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オープニングセレモニー

11：30 13：00 13：15 13：20 13：30 14：20
ステージ（ビジョン）／
アトラクション

賞品
引き渡し
場所

選手が売店応援販売!!

ステージ（ビジョ
ン）

★シャオロンベースボール
エアーでふわふわ浮く魔球を打って、
ホームランを狙え！

★パオロンラッキーボール
ボールを投げる簡単なゲーム。小さなお子様も遊べます！

ステージ・
 ビジョンに
   注目!!

協力

中日ドラゴンズ  ナゴヤド一ム  中日新聞社中日ドラゴンズ  ナゴヤド一ム  中日新聞社中日ドラゴンズ  ナゴヤド一ム  中日新聞社

中日ドラゴンズ公式ファンクラブ中日ドラゴンズ公式ファンクラブ中日ドラゴンズ公式ファンクラブ

主催
中日ドラゴンズ監督  コ一チ  選手  シャオロン  パオロン　ドアラ  チアドラゴンズ  ベースボールメイツほか
※都合により、出演者および内容は予告なく変更する場合があります
中日ドラゴンズ監督  コ一チ  選手  シャオロン  パオロン　ドアラ  チアドラゴンズ  ベースボールメイツほか
※都合により、出演者および内容は予告なく変更する場合があります
中日ドラゴンズ監督  コ一チ  選手  シャオロン  パオロン　ドアラ  チアドラゴンズ  ベースボールメイツほか
※都合により、出演者および内容は予告なく変更する場合があります

出演

ショータイム 大垣共立銀行
表彰式

大抽選会 紅白戦【3回終了】 クロージング
セレモニー

22 33 44 55 66 77

1.選手入場　2.森野選手会長あいさつ
3.燃えよドラゴンズダンスタイム
（チアドラゴンズ・シャオロン・パオロン・
ドアラ・チアドラキッズパフォーマンス）

ドリームスターズパーティー
チアドラゴンズ・シャオロン・パオロン・
ドアラによるダンスショー。

（約15分）

nobodyknows+ with
チアドラゴンズ・シャオロン・
パオロン・ドアラによるショー スーパー打率定期預金2010

「ドラゴンズ首位打者賞」

ファン感謝デーオリジナル
ドラゴンズグッズなどをプレゼント!!

ドラゴンズの選手がホームユニホーム・
ビジターユニホームにわかれて、
普段とは別のポジションで真剣勝負!!

ステージ＆ビジョンでは選手たちの
生の声や感動の名シーンが楽しめる！

【始球式】 
投手：板東 英二 VS 打者：ドアラ

アトラクション参加証を持っている方はグラウンド内で
選手と触れ合えるよ♪  詳しくは下記をご覧ください。

Don't
miss
it!!

ドリンク＆フードを買ってレシートに「当たり」がでたら

ドラゴンズグッズをプレゼント!!
対象ショップ 2Fまたは5Fのいずれかの売店で

選手たちが店員になりきって
ドリンク＆フードを販売☆

選手にサインを求めることはご遠慮ください。

ステージ（ビジョン）／アトラクション時間内

な ん と ！

グラウンドで発表する番号と
入場券の番号が一致したら当選！ 
当選した方はイベント終了後、
1ゲート前の賞品引渡し所へ来てね♪

11：00

10：25

11

★2010年ダイジェスト放映
★選手から応援ありがとうメッセージ放映
★選手トークショー

入場
券の番

号に注目!!
入場
券の番

号に注目!!
入場
券の番

号に注目!!

キッズルーム 無料
対象：中学生未満（

小学６年生まで） 9：00～14：00

付き添いの方
もうれしい♥

場内の様子を
ご観覧いただけるように
大型モニターを設置！

★ドアラストラックアウト
球を上手にコントロールして、
ボードをたくさん抜こう！

山本 昌 選手 小田 幸平 選手 堂上 剛裕 選手 堂上 直倫 選手 高橋 聡文 選手 浅尾 拓也 選手 岩瀬 仁紀 選手

英智 選手 大島 洋平 選手谷繁 元信 選手 和田 一浩 選手 荒木 雅博 選手 森野 将彦 選手

ふわふわ積み木コーナー
触ると「くにゃっ」とするふわふわ積み木で遊べるよ！

無料
小学生未満（未就学児）対象小さなお子様も楽しい★小さなお子様も楽しい★小さなお子様も楽しい★小さなお子様も楽しい★

3F／ドラゴンズ
ミュージアム

3F／
キッズルーム
〈フレックスルーム〉

ステージ

身体能力測定 ドッジボール

記念撮影握 手 会

ピッチャー体験

ベースランニング

外野席外野席

内野席内野席

大縄跳びキャッチボール

アトラクションアトラクション
参加証を

お持ちの方のみ
参加できます

11：30～12：45の時間内に何度でも
アトラクションに参加できます。
たくさんのアトラクションを楽しんでね！

ドラゴンズオリジナル

★携帯デコアートコーナー
ドラゴンズ愛がアピれる
オリジナルデコ電をつくってもらえるよ♪

有料

ドラゴンズオリジナル

★ジェルネイルコーナー
超キュートなドラゴンズキャラクターの
ネイルアートが楽しめます♥

有料

無料
★セ・リーグ優勝トロフィー＆
　クライマックス優勝パネルを展示

ドラゴンズが勝ち取った栄光と感動が、今ここに蘇る！

ユニホームを着た似顔絵や、ドアラを描いてもらえるよ♥

★ 似顔絵コーナー
有料 ユニホーム姿で

描いてもらえる♥

超キュートな
ドアラネイル！

〈 司 会 〉
出 演 者

〈スペシャルゲスト〉

東海ラジオ放送アナウンサー
村上 和宏

板東 英二

CBCアナウンサー
青木 まな

nobodyknows+

選手とタイミングを合わせて大縄跳びに挑戦！
★大縄跳び

★ベースランニング
ドームのマウンドからプロ気分でピッチング！
★ピッチャー体験

中京大学・湯浅教授があなたの
身体能力を測定！

★身体能力測定
【中京大学スポーツ科学部協力】

選手と一緒に記念撮影ができるよ☆
★記念撮影

かっこいいドラ戦士たちと握手しよう！
★握手会

プロが投げる球をうまくキャッチできるかな？ 
★キャッチボール

当てるか当てられるか… 選手と一緒に真剣勝負！
★ドッジボール 湯浅 景元教授

中京大学 体育学部長

最新の技術を駆使したプロも使
用

するマシーンで、動体視力・動体
バ

ランス・バットスイングのヘッド
ス

ピード・重心位置を測定します
！

11：30～ 11：45～ 12：00～

12：15～ 12：30～ 12：45～

※放映時間・内容・選手は当日変更の可能性があります。

売店でもう
れしいイベント満載!売店でもう
れしいイベント満載!売店でもう
れしいイベント満載!売店でもう
れしいイベント満載!

選手トークショー スケジュール

ドラゴンズ
ミュージアムでは表紙に使われた
クレイアートも展示されています。見に来てね！

ドラゴンズミ
ュージアム

9：00～14：00

どこにいるかさがしてね！

2Fコンコース

Decorated by
美 LIFE SUPPORT

Decorated by
美 LIFE SUPPORT

Decorated by
美 LIFE SUPPORT

作：フジイカ
クホ

ホームランを打った気分でダイヤモンドを1周しよう！

1.選手整列　2.選手代表あいさつ


