｖｅｒ.～ (７／２～)

炭谷 銀仁朗 ＢＯＧ ～バーガー･オブ･ギンジロウ～

６５０円

田口 麗斗

６８０円

田口麗斗×ＲＲａｉｎｂｏｗ かずとくん特製トロピカルドリンク

画像イメージ

吉川 尚輝選手
尚輝流
流てりやき
尚輝
チキンエッグバーガー
チキンエッグバーガー

坂本 勇人選手
キャプテン･ハヤトの
カレービーフボウル

丸 佳浩選手
丸佳浩×ピザーラ
丸の“丸型”ホームランミート
丸の“丸型”ホームランミートピザ
ミートピザ

岡本 和真選手
ＴＡＰＩＯＫＡＭＯＴＯ
～いちごミルクｖｅｒ.
～いちごミルクｖｅｒ.～

★球団グルメ
ＧＩＡＮＴＳ球団グルメには、これまでの大好評メニューに加え、新たに、銀座 木村屋總本店とコラボした、こ
だわりの逸品がラインナップしました。
◎発 売 日：発売中
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時
◎商品内容：

商品名

価格

ヘルメットナチョス

７８０円

ヘルメットカップソフト

５５０円

ヘルメットカップディッピンドッツ

６３０円

ヘルメットカップポップコーンアイス

５８０円

ヘルメットナチョス

ＧＩＡＮＴＳ×銀座 木村屋總本店 つぶあんぱん
３００円
ＧＩＡＮＴＳ×銀座 木村屋總本店 クリームパン
ポップコーンバケツ

１,３００円

ヘルメット焼きそば

８６０円

ＧＩＡＮＴＳサワー（温州みかん／マンゴー）

６５０円

ＧＩＡＮＴＳハイボール（温州みかん／マンゴー）

７５０円

ＧＩＡＮＴＳ×銀座 木村屋總本店
つぶあんぱん

ＧＩＡＮＴＳ×銀座 木村屋總本店
クリームパン

ポップコーンバケツ

ＧＩＡＮＴＳサワー＆ハイボール
温州みかん/マンゴー

★ヴィーナスプロデュースグルメ
今年もヴィーナスプロデュースのグルメが登場します。
◎発 売 日：３月２３日（土）
◎発売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時
◎商品内容：

商品名

価格

苺和ろんぱん～クリームチーズとあんこの出会い～ (～６／２３)
６５０円
パン･オ･ベリヴィ-ｐａｉｎ ａｕ ＢｅｒｒｙＶｅ- (７／２～)
-和びさＶｅ- (～６／２３)
５００円
ＭＶＰ☆～ｍａｎｇｏ Ｖｅｎｕｓ ｐｏｓｉｔｉｖｅ～ (７／２～)
画像イメージ

苺和ろんぱん
～クリームチーズと
あんこの出会い～

パン・オ・ベリヴィ
－ｐａｉｎ ａｕ ＢｅｒｒｙＶｅ-

-和びさＶｅ-

ＭＶＰ☆
～ｍａｎｇｏ Ｖｅｎｕｓ
ｐｏｓｉｔｉｖｅ～

★東京ドーム グルメストリート
『東京ドーム グルメストリート』は、新規オープン１２店舗と既存の１２店舗（計２４店舗）がずらりと立ち並び、
国際色豊かな料理・スイーツなど様々なジャンル、確かなクオリティのグルメを味わうことができる食の新エリ
アです。野球観戦のお供にお酒やおつまみ、スイーツを選んだり、コンサートの開演前にお好きなグルメを楽
しんだり、東京ドームご来場のたびに、新しい味をご堪能いただけます。
【グルメストリート概要】
◎名
称：東京ドーム グルメストリート （２４店舗）
◎オープン日：３月１７日（日）
※東京ドームでイベント開催時のみ営業となります

◎場
所：東京ドーム内１Ｆコンコース
◎新規店舗：１２店舗 ※順不同
串 カツ田 中 、一 本 列島 、ＴＡＣＯ ＢＥＬＬ、韓 美 膳 、
クルン・サイアム、お好み焼き・鉄板焼き８８パチパチ､
ｎａｎａ’ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ、バインミーバインミー、塚田農場
スタンド、ルーキーカレー、ぼんたぼんた、ＰＯＴＡＳＴＡ
◎既存店舗：１２店舗 ※順不同
サーティワンアイスクリーム、ケンタッキーフライドチキン、
ピザーラエクスプレス、鉄板 酒 場 鐡一 、ＲＲａｉｎｂｏｗ、
京 都 勝 牛 ､ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ、札 幌 蟹 工 船 、マリオン
クレープ、ＤＳ１０４（ホットドッグ、スナック）、ＤＳ１０５
（ホットドッグ、スナック）、ＤＳ１０６（お弁当処）
◎公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/gourmetstreet/

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

