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©中日ドラゴンズ

おす
すめドアラスポット★

●グルメセレクション
真夏に食べたいひんやりグルメ

●球弁番
日刊スポーツ　柏原　誠 記者

●エンジョイ★グッズ
応援にはやっぱりユニホーム♪

好評連載中！！

We 
lo

v
e
 D

O
A
L
A
！

A LAOD

タイプ
別

ナゴヤドームにはドアラがいっぱい！？

ドアラ
デー
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ナゴヤドームにはドアラがいっぱい！
そんなドームのスポットを徹底ガイド！

ドアラが名誉店長を務めるDOALA CAFEにベースボールメイツが行ってみました☆ドアラが名誉店長を務めるDOALA CAFEにベースボールメイツが行ってみました☆

メニューにももちろん
ドアラがたっぷり♥
こちらはタコやサーモ
ンがたっぷりの「ドアラ
カフェのゴロゴロ海鮮
プレート」

ドアラの定番グッズと
いえばこちら！
ドアラの耳を身に着け
て、選手とドアラを応援
してください♪

ドアラの顔がそのまま巾着に！小物が多く
なりがちな方におすすめ。お出かけ先で
もドアラ好きをアピールしてください♥

おうちでドアラと過ごすなら、こちらのクッションはいかが？
インパクト大のやわらかいドアラの顔が、あなたの疲れを
きっと癒してくれます★

ドアラの様々な表情と直筆の読み札が楽しい
かるた。家族や仲間とわいわい盛り上がるこ
と間違いなしのアイテムです♪

ドアラの顔がバーン！と大きくデザインされた
フェイスタオル！顔の前で掲げれば、あなたも
ドアラになりきれます★

ドアラグッズもたっぷり♪ プリズマクラブドアラグッズもたっぷり♪ プリズマクラブ
ドアラになりたいあなたにおくる厳選グッズがこちら！

ドアラの耳
（ブルー／ピンク）
各977円

フェイスタオル
ドアラフェイス  1,400円

ドアラの巾着　750円

ドアラの直筆かるた　1,620円

ドラゴンズミュージアムに
は知られざるドアラの過去
が…！？

※掲載の価格はすべて消費税込です

９月１０日はドアラデー！９月１０日はドアラデー！
ドアラが大活躍する1日！ドアラファン必見です★

おすすめドアラスポット★

中でもメイツが驚いたこちらは…かつてのドアラの姿！？
ぜひご自分の目でお確かめください！

もふもふドアラの耳
1,500円

手触りの気持ちいい
“もふもふ”ver.も☆

食べたい派／撮りたい派食べたい派／撮りたい派
かわいい＆フォトジェニックなメニューの

DOALA CAFEへ！
かわいい＆フォトジェニックなメニューの

DOALA CAFEへ！

背番号５
安田 智祐

背番号３
細井 貴恵
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MENU1
カフェ&バーということ
で、お酒の種類も充実
しています。おいしい
ビールやカクテルを飲み
ながら一息ついても◎

MENU3
ナイトゲーム開催日は
ランチ営業も♪
ランチは5種類の中か
らお選びいただけます。
（写真は一例です）

MENU2

なりたい派／一緒にいたい派なりたい派／一緒にいたい派
ドアラグッズがたくさん揃う

プリズマクラブへ！
ドアラグッズがたくさん揃う

プリズマクラブへ！

落ち着いた雰囲気の店内でゆったり過ごせます ドアラのグッズやモチーフがたっぷりで、
　　　　　　　ドアラ好きにはたまりません♥

ドラゴンズワールド コンコース

まだまだあります！

ドアラ
スポット情報

タイプ
別

なりたい 撮りたい 食べたい 一緒にいたい

あなたの“好き”はどのタイプ？あなたの“好き”はどのタイプ？

店内にはカウンター席とテーブル席、外にはテラス席も。
カフェ内の大型モニターで試合の様子をチェックできます

ドアラ　　　　　  カフェドアラ　 　 　 　 　  カフェ

いつでもどこでもドアラと一緒♪

マスキングテープ
ドアラフェイス
380円

開場直後のゲート付近では、
ドアラに会えるかも！？
※お出迎えは日替わりのため
　ドアラがいない日もあります

会えたらラッキー！選手プロデュース
メニュー

福田丼
900円
福田丼
900円

スナック・ドリンク
売店

ドアラの大好物が詰まった
1994ドアラ弁当はいかが？

1,400円1,400円

えー！？

780円1,600円

ドアラフェイスクッション　2,500円

ご存知でしたか？
実は…DOALA CAFEとプリズマクラブは
同じ建物の中に入っているんです！
ドアラファンの聖地を満喫してください★

プリズマクラブ
デーゲーム 10：00～試合終了
ナイトゲーム 13：00～試合終了

12：00～18：00
※プロ野球以外のイベント開催日の営業時間は、
　イベントにより変更となる場合があります

プロ野球開催日
DOALA CAFE

11：00～9回裏
※ランチ営業はナイトゲーム
　開催日の14：00まで

プロ野球開催日

プロ野球開催日以外

場内2階コンコース32通
路付近にはドアラのパネ
ルが

ドアラのイラスト入り丼でご
提供　ファイナルシリーズで
は一部のメニューの復刻も！？

オリジナルもなか・みそ汁付き 1ドリンク付き

オープンデッキ8ゲート付近

3階ライト側後方

9月23・24日はファイナルシリーズ！
9月23日（土・祝）横浜DeNA戦と
24日（日）広島戦は、
今シーズン最後のシリーズイベント
「ファイナルシリーズ 2017」を開催！
名場面ポストカードを各日来場者
全員にプレゼント★（絵柄はランダム）



球弁とは、野球場のお弁当です。
2F、5Fのスナック・ドリンク売店で販売。

番

メディアのドラゴンズ担当者がご紹介！

tamaben-ban

オススメポイント
まず何よりすべての味付けがしっ
かりしていて、おいしい！
ビールのおつまみとしても最高！
和洋中がバランス良く入っていて、
意外にボリュームもある！
この内容で950円は安い！

●ひとつのお弁当で和・洋・中全て
の味を楽しめる！

●これだけ食べても539kcalと
　ヘルシー！

商品情報

記者

日刊スポーツ

柏原　誠

30品目以上
にぎわい弁当
950円（税込）ジェイアール東海パッセンジャーズ

阪神、オリックス、広島などを担当し、
2015年からドラゴンズ担当となった日刊スポーツ・柏原 誠 記者。
今夏の第99回全国高校野球選手権大会に長野代表として出場し、
選手権優勝経験もある古豪松商学園の野球部出身。
そんな柏原記者が選んだのは、
意外にもヘルシー系なこちらのお弁当。

腰の怪我で選手を断念し、高校
3年生からはマネージャーとし
てチームをサポート。
マネージャーとして報道関係者
と接する中で、記者を目指すよ
うになった柏原記者。
これまでなかなかナゴヤドーム
グルメを食べる機会はなかった
そうですが「これを機に色々食
べてみます！」とのコメントも！

こぼれ話

かし　  はら　　　　   まこと

※掲載の価格はすべて消費税込です

夏の日差しを思わせる“ビタミンカラー”がまぶし
いスイーツはいかが？シャリシャリ食感のミルクア
イスにはマンゴーソースをたっぷりと。アイスの下
にはフローズンマンゴーがぎっしり！マンゴーを
思う存分味わいたい方にオススメです♪

あなたはどっち派？
8/18（金）阪神戦～8/31（木）DeNA戦までの8試合で夏の暑さを吹き飛ばす“ひんやり氷菓”に
スポットをあてたグルメ企画を実施！数ある商品の中からオススメの商品をPick up！

爽快感が味わえるドリンクを飲みた
い方には青ジンジャーがオススメ！
すっきりしたジンジャーエールに青り
んご味の氷を浮かべ、やさしい味わ
いに仕上がりました。

青ジンジャー 350円エビボール 350円エビボール 350円 真夏のブルーフロート 420円 マンゴーマンゴーカップ 400円

2階 1塁側 17通路
5階 1塁側 53通路

2階 3塁側 40通路

ショートストップ
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Coolなドリンクも登場！甘い
ものを食べた後には♪

真夏に食べたい
ひんやりグルメ

白身魚とエビのすり身をボール状に
してカラッと揚げた、おやつにもおつ
まみにもぴったりな一品。プレーン
味、ごま・のりで変化をつけた3つの
味が入っています。家族や仲間同士
で分け合えるのもGood★

※2階のみでの販売

真夏を彩るブルーサマーシリーズにぴったりな
ひんやりドリンクがこちら！カルピスベースのドリ
ンクに、オレンジ風味のシロップをプラス！ソフト
クリームをたっぷりのせて、お腹もココロも満た
される一品。キッズもおとなも楽しめるブルーフ
ロートをこの機会にぜひご賞味ください

こうちゃんさんは高橋選手＆小笠原選
手を応援されていて、どちらもユニ
ホームをお持ちだそうです　 この日は
先発の「背番号11」小笠原選手でご
来場いただきました。
しょうちゃんさんは遠藤選手のファン。
スタメン出場を喜ばれていました♪
これからも応援よろしくお願いします！

●サポーターズユニホーム　ビジター／ホーム
　フリー　 5,000円　130cm、150cm　 各4,800円
●カンフーバット　ホーム＆ビジター　 　　　　750円

こうちゃんさん   しょうちゃんさん

※掲載の価格はすべて消費税込です

ご協力いただき
ありがとう

ございました★●ベビースタイ　ドアラフェイスブルー 1,150円
●リストバンド　ドラ坊や 648円
●チャンステーママフラータオル 1,550円・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オープンデッキ8ゲート前
グッズショップ「プリズマクラブ」、
場内コンコースグッズ売店、
ワゴン売店にて販売中★

ママ はるたくん

ゆうたくん
パパ

・・・ ・・・
・・・・・・・・・・・・・・

（一部）

第6回 応援にはやっぱりユニホーム♪

たくさんのグッズをさりげなく＆
おしゃれに身に着けられていたこち
らのファミリー★
パパはご自身と同じポジションの
松井雅人選手、ママは「かわいい♥」
高橋選手、お兄ちゃんのゆうたくん
は大島選手のファンです。
ご機嫌なはるたくんはどの選手の
ファンになってくれるのでしょうか♪
スタイがとても似合っているドアラ
かな　？
またのご来場をお待ちしています！



ナゴヤドームでは、結婚写真の前撮りや家族写真など、
ロケーションフォト用に特別価格で貸し出しを行っています。
憧れのグラウンド、思い出のスタンドを貸し切って、
一生に一度の撮影をしてみませんか？

詳しくはナゴヤドーム公式サイトをご覧ください。

ロケー
ションフォトプラン

草野球も受付中！

はじめました

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

〒
461-0047　

名
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市
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1号
　
TEL 052-719-2121（

代
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プレゼント情報 ※プロ野球のみ

8月10日時点での情報に基づいて作成しました。 【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。
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中日 vs 広島

中日 vs 広島

中日 vs 巨人

中日 vs 巨人

企業野球大会

AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-

ナゴヤドーム6時間リレーマラソン2017

SSBソフトボールトーナメント戦

中日 vs 横浜DeNA

中日 vs 広島

FCスペシャルゲーム

イープラスナイター

チアドラデー20th

中日 vs 広島
ドアラデー

関係者のみのイベントです

関係者のみのイベントです

関係者のみのイベントです

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

「ナゴヤドーム6時間リレーマラソン」
運営事務局
TEL052-243-8600

キョードー東海
TEL052-972-7466

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

中日ドラゴンズ
TEL052-261-8814

ファイナル
シリーズ
2017

時間未定

時間未定

未定

未定

未定 日本シリーズ第3戦

企業野球大会

クライマックスシリーズファーストステージ第1戦

第2戦〃

第3戦〃

クライマックスシリーズファイナルステージ第１戦

〃 第2戦

〃 第3戦

〃 第4戦

〃 第5戦

〃 第6戦

販売中

販売中

販売中

※ドラゴンズがレギュラーシーズンを
　2位で終えた場合に開催します。
　なお第2戦でファイナルステージ
　進出チームが決定した場合、
　第3戦は開催しません。

※ドラゴンズがレギュラーシーズンで
　優勝した場合に開催します。
　第4戦以降はそれ以前の試合で
　勝利チームが決定した場合、
　開催しません。

※ドラゴンズがクライマックスシリーズ
　ファイナルステージを勝ち上がった
　場合に開催します。
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