2022 年 3 月 14 日
報道関係各位

阪 神 甲 子 園 球 場

阪神甲子園球場の外野エリアが大幅リニューアル!
～大阪の有名ラーメン店やフリードリンクのラウンジ等が New オープン！～

【ストライク軒 NOODLE STUDIO】

【docomo LOUNGE KOSHIEN】

【EAT・Co（イートコ）
】

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
ーズンから、外野エリアを大幅リニューアルいたします。
まず外野レフト 1 階エリアでは、大阪 天満に本店を構え、各種フードイベントでも高い評価を集めている
「ストライク軒」が新オープン！同店は、阪神甲子園球場の大規模リニューアル以降では初となる、球場外
周からも入店できる（入場券が不要な）飲食店となり、試合開催日はもちろん、シーズンオフを含めた催し
物がない日でも営業を行い、球場グルメを毎日楽しめるようになります！（試合開催日を除く月曜定休）
次に外野センター2 階エリアでは、遊具施設や監督・選手コラボメニューが楽しめた「CoCo PARK」に代わ
り、大型のウォークイン型グッズショップを新設。また、新たな球場定番グルメ「甲子園からあげ」の外野
旗艦店が新たにオープンいたします。
最後に外野ライト 2 階エリアでは、旧甲子園歴史館展示エリアを新たに「EAT・Co（イートコ）」と称して、
飲食エリアに大幅リニューアル！同エリア売店では、全ての監督・選手コラボメニューが楽しめるほか、隣
接する「docomo LOUNGE KOSHIEN」では、選手コラボメニューやラウンジ限定フードメニュー、アルコール飲
料を含むフリードリンクをお楽しみいただけます。
また、上記を含む阪神甲子園球場のグルメ・グッズ情報を発信する担い手として、大阪・難波を拠点とす
るアイドルグループ「ＮＭＢ４８」の川上千尋（かわかみちひろ）さん、平山真衣（ひらやままい）さん、
岡本怜奈（おかもとれな）さんの３名が「甲子園グルメ大使」に就任いたしました！
詳細は、次のページのとおりです。
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【外野エリア リニューアル MAP】

【新グッズショップ】

【EAT・Co（イートコ）
】

4 ページ参照

5 ページ参照

【ストライク軒 NOODLE STUDIO】

【docomo LOUNGE KOSHIEN】

【ストライク軒】

6～7 ページ参照

3 ページ参照

2

【外野レフト 1 階：ストライク軒の詳細】

【場内店舗】

【球場外周店舗】

外野レフト 1 階エリアに、大阪 天満に本店を構え、各種フードイベントでも高い評価を集めている「スト
ライク軒」が新たにオープンいたします。同店は、試合開催日に球場内で営業を行うほか、阪神甲子園球場
の大規模リニューアル以降では初となる、球場外周からも入店できる飲食店となり、試合開催日はもちろん、
シーズンオフを含めた催し物がない日でも営業を行い、球場グルメを毎日楽しめるようになります。
（１） オープン日
・ストライク軒（場内店舗・入場券必須）
：4 月 5 日（火）
・ストライク軒 NOODLE STUDIO（球場外周店舗・入場券不要）：4 月 5 日（火）
（２） 営業時間
・ストライク軒（場内店舗・入場券必須）→ 開門～試合終了まで（試合開催日のみ営業）
・ストライク軒 NOODLE STUDIO（球場外周店舗・入場券不要）→ 11：00～21：30 まで（月曜定休）
※2022 年 4 月 5 日（火）～2022 年 5 月 5 日（木・祝）は、11：00～15：00 の営業となります。
（３）商品内容
・ストライク軒では、野球をコンセプトにした商品名で各種ラーメンをご用意しております。
※4 月 5 日（火）～4 月 10 日（日）は、プレオープン期間とし、球場外周店舗についても場内店舗メニ
ューのみの販売となります。
ストレート (醤油ラーメン)

カーブ(タンメン)

ドロップ(油そば)

９００円

１,０００円

９００円

ストライク軒の看板メニュー「ストレート」を阪
神甲子園球場限定メニューとしてアレンジ！
昔、兵庫県但馬地方で盛んだった、昭和の
屋台の味を再現しています。もやしと焼豚が
シンクロする昔懐かしい中華そばを是非ご賞
味ください。

野菜たっぷりのクリアな鶏ガラスープに魚介
出汁のスッキリしたタンメン。野菜もたっぷり
取れるので、健康志向な方にもピッタリな一
品！チャーシュー＆味玉の〝六甲おろし〟
トッピングがおすすめです！

ストライク軒秘伝の醤油ダレをベースに、自
家製の香味油を使用したやみつきな味わい
の油そばを阪神甲子園球場限定で新開
発！タレと絡めながら食べる油そばは、試合
観戦にもピッタリです！

球場外周店舗限定メ ニュ ー
4月12日（火）～の提供となります

球場外周店舗限定メ ニュ ー
4月12日（火）～の提供となります
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場内店舗限定メ ニュ ー
4月5日～4月10日は、球場外周店舗でも提供

【外野センター２階：ウォークイン型グッズショップの詳細】

【新グッズショップ】

【キャンペーンノベルティ】

遊具施設（ストラックアウト/ヨーヨー釣り等）や監督・選手コラボメニューが楽しめた「CoCo PARK」に
代わり、大型のウォークイン型グッズショップを新設いたしました。「アミューズメント」をテーマにした同
店では、限定ガチャガチャ等を楽しむことができ、試合中のちょっとしたお時間でも快適にお買物を楽しむ
ことができます！
また 4 月 5 日（火）から、同店を含むタイガースグッズショップにおいて 3,000 円以上（税込）ご購入い
ただいたお客様に、もれなく「タイガースオリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼント！矢野監督をは
じめとした、計 21 種類の豊富なデザインをご用意しています。
（１） オープン日
3 月 18 日（金）
※高校野球大会期間は、大会グッズ等を取り扱う「お土産・記念品グッズ」店舗として営業するため、
限定ガチャガチャ等は実施いたしません。
（２） 営業時間
開門～試合終了まで（試合開催日のみ営業）
（３）キャンペーンについて
①実施期間：4 月 5 日（火）～プロ野球 2022 年シーズン終了まで
※キーホルダーの予定数が無くなり次第終了となります。
※高校野球大会期間はキャンペーン対象外となります。
②実施内容：下記の対象店舗で、3,000 円以上（税込）ご購入いただいた方に、
もれなく「タイガースオリジナルアクリルキーホルダー」を１つプレゼント
※キーホルダーの種類はお選びいただけません。
③対象店舗：阪神甲子園球場内グッズ店舗/ワゴン及び、球場外周タイガースグッズショップ 4 店舗
甲子園駅前タイガースショップアルプス及び、ファンショップダグアウト
※タイガーススピードくじは、キャンペーン対象外となります。
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【外野ライト２階：EAT・Co（イートコ）の詳細】

【入口】

【売店通路】

【監督・選手コラボグルメ 2022】

阪神甲子園球場に隣接する新規商業施設「甲子園プラス」へ甲子園歴史館の一部機能を移転させたことに
伴い、外野ライト 2 階の旧歴史館展示エリアを新たに「EAT・Co（イートコ）」と称して、飲食エリアに大幅
リニューアル！同エリア売店では、新メニューの「サトテルのＷチキン輝（テリ）ヤキ丼」をはじめとした、
全ての監督・選手コラボメニューがお楽しみいただけます（高校野球大会期間中は、
「甲子園カレー」や「甲
子園やきそば」を販売いたします。
）
。
（１）オープン日
・4 月 5 日（火）
（２）営業時間
・開門～試合終了まで（試合開催日のみ営業）
（３）商品内容（一部）
【N EW！】 サトテルの
Wチキン輝（テリ）ヤキ丼

【N EW！】 伊藤将司の
とろ～りチーズ担々麺

【ついで買いにピッタリ！】

【大人気！】 パティシエ坂本の

岩崎の鶏ハラミ&せせりミックス

キャラメルチョコクレープ

１,０００円

チー ズ あり：９５０円 チー ズ なし：８５０円

５５０円

６５０円

「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、温玉やマヨネーズで味
の変化を楽しめるボリューム満点の丼で
す！

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。
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岩崎選手好物の鶏肉を、一度に複数の部位
スイーツ作りが得意の坂本選手がクレープで
を味わえるように「ハラミ」と「せせり」をミック
参戦！試作を積み重ねたパティシエ坂本の
ス！岩崎選手の地元静岡県をイメージした
渾身の一品を是非ご賞味ください！
茎わさびがこだわりのポイントです！

【外野ライト２階：docomo LOUNGE KOSHIEN の詳細】

大型プロジェクターによる試合映像とともに、広々とした空間でのフリードリンク（アルコール飲料を含
む）や選手コラボメニュー、ラウンジ限定メニューなどが楽しめる「docomo LOUNGE KOSHIEN」を外野ライト
2 階エリアに新規オープンいたします。当施設は、「docomo LOUNGE KOSHIEN」の利用権とライト外野指定席
の入場券がセットになったチケットをご購入いただくことによりご利用いただけます（定員 120 名）
。
（１）オープン日
・4 月 5 日(火)
（２）営業時間
・開門～試合終了まで（試合開催日のみ営業）
※「docomo LOUNGE KOSHIEN」内でのフード・ドリンクのご注文は、7 回裏終了までとなります。
（３）チケット特典内容

①「docomo LOUNGE KOSHIEN」の利用権
②・選手コラボメニュー（一部商品除く）

いずれか１品と引換え

・
「docomo LOUNGE KOSHIEN」オリジナルプレート

③「docomo LOUNGE KOSHIEN」内フリードリンク（アルコール飲料含む。）
選手コラボメニュー
ラウンジ内では、以下の4品と引換え可能です。
・梅野の博多屋台風豚骨ラーメン
・近本のさっぱり牛カルビ丼
・サトテルのWチキン輝（テリ）ヤキ丼
・秋山の旨辛唐揚げ丼～ヤンニョムチキン風～

「docomo LOUNGE KOSHIEN」
オリジナルプレート
幅広い層にお楽しみいただけるよう、メインに
はトマトパスタをご用意しました！お酒のお
供にピッタリな前菜付き！大満足間違いなし
のオリジナルプレートです！

※その他のメニューについては、「EAT・Co」で引き換え可能です。

※メインは季節により変更となります
※前菜は日替わりとなります
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「docomo LOUNGE KOSHIEN」
追加メニュー 一例(有料）

飲み放題
（アルコール飲料含む）

アサヒスーパードライをはじめ、チューハイ、
ローストビーフや5種盛ウインナーなど、お酒
ハイボール、カクテル、焼酎、ワインを取り揃
との相性が抜群なおつまみに加え、サラダ
えいます！また、キリンのクラフトビール「タッ
やデザートなどの女性に人気のメニューもご
プマルシェ」もお楽しみいただけます！（画像
用意しております！
はイメージです）

※アルコール飲料は飲み放題に含まれます

※スパークリングワインは対象外となります

（４）チケット発売方法
・各試合日の開門予定時刻２時間前まで、チケットぴあ（インターネット）で発売。
※各試合予定枚数終了で発売は終了いたします。
※チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tigers-lounge/（事前に会員登録必要）
※企画チケットの詳細は阪神タイガース公式サイト（注意事項をご確認の上お買い求めください）
（https://hanshintigers.jp/news/topics/info_7868.html）をご確認ください。

【「甲子園グルメ大使」に今シーズンもＮＭＢ４８が就任！】

【平山真衣】

【川上千尋】

【岡本怜奈】

2022 シーズンの阪神甲子園球場内のグルメ・グッズを紹介する「甲子園グルメ大使」として、大阪・難波
を拠点とするアイドルグループ「ＮＭＢ４８」の川上千尋（かわかみちひろ）さん、平山真衣（ひらやまま
い）さん、岡本怜奈（おかもとれな）さんの 3 名が就任しました！ＮＭＢ４８は今年で就任 4 年目となり、
今シーズンも球場内を盛り上げていただきます！彼女達が出演する PR 動画は、3 月下旬頃に公開予定です。

※本紙掲載の写真は全てイメージです。
提供するサービス内容も含め、内容を予告なく変更する場合があります。

＜資料配布先＞ 青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、各社阪神支局、各社運動部、スポーツ紙各社

本件に関するお問合せは
阪神甲子園球場 飲食･物販事務所 担当：實野

TEL：0798－46－5047(定休日：月曜)
（携帯：090-3924-4307）

までお願いいたします。

以
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上

