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阪神甲子園球場 2022年 監督・選手コラボグルメについて 

～監督･選手がプロデュースしたこだわりメニューが登場!2022 年も“イチ”から開発した商品が盛りだくさん～ 

 

 

 

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：秦雅夫）が運営する阪神甲子園球場では、2022 年

シーズンの 4 月 5 日（火）からシーズン終了まで（日本シリーズを含む。）、阪神タイガースの矢野監督及

び 22名の選手がプロデュースするコラボグルメを販売します。 

今シーズンは、2 年目も活躍が期待される佐藤輝明選手の名前にちなんだ「サトテルのＷチキン輝（テ

リ）ヤキ丼」や、ピリ辛とチーズの相性が抜群の「伊藤将司のとろ～りチーズ担々麺」等、8 選手の新た

なメニューが登場します！計 23名、35種類以上の充実のラインナップを是非お楽しみください。 

また、より多くのお客様に監督・選手コラボグルメを楽しんでいただくため、4 月 5 日（火）から、外

野ライト 2階エリアに監督・選手コラボメニュー販売エリアをリニューアルオープンいたします。 

詳細は、次のとおりです（新エリアの詳細は 3月中旬頃に発表いたします。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■監督・選手コラボグルメラインナップ（「☆」は後述の景品プレゼント対象のお弁当になります。） 

（１）“イチ”から開発した選手たちのコラボグルメ！  

     

佐藤輝明選手

【NEW】☆サトテルのトリプル牛肉弁当
【NEW】サトテルのWチキン

輝（テリ）ヤキ丼

1,300円 1,000円

「焼肉風」、「しゃぶしゃぶ風」、「すき焼き風」と

3種類のお肉が同時に楽しめる肉尽くしのお弁

当！ご飯だけでなくお酒にも合うお弁当が完成

しました！

「輝明」にちなんだ、鶏の「テリヤキ」と、お母さ

んとの思い出の味、サクサクの「ササミ」の2種

類の鶏肉に加え、半熟玉子やマヨネーズで味

の変化を楽しめるボリューム満点の丼です！

 

   

岩崎選手

【NEW】☆岩崎の彩り和風うなぎ弁当

1,300円

和風弁当で初参戦！地元静岡県の名物「うな

ぎ」を豪勢に使用し、「錦糸たまご」や「抹茶わ

らびもち」を彩り豊かに盛り付けた贅沢お弁当

です！

550円

岩崎選手好物の鶏肉を、一度に複数の部位を

味わえるように「ハラミ」と「せせり」をミックス！

岩崎選手の地元静岡県をイメージした茎わさ

びがこだわりのポイントです！

岩崎の鶏ハラミ&せせりミックス

                  

     

岩貞選手
【NEW】岩貞のストロベリー

バナナチョコクレープ

岩貞選手の大好きな「イチゴ」と「バナナ」が

入ったクレープが新登場。チョコチップバニラア

イスとホイップの「白」と上からトッピングしたイ

チゴの「赤」で見映えにもこだわり抜きました！

650円

 

      

北條選手

大人から子どもまで楽しめるよう、「あらびき」

と「赤」ウインナーをミックス！ウインナーの他

にポテトも入った、北條選手のやさしさ溢れる

おつまみです！

550円

【NEW】北條のWウインナー&ポテト

 



        

【NEW】☆糸原のガッツリ！

豚トロ×豚キムチ弁当

1,300円

糸原選手の大好物「豚トロ」と「豚キムチ」をど

ちらも取り入れたヨクバリなお弁当にリニュー

アル！「塩だれご飯」と一緒にガッツリ食べる

のが糸原選手こだわりのポイントです！

糸原選手

糸原の果肉たっぷりレモンサワー

レモン味をベースに、レモン果肉も加えた爽や

かさ抜群のチューハイ！糸原選手の優しさで、

お子様やアルコールが飲めない方のために、

ソフトドリンクver.もご用意しています！

アルコール：700円　ソフトドリンク：600円

 

       

伊藤将司選手

【NEW】伊藤将司のとろ～りチーズ担々麺

チーズあり：950円　チーズなし：850円

伊藤選手が学生時代に通っていたお店の担々

麺を再現！伊藤選手の好物「フライドオニオ

ン」がたっぷりと入り、少し辛めのスープも

「チーズ」でまろやかに楽しんでいただけます。

 

     

中野選手
【NEW】山形出身！

中野のあごだし冷やしラーメン

850円

地元山形県の名物「冷やしラーメン」が新登

場！「醤油+あごだし」でさっぱり仕上げたスー

プに、「ごま油」がほんのりと香る、暑い夏に

ピッタリなスッキリした味わいです！

 

  

マルテ選手の出身・南米産の豆をブレンドした

コーヒーが新登場！コーヒー豆は有機栽培で

深みのあるコクがこだわりのポイント！フロー

トは氷やアイスもコーヒー味で仕上げました！

マルテ選手

【NEW】マルテの骨付き

チーズフランクフルト

【NEW】マルテのこだわり有機コーヒー/

コーヒーフロート

～南米産ブレンド豆使用～

600円 ホット：450円　フロート：600円

マルテ選手のイメージに合った、豪快でワイル

ドな骨付きフランクフルトが新登場！マルテ選

手の大好物チーズをトッピングした味付けがお

酒との相性抜群です！

               

                                  ※季節により販売商品が異なります。 

 



（２）新登場の選手には負けていられない！監督・選手コラボグルメの“イチ”番を狙う！ 

      

   

木浪選手
青森出身！木浪の

爽やかリンゴサワー

アルコール：700円　ソフトドリンク：600円

青森愛がたっぷりの木浪選手！青森県産のリ

ンゴ果汁、青森県産のリンゴ果肉入りアイスを

使用した、まさに青森尽くしの一品です！

☆聖也の笑顔も

ビーフも100％！ハンバーグ弁当

1,300円

肉厚でビーフ１００%のハンバーグは、木浪選

手も大満足の仕上がり！ハンバーグ好きの木

浪選手も、思わず笑みがこぼれるお弁当で

す！

    

     

1,300円

☆梅ちゃんの九州ええとこ捕り（鶏）弁当

梅野選手

「かしわ飯」「高菜明太子」「とり天」など、出身

である九州地方の食材を詰め込んだ幕の内弁

当です。ボリュームもあって幅広い層にお楽し

みいただけます！

福岡県出身の梅野選手がプロデュースした博

多ラーメンです。こだわりのあっさりスープと特

注の細麺がよく絡み合います！目指せ選手コ

ラボグルメNo.1！！

梅野の博多屋台風豚骨ラーメン

並　900円・麺大盛り　1,050円

              

    

大山選手の好物である「すき焼き」をご飯の上

に贅沢に盛り付け、その他にも好物である、焼

きそば、ハンバーグ、からあげ等を取り入れた

ヨクバリ弁当です！

「茨城出身」「お肉大好き」のキーワードから、

大山選手と共に開発。茨城県産の豚肉はもち

ろん、味にも見た目にもこだわり抜き、パワフル

な大山選手にピッタリな丼が完成しました！

大山選手

☆大山のヨクバリすき焼き弁当 大山の茨城県産塩ダレ豚バラ丼

1,300円 1,100円

                   

☆矢野監督の新！

豪華ハラミ焼肉スペシャルW

1,500円

矢野監督
矢野監督の

こだわり肉盛りビビンバ丼

1,300円

トッピングはシンプルに、キムチ、小松菜ナム

ル、もやしナムル、韓国のり、半熟たまごをチョ

イス！さらにお肉をたっぷり入れることで、贅沢

かつボリューム満点に仕上げました！

メインのハラミ肉の味付けは2種類（焼肉のタ

レ・ポン酢）、監督好物のからあげも3種類の味

で楽しめる豪華お弁当です！



    

    

糸井の超パワフルハラミ丼

1,300円

糸井選手

糸井選手好物のハラミ肉を豪快に盛り付けた

味・ボリュームともに大満足な一品！お肉との

相性を考え、チョレギ風サラダを添え、ヘル

シーさもプラスしました！

1,150円

☆糸井嘉男の超人チャーハン弁当

糸井選手好物の「チャーハン」をメインに、他に

も好物であるハンバーグやコロッケをライン

ナップした、ボリューム満点なお弁当です！

 

     

パティシエ坂本の

キャラメルチョコクレープ

スイーツ作りが得意の坂本選手がクレープで

参戦！試作を積み重ねたパティシエ坂本の渾

身の一品を是非ご賞味ください！

650円

坂本選手

 

   

☆西のご飯がすすむ！肉厚トンテキ弁当

1,300円

西選手の地元、三重県のご当地グルメ「トンテ

キ」がメインのお弁当！厚めのトンテキは食べ

応え抜群で、ほのかなにんにくの風味が食欲

をそそります！

西選手

勇ちゃんの背脂醤油ラーメン

900円

シンプル イズ ベスト！口に含んだ時のインパ

クトと旨さを重視して開発した醤油ラーメンは安

定感抜群の逸品です！

                 

 

 

カルビ丼の上に、淡路島産のフレッシュたまね

ぎ、フライドオニオン、淡路島ソースと素材の一

つ一つまでにこだわり抜いた淡路島尽くしの丼

です！

1,300円 1,000円

近本選手
☆淡路島出身！近本の

タコ飯幕の内弁当

近本のさっぱり牛カルビ丼

～淡路島産たまねぎ盛り～

タコ飯、茎わかめ、イカナゴのくぎ煮など、淡路

島をイメージしたメニューと、お子様でも楽しめ

るハンバーグやからあげ等を取り入れた、老

若男女が楽しめる幕の内弁当です！



       

1,300円

☆藤浪の豪快！肉肉弁当

食欲やビールがすすむように、ソースは辛口

でピリ辛風に仕上げました。お肉でやきそばを

包んで食べるのが、肉好きの藤浪選手らしい

こだわりのポイントです！

藤浪の牛カルビ焼きそば

～ピリ辛仕立て～

800円

焼肉弁当は、濃い目のタレでガーリックチップ

ものせてパンチ力抜群に！その分すき焼き弁

当は、あっさりとした味付けにして、バランスよく

仕上げしました！

藤浪選手

 

     

☆秋山×ティモンディ

食べればわかる！愛媛たっぷり弁当

1,300円

青春の高校時代をコンセプトに、異例のコラボ

弁当が完成！愛媛名物であるメインの鯛めし

は、秋山選手、ティモンディのお二人が絶賛し

た逸品です！食べればわかる！！

秋山選手
秋山の旨辛唐揚げ丼

～ヤンニョムチキン風～

950円

味付けは、流行りのヤンニョム風のピリ辛スタ

イル！彩りにもこだわり、半熟たまごや白髪ね

ぎ、サンチュをトッピングしました！

 

     

メロンシャーベット、メロンケーキ、メロン果肉

にメロンソースを加えたメロン尽くしの一品！メ

ロンの甘さがやみつきになる、女性やお子様に

おすすめのクレープです！

650円

遥人のメロン畑クレープ

大好物のオムライス！お父さんがよく作ってく

れた、ケチャップとデミグラスソースのダブル

ソースオムライスを再現しました！

髙橋選手
☆遥人の笑顔がこぼれる

オムライス弁当

1,300円

 

    

青柳選手

1,300円

地元の横浜にちなんだ中華弁当。青柳選手の

大好物であるエビチリの他にも、麻婆豆腐、春

雨、揚げしゅうまい、春巻き等、豊富なライン

ナップが魅力のお弁当です！

アルコール：700円　ソフトドリンク：600円

青柳選手の好きな青色をイメージし、ベースの

ピーチ味にブルーキュラソーで青く染めた、爽

やかなオリジナルチューハイ！好物のラムネ

アイスがこだわりのポイントです！

ラムネ大好き青柳の

爽快ブルーピーチサワー
☆横浜出身！青柳の彩り中華弁当

 

 

 



     

豚肉は肉厚で食べ応え抜群！味付けは定番

のソースとマヨネーズ、青のり、粉かつお、お好

みで紅ショウガと七味をそえています。

600円

陽川選手

浪速の漢！陽川の肉厚とん平焼き

 

      

植田選手
植田の２種盛りポテト

～ミートソース添え～

大好物のポテトは、タイプの違う２種類を使用

しており、こだわりのミートソースと相性抜群！

お好みでタバスコもかけて楽しんでください！

650円

  

     

原口選手

☆迫力満点！原口のミックスグリル弁当

原口選手がゲン担ぎでよく食べるという「かつ

丼」を再現！原口選手こだわりの出汁をしっか

りと吸わせたカツと玉子は相性抜群です。

原口のロース・ヒレミックスかつ丼

1,300円 950円

原口選手こだわりの「ハンバーグ」「からあげ」

「有頭エビフライ」などを詰め込んだボリューム

満点のミックスグリル弁当です！

 

 

 

 

※写真は全てイメージです。内容は変更となる場合がございます。 

※金額は全て税込み価格です。 

 

 

 

 

 

 

 



■監督・選手コラボ弁当のご購入で景品プレゼント 

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、

「オリジナルアクリルキーホルダー」を 1 つプレゼントします。また全ての弁当をご購入されたお客様には

「オリジナルマグカップ」をプレゼントいたします。 

 

 

▲オリジナルアクリルキーホルダー 

※全 15種類。景品はシークレットの状態で配布しますので、種類は選べません。 

 

 

 

▲オリジナルマグカップ 

 

 

以 上 


