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【NEW!!】☆①金本監督の但馬牛御膳 【NEW!!】②金本監督のスタミナカルビ丼

1,800円 1,300円

金本監督のこだわりの但馬牛をメインに

様々なおかずの入ったお弁当

監督就任を機に新たにプロデュース！

ボリューム満点のカルビ丼

【Power UP!!】 ③金本兄貴のスタミナハラミ丼

1,300円

金本監督が学生時代によく食べたという

現役時代から大人気のハラ ミ丼がボリュームアップ

   
 
 
 
 

２０１６年３月１５日 
  

 
 
 

阪神甲子園球場  

阪神甲子園球場 2016 年シーズン 監督・選手コラボメニューについて 

～金本監督とのコラボメニューなど、新メニューが一挙 17 種類登場～ 

 
阪神甲子園球場では、２０１６年シーズン甲子園開幕戦となる４月８日（金）からシーズン終了（クライマ

ックスシリーズ、日本シリーズ、ファン感謝デーも含む）まで、阪神タイガースの金本監督及び 14 名の選手が

プロデュースするコラボメニューを販売します。今年から登場する複数の選手が共同でプロデュースするお弁

当や春の期間限定メニューなど、１７種類の新商品を加え、合計３５種類のメニューとし、充実のラインナッ

プで開幕に臨みます。これらは阪神甲子園球場でしか味わえないオリジナルメニューです。 
コラボメニューの詳細は、以下のとおりです（金額は税込み、☆は景品プレゼント対象メニュー）。 

 
■監督コラボメニュー 
【６ 金本監督】 
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■選手コラボメニュー（背番号順） 
【０ 大和選手】 

【NEW!!】①猛虎戦士大和のチキン南蛮丼 【NEW!!】②猛虎戦士大和のチキン南蛮

850円　 500円　

入団当初2軍生活で宮崎遠征中に好んで食べた思い出の味 チキン南蛮をビールのお供に！！

☆③猛虎戦士大和魂焼肉弁当

1,300円

お肉が昨年よりもボリュームアップ！

好物の焼肉をふんだんに使用した1品

 
【１ 鳥谷選手】           

【NEW!!】☆①鳥谷鳥満載弁当
【NEW!!】②鳥谷敬の走攻守揃った

3種のひね鶏

1,300円 600円

鶏の大根おろし、鶏の照り焼きなどが

入った和風のお弁当

大人気の「3種鶏」がおつまみでも新登場！

ひね鶏を3種の味付けで楽しめる。

2015年弁当人気No1

☆③鳥谷鳥1番幕の内
④鳥谷敬の走攻守揃った3種の焼鳥丼

1,300円 950円

鳥谷選手の名前にちなんだ鳥づくしのお弁当
鳥谷選手の「走攻守」の活躍を

「モモ・カワ・セセリ」で表現した丼
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【４ 上本選手】 

【NEW!!】☆①上本の穴子づくし弁当
【NEW!!】②チョコ好き上本のストロベリー

バナナクレープ

1,300円 600円

出身地 広島名物の穴子がたっぷり

入ったお弁当

チョコ好きな上本選手にちなんだチョコと果物

たっぷりのクレープ

③上本おすすめロコモコ丼 ④広島出身！上本の汁なし担々麺

900円 700円

上本選手が女性向けにプロデュースした

ロコモコ丼
出身地広島で大人気の汁なし担々麺

 
 
 
【５ ゴメス選手】        

①フルーツ大使ゴメスの南国フルーツ

クレープ

②フルーツ大使ゴメスの南国フルーツ

ジュース

600円 500円

フルーツ大使のゴメス選手にちなんだ

南国フルーツたっぷりのクレープ

フルーツ大使のゴメス選手にちなんだ

南国フルーツたっぷりのジュース

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

△画像はイメージです。 
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【NEW!!】☆①能見篤史の潮風弁当 ②能見セレクトフルーツクレープ

1,300円 600円

出身地にちなみ、

海鮮の入った和風のお弁当

能見選手が選んだ果物を

ふんだんに使用したクレープ

③能見セレクトフルーツジュース

500円

能見選手が選んだ果物を

ふんだんに使用したフルーツジュース

【７ 西岡選手】  

☆①西岡剛のイケ弁！

スピードスター弁当
②西岡剛の気迫のホルモン焼きそば

1,300円 700円

背番号とスピードスターにちなんで星を表現
関西名物のホルモンと焼きそばがコラボ

関西出身の西岡選手におすすめの一品！

 
 
【８ 福留選手】 

 

【NEW!!】☆①福留孝介ちりめん三昧弁当

1,300円

好物のちりめんじゃこを2種類

ふんだんに使用した懐かしのお弁当

 
【１４ 能見選手】  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

△画像はイメージです。 
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【１９ 藤浪選手】 

【復活!!】 ①藤浪の鉄板すき焼き重 ☆②藤浪晋太郎　必勝祈願牛タン弁当

1,300円 1,300円

本人の熱い希望で2年前の大人気メニューが復活！

好物のすき焼きを豪快にご飯の上に盛り付け

験担ぎで食べるという牛タンを使用した

お弁当

                                    

 
【３２ 新井選手】 

       

☆①新井良太のパワフルグリル

1,300円

パワフルなプレースタイルをイメージした

ボリューム満点の洋風弁当

 
 
 
【４４ 梅野選手】 

【NEW!!】☆①梅野のめんたい弁当
②博多出身！

梅ちゃんの豚骨焼きラーメン

1,300円 650円

出身地の名物であり、好物でもある明太子

をふんだんに使用したお弁当

出身地博多の名物豚骨焼きラーメンを

梅野選手好みの味付けで仕上げた一品！

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

△画像はイメージです。 
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【４９ 今成選手】 

【NEW!!】☆①今成のなりきり弁当 ②今成おすすめ鉄板焼肉タコライス

1,300円 850円

物まねが得意なことから、各選手（大和・鳥谷・上本・西岡・新井）

弁当の1品を集めたお弁当

今成選手が女性向けにプロデュースした

鉄板焼肉タコライス

 
 
【５４ メッセンジャー選手】 

【NEW!!】 ①メッセの鶏白湯ラーメン
2015年No1の人気メニュー！

②メッセの豚骨醤油ラーメン

並　850円・メッセ盛り　1,050円 並　800円・メッセ盛り　1,000円

メッセンジャー選手監修のラーメン第2弾！

鶏白湯ベースのスープが特徴！

ラーメン好きメッセンジャーがスープトッピング

にこだわった豚骨醤油ラーメン

 
 
■複数選手コラボメニュー（2016 年シーズンから選手同士のコラボ弁当が新登場） 

【鳥谷選手×藤浪選手】           【狩野選手×坂選手】 

       

【NEW!!】☆①鳥谷×藤浪　投打の要弁当

1,300円

それぞれ自身の弁当に入っている具材を

コラボし仕上げた一品！

        

【NEW!!】☆①狩野×坂

必殺仕事人　髭男爵弁当

1,300円

必殺仕事人である両選手のコラ ボ弁当！

両選手特徴の「ひげ」と「もみあげ」をごまとこんぶで表現

 
 
 
 
 
 
 

 

 

△画像はイメージです。 
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■春季限定コラボメニュー 
4 月 8 日(金)から、春季限定コラボメニューを発売します。 
また、シーズン中に夏季限定コラボメニューの販売も予定しています（発売期間、メニューは未定）。 
【上本選手】                                【メッセンジャー選手】 

【ＮＥＷ!!】チョコ好き上本のホットチョコ

カクテル

600円

ウイ スキーの入った春先の観戦に温まるホットチョ コレートカ ク

テル。飲みやすい仕上がりで女性の方にもおすすめ

              

【NEW!!】春限定！メッセの辛口豚担麺

並　850円・メッセ盛り　1,050円

春限定！辛口好きのメッセンジャー選手が身体の中から熱

くなるラーメンをプロデュース！挑戦してみては？

 
 
■監督・選手メニュー関連のお知らせ 
①監督・選手コラボ弁当で景品プレゼント 

監督・選手コラボ弁当（前述の各コラボメニューのうち、☆の記載があるメニュー）を１個ご購入ごとに

監督・選手名入りアヒル型ボールチェーン（下記図 1.参照）を１つプレゼントします（全部で 13 種類ありま

すが、景品はランダムに配布しますので、選べません）。 
また、場内や売店で配布しているお弁当ガイドのスタンプラリー欄を用いて、監督・選手弁当全種（14 種

類）購入された方には、白鳥型ボールチェーン（下記図 2.参照）をプレゼントします。             
 タイガースのスローガン「超変革」に伴い、監督・選手弁当を全制覇すると白鳥に超変身！？します。ぜ 

ひ監督・選手弁当を制覇してください。 
 ※監督・選手コラボ弁当以外にはおまけは付きません。 
※白鳥型ボールチェーンは数量限定となります。 
※白鳥型ボールチェーンは先着順でのお渡しとなります。 
 

                                                     

図 1.監督・選手名入りアヒル型ボールチェーン           図 2.白鳥型ボールチェーン 

 
②弁当事前予約システムの受付開始 

選手弁当を初めとした約 30 種類のお弁当を、売切れの心配なく必ず確保できる｢弁当事前予約システム｣の

受付を、今シーズンも３月１５日から開始します。観戦チケットをお持ちの方はどなたでも事前に予約がで

きます。 
このシステムで、監督・選手とのコラボ弁当をご予約の場合は、購入したお弁当の監督又は選手名入りの

アヒル型ボールチェーン（前述図 1.参照）を 1 つプレゼントします。 
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  例）鳥谷鳥満載弁当を予約購入⇒鳥谷選手のアヒル型ボールチェーンをプレゼント 
※複数選手コラボ弁当について、「鳥谷×藤浪 投打の要弁当」は、鳥谷選手又は藤浪選手のどちらか 1 つ、 
また、「狩野×坂 必殺仕事人 髭男爵弁当」は、狩野選手又は坂選手のどちらか 1 つのプレゼント 
となります。 

※団体予約でのご購入の場合は、景品はランダムに配布しますので、選べません。 
お申し込みは次のホームページから 
URL：http://www.hanshin.co.jp/koshien/packedbox/   QR コード  

 
 
③選手メニューの試食風景を SNS で発信 

選手メニューの実際の試食風景をＳＮＳ（Twitter・Instagram）で発信しています。今後も、様々な情報

を発信していきます。 
  ■Twitter                   ■Instagram  
   URL：https://twitter.com/enjoy_koshien        URL：http://Instagram.com/enjoy_koshien 

QR コード                        QR コード 
 
  
    
④「グリーン上段セレクトチケット」発売中！ 

グリーンシート上段のチケットに、特典として今回発表した監督・選手メニューのほか、甲子園球場内野 2
階のイートインレストランの限定メニュー、又はオリジナルゆったりクッションの中から 1 つ選べる｢グリー

ン上段セレクトチケット｣を好評発売中です。 
 ■対象試合 阪神甲子園球場レギュラーシーズン公式戦全試合 
 ■料金 平日 6,200 円 土日祝・巨人戦 6,600 円 
     （1 席につき特典引換券 1 枚付き） 
 ■発売期間 発売中～各試合当日の試合開始予定時刻まで 
 ■発売方法 インターネット（チケットぴあ・甲チケ） 

店舗     （チケットぴあ店舗・阪神甲子園球場入場券売場） 
  詳しくはこちらのインターネットサイトをご確認ください。 
  URL：http://www.hanshin.co.jp/koshien/ticket/2016lp 

※数量限定のチケットのため、売切れになる場合があります。 
  ※「金本監督の但馬牛御膳」は引き換え対象外となります。 
                   
 

 
 


