




オンラインショップはおトクがいっぱい!
送料無料でご利用可能！

5%割引

10,000円（税別）
以上ご購入の場合
送料無料

5,000円（税別）
以上ご購入の場合
送料無料

送料無料

10%割引
ファンクラブ会員様・シーズン
シートオーナー様向け特別料金一部通販限定商品のみ

シーズンシート
オーナー様無料会員様 ファンクラブ会員様

（無料会員を除く）

シーズンシート
オーナー様

ファンクラブ会員様
（無料会員を除く）

スマホでかんたんアクセス！

ドラゴンズグッズのお買い物は
公式オンラインショップで！
ドラゴンズグッズのお買い物はドラゴンズグッズのお買い物はドラゴンズグッズのお買い物は
公式オンラインショップで！公式オンラインショップで！公式オンラインショップで！
最新情報&限定商品も
最速チェック！
新商品が続々入荷中！
グッズの最新情報やオンラインショップだけ
の限定商品もいち早くチェックできます。
24時間いつでもお買い物を楽しもう！
85周年記念グッズにも注目！

一定金額以上のご購入で送料
が無料になります。シーズン
シートオーナー様はご購入金額
に関わらず送料無料！

オンラインショップの一部商品が最大10％割引に！ お得に買い物を
お楽しみいただけます。

発行元：㈱中日ドラゴンズ

https://dragonsshop.info ドラゴンズオンラインショップ で検索！

※グッズカタログに掲載している商品は、一部オンラインショップで販売していない場合があります。

カタログに
載っていない
商品も多数
掲載!
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それを一色のみで表現。シンプルに表現することで
「DRAGONS」「ブルー」以外の要素を排し、
より“ドラゴンズ感”を強調しています。

ドラゴンズブルー こそ
プライドの源泉
プロモデルユニホーム（ビジター）

 “

 “

サイズ 選手名 MI

プロモデルユニホーム
（ビジター）
各￥35,200（税込）
サイズ：S・M・L・O・XO・２XO
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）
※ビジター遠征時に選手が着用している
ビジター用プロモデル。ＮＰＢワッペン付き。
ミズノプロマーク入り。

サイズ：S・M・L・O・XO・２XO
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）
※ビジター遠征時に選手が着用している
ビジター用プロモデル。ＮＰＢワッペン付き。
ミズノプロマーク入り。

FRONT

BACK

プロモデルユニホーム
本人サイズ（ビジター）
各￥46,200（税込）

選手名 MI

選手名：全選手対応
（P45の一覧表を参照） お届け

約60日

受注発注 全てのプロモデルユニホーム・
帽子にはNPBワッペンが付き、
ミズノプロマークが入ります。
受注発注のため、お届けには
約60日かかります。

〈ユニホーム内側〉〈ユニホームBACK〉

プロ着用モデル完全受注生産

PRO MODELPRO MODEL

サイズ 選手名 MI

プロモデルユニホーム（ホーム）
各￥35,200（税込）
サイズ：S・M・L・O・XO・２XO
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）
※ホーム開催時に選手が着用しているホーム用プロモデル。
NPBワッペン付き。ミズノプロマーク入り。

FRONT

BACK

プロモデルユニホーム
本人サイズ（ホーム）
各￥46,200（税込）

選手名 MI

選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）

常に日本一を狙う球団に相応しい強さ、
日本プロ野球界の名門に相応しい誇りを
表現しました。

歴史、伝統による 誇り
プロモデルユニホーム（ホーム）

 “

 “
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https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799738.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799790.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799806.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799868.html
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プロ着用モデル完全受注生産

PRO MODELPRO MODEL

FRONT

BACK
アガル↑昇竜。

プロ仕様のヘルメットで
気分はチームの一員。

BACK
ホーム

BACK
ビジター

左打者

右打者

サイズ 選手名 種類 MI

オーダーレプリカ
ユニホーム
各￥10,450（税込）
サイズ：S・M・L・O
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）
種類：ホーム・ビジター
※選手着用のプロモデルを忠実に再現したレプリカモデ
ル。着心地やロゴ、背ネーム＆背番号の刺繍クオリティに
も自信あり。背ネーム＆ナンバーはオーダーで全選手リス
トから選択可能。
※京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・
大島・福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・髙橋（宏）・
大野（雄）・大野（奨）・祖父江・鈴木・笠原・藤嶋・福田・
堂上・ビシエド・与田監督・ドアラは￥7,700（税込）の
ミズノ社製レプリカユニホームで販売しています。

お届け

約45日

受注発注

FRONT
ホーム

FRONT
ビジター

サイズ 選手名 MI

プロモデルユニホーム（昇竜）
各￥38,500（税込）
サイズ：S・M・L・O・XO・２XO
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）
※昇竜2021ゲーム時に選手が着用しているプロモデル。
ＮＰＢワッペン付き。ミズノプロマーク入り。

プロモデルユニホーム
本人サイズ（昇竜）
各￥49,500（税込）

選手名 MI

選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）

お届け

約60日

受注発注

プロモデルヘルメット（左打者・右打者）
各￥19,800（税込）
サイズ：S（約55～56㎝）・M（約56～57㎝）・L（約57～59㎝）・O（約59～60㎝）・XO（約61～62㎝）
選手名：全選手対応（P45の一覧表を参照）　種類：左打者用・右打者用
素材：ABS樹脂（選手と同じ仕様になります。）

サイズ 選手名 種類 MI

お届け

約60日

受注発注 全てのプロモデルユニホーム・
帽子にはNPBワッペンが付き、
ミズノプロマークが入ります。
受注発注のため、お届けには
約60日かかります。

〈ユニホーム内側〉〈ユニホームBACK〉
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https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799875.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234799936.html
https://dragonsshop.info/item_list.html?request=siborikomi_search&sort_order=1&item_list_mode=&SEARCH_MAX_ROW_LIST=50&keyword=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88&minPrice=&maxPrice=
https://dragonsshop.info/item_list.html?request=siborikomi_search&sort_order=1&item_list_mode=&SEARCH_MAX_ROW_LIST=50&keyword=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AB&minPrice=&maxPrice=
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プロ着用モデル完全受注生産

PRO MODELPRO MODEL
練習やベンチ内で選手や監督が着用しているプロモデル。

MI

NPB
オーセンティック
ボール ケース付き
￥3,158（税込）
アクリルケースサイズ：約8×8×8㎝

MI

NPB
オーセンティック
ボール
￥2,648（税込）

サイズ MI

プロモデル 帽子（ホーム）
各￥13,750（税込）
サイズ：55・56・57・58・59・60・61・62㎝
※ホーム開催時に選手が着用しているホーム用プロモデル。
スポンサーワッペン付き。NPBワッペン付き。ミズノプロ
マーク入り。

サイズ MI

プロモデル 帽子（ビジター）
各￥11,550（税込）
サイズ：55・56・57・58・59・60・61・62㎝
※ビジター遠征時に選手が着用している
　ビジタープロモデル。NPBワッペン付き。
　ミズノプロマーク入り。

サイズ MI

プロモデルグラウンドコート
各￥44,000（税込）
サイズ：M・L・O・XO・2XO
素材：ポリエステル100％

お届け

約60日

受注発注

サイズ MI

プロモデルフリース
各￥22,000（税込）
サイズ：M・L・O・XO・2XO
素材：ポリエステル100％

お届け

約60日

受注発注

サイズ MI

プロモデル
ハーフZIPジャケット
各￥22,000（税込）
サイズ：M・L・O・XO・2XO
素材：ポリエステル100％

お届け

約60日

受注発注

ホームの帽子には「グーネット」
スポンサーワッペンが入ります。
プロトコーポレーションは中日
ドラゴンズのオフィシャル・パー
トナーです。 〈帽子BACK〉 〈帽子内側〉

お届け

約60日

受注発注 全てのプロモデルユニホーム・
帽子にはNPBワッペンが付き、
ミズノプロマークが入ります。
受注発注のため、お届けには
約60日かかります。
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https://dragonsshop.info/category/CT003_001/000000005176.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/000000005174.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234764897.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/000000005173.html
https://dragonsshop.info/category/CT003_001/4550234764941.html
https://dragonsshop.info/item/000000005291.html
https://dragonsshop.info/item/000000005290.html


応援グッズ応援グッズ
ONLINE SHOP
https://dragonsshop.info

おうちでも
応援しよう！
CHEERING GOODS

応援グッ
ズ

こ
れ
が

な
く
ち
ゃ
、

わ
た
し
の
応
援
は

始
ま
ら
な
い
！！

キ
ズ
ナ

ハ
ン
パ
な
い
！！

お
う
ち
で

家
族
応
援
！！

ワクワク

グ
ッ
ズ
に

囲
ま
れ
た
部
屋
で

お
う
ち
応
援
が

最
高
の
時
間
☆

鉄板
応援グッズ！

家族でド
ラ狂

おうち応
援！！

おうちで

まったり
応援！！

おうちで
も

全力応援
！！

ピンク

ピンク ブルー

青

ホーム

ビジター

￥509（税込） CG
●サイズ／約46×20㎝×2本

スティックバルーン
ドアラの手01

各￥2,037（税込） IK
●サイズ／約20×19㎝（本体）
●種類／ホーム・ビジター

ユニホーム型
もふもふチケット
ホルダー02 種類

￥764（税込） IK
●サイズ／：約40㎝

カンフーバット
チェック柄03

カラー

各￥995（税込）IK
●カラー／青・ピンク

ドアラの耳04

各￥815（税込） IK
●サイズ／約9×8㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・平田・根尾・大島・
福留・小笠原・又吉・梅津・髙橋（宏）・大野（雄）・堂上・ビシエド
●カラー／青・白・ピンク

リストバンド05 選手名

カラー

各￥754（税込） CG
●サイズ／約20×10㎝
●カラー／ブルー・ピンク

応援ハンド06 カラー

1009

https://dragonsshop.info/item/000000005277.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_002/000000003379.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_001/013006000035.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_003/000000003222.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_002/000000005280.html


応
援
に
必
須
の

神
ア
イ
テ
ム
！

￥990（税込） IK
●サイズ／約8×11ｃｍ

13 リストバンド
ドアラ

応援グッズ応援グッズ

各￥1,223（税込） MI
●サイズ／約34×83㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・
大島・福留・小笠原・田島・谷元・又吉・柳・梅津・髙橋（宏）・岡田・
大野（雄）・遠藤・福谷・佐藤・大野（奨）・山井・祖父江・福・木下（拓）・
鈴木・笠原・加藤・藤嶋・福田・堂上・ビシエド・与田監督・
R.マルティネス・ドアラ
●素材／綿100%
※シーズン途中に展開選手が増える
可能性があります。

12 選手プリントフェイスタオル
選手名

12
選手名

12

ブルー 青

白

ピンク
ピンク

京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・
橋（宏）・岡田・

大野（雄）・遠藤・福谷・佐藤・大野（奨）・山井・祖父江・福・木下（拓）・

ONLINE SHOP
https://dragonsshop.info

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80㎝ ●素材／綿100％

07 85周年
フェイスタオル

￥1,650（税込） CG
●サイズ／約20×110㎝　●素材／綿100%

09 マフラータオル
決めてくれ

各￥2,200（税込） IK
●サイズ／約20×115㎝
●カラー／ブルー・ピンク　●素材／綿100％

08 85周年
マフラータオル

カラー

￥764（税込） IK
●サイズ／約40㎝×2本

10 カンフーバット
ホーム＆ビジター10 カンフーバット
ホーム＆ビジター

￥800（税込） IK
●サイズ／約30㎝×2本
●素材／ポリエチレン

11 ピンクミニ
カンフーバット

正統派なら
コレ！

ドラガール予備軍の

キッズにおすすめ！

CHEERING
GOODS
応援グッズ

CHEERING
GOODS
応援グッズ

今年は
ドラゴンズ
気合い入れてくぞ～～

ここ一番！
と

いうときに
はコレ！

コロナ感染対策も

忘れずにね！
こんな巾着に
入れて持ち歩けば
さらにGOODです。

￥1,100（税込） CG
●サイズ／直径約11㎝

15ドアラのしっぽ

パンツのル
ープに

取り付けて
ね！

85周年
！

85周年
ロゴマークつき★

各￥770（税込） IK
●サイズ／約9×8ｃｍ
●カラー／青・白・ピンク

14 リストバンド
ロゴ カラー

各￥1,500（税込） IK
●サイズ／M・L
●素材／ポリエステル・ポリウレタン

16ドアラまみれマウスカバー
サイズ

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約10×6㎝　●素材／ポリプロピレン

17 ドアラのウエット
ティッシュふた

0131700000-00

【ご注意】
・商品内容は、入れるものはほぼこれでいこうと思います。
　画像は継続商品または変更になるものもあります。
・商品スペックはアタリです。
・ドアラ画像は今年版に変更になります。

1211

https://dragonsshop.info/category/CT012_003/4582501026308.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_004/4582501026322.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_002/000000005251.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_002/4582500745842.html
https://dragonsshop.info/item/000000004417.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_003/002006000045.html
https://dragonsshop.info/category/CT006_003/000000003338.html
https://dragonsshop.info/item/000000005518.html
https://dragonsshop.info/item/4582500925701.html
https://dragonsshop.info/item/4582500961389.html


￥876（税込） CG
●サイズ／約33㎝

24 ツインメガホン
カラードアラ

￥1,980（税込） HT
●サイズ／約38×11０㎝
●素材／日本製（今治産）綿100%

27 スポーツタオル

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80cm
●素材／ポリエステル
（タオル生地と異なります。）

30どらほー！フェイスタオル

各￥1,980（税込） HT
●サイズ／約20×110㎝
（仕上がりサイズ）
●カラー／ブルー・ピンク
●素材／日本製（今治産）綿100%

26 ボタン付き
マフラータオル

カラー

￥2,445（税込） HT
●サイズ／約21×150㎝（仕上がりサイズ）
●素材／日本製（今治産）綿100%

29 ポケット付
マフラータオル ドアラ

各￥1,833（税込） HT
●サイズ／約21×150㎝
●カラー／ブルー・ピンク
●素材／日本製（今治産）綿100％

25 ロングマフラー
タオル

カラー

女子映え!!
ピンク

ピンク

ブルー

ブルー

ピンク

ピンク

ブルー

ブルー

どらほー！

ONLINE SHOP
https://dragonsshop.info

￥2,200（税込） MI
●サイズ／頭部本体（安全ピン部含まず）
約14×5×10㎝　尻部本体（安全ピン部
含まず）約9×7×5㎝
●素材／ポリエステル・プラスティック・
アルミニウム

28ドラゴンズ
立体ぬいぐるみワッペン

￥1,527（税込） HT
●サイズ／約33×105㎝
●素材／日本製（今治産）綿100%

23 ロングフェイス
タオル

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約34×84㎝　●素材／綿100％

20 フェイスタオル
プライマリーマーク

￥1,650（税込） CG
●サイズ／約18.5×10.3㎝

22 チケット
ホルダー

￥800（税込） CG
●サイズ／約44×1.5㎝

21ネックストラップ

各￥1,100（税込） IK
●サイズ／約34×84㎝
●選手名／全選手対応
（支配下選手・育成選手・キャラクター）
●カラー／ブルー・ピンク

19 選手名タオル カラー

選手名

各￥2,200（税込） IK
●サイズ／約20×110cm
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・阿部・平田・
根尾・大島・小笠原・柳・大野（雄）・藤嶋・福田・ドアラ
●カラー／ブルー・ピンク

18 マフラータオル カラー

選手名

球場行くなら

やっぱこれでしょ！

両側のポケットに
手が入る！

応援グッズ応援グッズ

0131700000-00

【ご注意】
・商品内容は、入れるものはほぼこれでいこうと思います。
　画像は継続商品または変更になるものもあります。
・商品スペックはアタリです。
・ドアラ画像は今年版に変更になります。
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https://dragonsshop.info/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=%E9%81%B8%E6%89%8B%E5%90%8D%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/000000004528.html
https://dragonsshop.info/category/CT015_001/4573151009315.html
https://dragonsshop.info/item/4573151009322.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/000000005308.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/4582500749611.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/000000005302.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/4538980125841.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_001/4538980125865.html
https://dragonsshop.info/item/000000005332.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_004/000000003875.html
https://dragonsshop.info/category/CT012_003/4582500924995.html
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～85th History of Dragons～～～

1936年1月15日
大日本野球連盟名古屋協会（名古屋軍）創設

1945年11月23日
終戦の3か月後、日本野
球連盟再建の第一歩とし
て11月23日にプロ野球
東西対抗試合が神宮球
場で開催

1944年11月13日
日本野球報国会が試合
の一時中止を表明

1946年
プロ野球が8球団により
再開、チーム名が産業軍
から中部日本へ改称

チーム名
「中日ドラゴンズ」
が誕生！

第二次世界大戦の
影響で野球が一時
中止に・・・

ナゴヤ球場の前身
中日スタヂアムが
完成！

1947年
中部日本新聞社、杉山虎
之助社長の干支が辰年
ということからチーム名
がドラゴンズに決定
中日ドラゴンズへ改称

1948年
中日スタヂアム（中日球場）
完成

1953年6月25日
照明設備が完成し6月
25日の広島戦で中日球
場初ナイターが行われる

1954年10月19日
セントラル・リーグ初優勝

1954年11月7日
日本シリーズ第7戦、西
鉄ライオンズを1-0で破
り、4勝3敗で日本一に

1950年
プロ野球が2リーグに分
立、セントラル・リーグが
巨人、阪神、中日、松竹、
広島、西日本、大洋、国鉄
の8球団、パシフィック・
リーグが阪急、南海、東
急、大映、西鉄、毎日、近
鉄の7球団

1955年
公式戦通算1000勝

1958年
西沢道夫と服部受弘が引
退、西沢の背番号「15」と
服部の背番号「10」が永
久欠番に

日本シリーズ
初の日本一！

セ・リーグで
初優勝！

2010~

1960~
1970~

2020~

1963年
公式戦通算1500勝

1960年
セ・パ2リーグに分裂し
て以来、初のBクラスに

1965年11月17日
プロ野球初の新人選択
会 議（ド ラ フト ）が
開催、豊永隆盛（八代一
高）を1位指名

1969年
中日のチームカラーを公募しブルーグ
レーに決定、帽子に角文字のCDがつく

…

1974年
2位巨人とのゲーム差は
1厘差、V9を阻止し20年
ぶりのリーグ優勝

1976年
中日球場が改装され名称
もナゴヤ球場へ

中日－阪神12回戦。
デービスは2打席連
続ホームランを放ち、
100勝目を挙げた星
野仙一投手と握手
(7月8日、ナゴヤ球場)

“来季は今年以上にガンバ
ロウ”とベストナインに選ば
れた谷沢健一(左)と固い握手
をかわす新人王の田尾安志
(11月3日、ナゴヤ球場)

広島－中日2回戦。
高橋里志投手から通
算2000本目の安打
を放つ高木守道
(4月5日、広島市民球場)

中日－広島26回戦。
5回裏一死一塁で右翼
へ、球団新の5試合連続
の同点35号を放った大
島康徳(右)は高木守道
に迎えられてニッコリ
(10月17日、ナゴヤ球場)

セ・リーグで
20年ぶりの
2度目の優勝！
20年ぶりの
2度目の優勝！

中日－巨人24回戦。江川卓KO後の10回
裏、角三男からサヨナラヒットを放った大
島康徳に駆け寄り、手荒な祝福を浴びせる
ドラゴンズナイン(9月28日、ナゴヤ球場)

1982年10月18日
8年ぶり3度目のリーグ優勝

1986年
大島康徳が中日では初となる
300本塁打を達成
ロッテ・落合博満と牛島和彦、
桑田茂、平沼定晴、上川誠二4
選手との4－1トレードを発表

1988年
オールスターゲームのファン投票で立
浪和義がセ・リーグ初となる高卒ルー
キートップ選出にトップ当選
星野仙一監督就任2年目で6年ぶり4度
目のリーグ優勝を決める

大洋との最終戦で
優勝の瞬間、中尾
と抱き合う小松
(中)右は正岡
(10月18日、横浜球場)

1982年
セントラル・リーグ
優勝トロフィー
(レプリカ)

セ
・
リ
ー
グ
で

6
年
ぶ
り
の
4
度
目
の
優
勝
！

セ・リーグで
8年ぶりの3度目の優勝！

1990年
落合博満が本塁打王、打点王のタイト
ルを獲得、史上初の両リーグ2冠を達成
与田剛が35セーブポイントを挙げ最
優秀救援投手、そして新人王に選ばれる

1992年
高木守道が監督に就任、元監督
の坪内道典が野球殿堂入り

1993年
今中慎二、山本昌広が17勝を挙
げそろって最多勝に

1994年9月21日
阪神戦で郭源治が100勝
100セーブを達成

1998年5月22日
星野監督がドラゴンズでは
初となる監督就任500勝を
達成

1999年9月26日
山崎武司が9回裏1死一、二
塁、レフトスタンドへ逆転サ
ヨナラ3ラン

1999年9月30日
11年ぶり5度目のリーグ優勝

1997年
チアドラゴンズが結成 セ・リーグで11年ぶりの

5度目の優勝！

53年ぶりの
日本一を達成！

5度目の優勝！

2000年7月24日
シドニー五輪の日本代表に
鈴木郁洋が選出

2001年12月24日
FA宣言をしていた谷繁元信
の入団を発表

2002年4月14日
球団通算4000勝

2002年8月1日
川上憲伸がノーヒット
ノーラン達成

2003年7月5日
立浪和義が2000安打を達成

2004年
落合博満が監督に就任

2004年10月1日
5年ぶり6度目のリーグ優勝

2006年9月16日
山本昌が史上最年長でのノーヒット
ノーランを達成

2006年10月10日
セ・リーグ5球団すべてに勝ち越し、
2年ぶり7度目のリーグ優勝

2007年
53年ぶり2度目の日本一を達成

セ・リーグで
2年ぶりの
7度目の優勝！

セ・リーグで
5年ぶりの
6度目の優勝！

2010年6月16日
岩瀬仁紀が250セーブを達成

2011年
球団史上初の2年連続セ・リーグ優勝を達成

2013年5月6日
谷繁元信がプロ野球44人目、捕手で
は3人目となる2000安打を達成

2013年
谷繁元信が選手兼任監督として就任

2015年6月11日
和田一浩が2000安打を
達成

2017年
3、4月に大島洋平選手、5月にビ
シエド選手、6月に岩瀬仁紀投手
と3カ月連続で月間MVPを獲得

2017年6月3日
荒木雅博選手が2000安打を達成

2018年9月28日
岩瀬仁紀投手が前人未
到の1000試合登板を
達成

2018年10月15日
与田剛氏が監督として就任

2019年9月14日
大野雄大投手がノーヒットノーランを達成

球団史上初の8度目、
9度目の2年連続セ・リーグ優勝

2020年6月19日
感染症拡大の影響により約3ヶ月遅れの無
観客での開幕となったが、4年ぶりに開幕戦
勝利

2020年8月18日
大島洋平選手が遊撃への内野安打を放ち
1500安打を達成

2020年9月1日
大野雄大投手が球団
史上4人目となる5連
続完投勝利

2020年
大野雄大投手が沢村栄治賞（初受賞）・最優秀
防御率投手賞（2度目）・最多三振奪取投手賞
（初受賞）
大島洋平選手が最多安打者賞（2度目）を獲得

2020年
横浜DeNA戦（ナゴヤドーム）にて、8年ぶりと
なるAクラス入りが決定

2020年
ゴールデン・グラブ賞初受賞のビシエド選手（一塁手）、高橋周平選手
（三塁手）が2年連続2度目、大島洋平選手（外野手）が3年連続8度目の受賞

1977年 1978年 1979年

1980~
1990~

2000~

1615



お
う
ち
で
も

着
よ
う
！

毎
日かぶ
ろ
う
！

CAP
LINE UP

キャップ

CAP
LINE UP

キャップ

REPLICA
LINE UP

レプリカ

REPLICA
LINE UP

レプリカ

0131700000-00

2020 DRAGONS Close-up scene

#8 OHSHIMA YOHEI

#6 HIRATA RYOSUKE#5 ABE TOSHIKI

#22 OHNO YUDAI

#3 TAKAH
ASH

I SH
UH

EI

#33 SOBUE DAISUKE

#66  DAYAN VICIEDO

#17 YANAGI YUYA

FRONT

BACK

FRONT

BACK

サイズ

各￥9,900（税込） MI
●サイズ／S・M・L・O
●素材／ポリエステル

ミズノ社製
レプリカウィンドブレーカー01

※シーズン途中に展開選手が増える可能性があります。
※ここに記載のない選手は、オーダーグッズのページ（P6）を参照ください。

各￥7,700（税込） MI
●サイズ／S・M・L・O
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・大島・
福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・髙橋（宏）・大野（雄）・大野（奨）・ 
祖父江・鈴木・笠原・藤嶋・福田・堂上・ビシエド・与田監督・ドアラ

レプリカユニホーム
（ホーム Noあり）02 選手名

サイズ

各￥7,700（税込） MI
●サイズ／S・M・L・O
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・大島・
福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・髙橋（宏）・大野（雄）・大野（奨）・ 
祖父江・鈴木・笠原・藤嶋・福田・堂上・ビシエド・与田監督・ドアラ

レプリカユニホーム
（ビジター Noあり）04 選手名

サイズ

各￥7,150（税込） MI
●サイズ／S・M・L・O

レプリカユニホーム
（ビジター Noなし）05 サイズ

各￥7,150（税込） MI
●サイズ／S・M・L・O

レプリカユニホーム
（ホーム Noなし）03 サイズ
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https://dragonsshop.info/category/CT028_001/000000005197.html
https://dragonsshop.info/category/CT010_005/000000005199.html
https://dragonsshop.info/category/CT010_005/000000005200.html
https://dragonsshop.info/category/CT010_005/000000005193.html
https://dragonsshop.info/category/CT010_005/000000005194.html
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ONLINE SHOP
https://dragonsshop.info

0131700000-00

￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

940AF CHUDRA 
HEART BLACK10

￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

940AF CHUDRA TSC 
LINE RYU06

￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

940AF CHUDRA 
STUDS WASHED DENIM11

￥6,600（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

950 CHUDRA METAL 
PLATE INDIGO DENIM12

￥3,100（税込） CG
●サイズ／約56～59㎝

キャップ
ドアラカモ01

￥3,100（税込） CG
●サイズ／約56～59㎝

キャップ ロゴメッシュ02
￥3,100（税込） CG
●サイズ／約56～59㎝

キャップ 竜 ホワイト03
￥3,100（税込） CG
●サイズ／約56～59㎝

キャップ 竜 ネイビー04

￥3,300（税込） CG
●サイズ／約56～59㎝
（調整あり）

キャップ
マスコット09

￥3,768（税込） CG
●サイズ／約58㎝（調整あり）

竜キャップ ハンチング05

￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

940AFTR CHUDRA 
DOALA BTRYL07

￥6,200（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

950 CHUDRA 
DOALA BTRYL08

￥6,200（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

950 CHUDRA 
HEART BLACK16

￥6,600（税込） IK
●サイズ／フリー（57～61㎝）アジャスター付

950 CHUDRA 
METAL PLATE BLACK15

各￥6,620（税込） IK
●サイズ／7 1/8 (56.8㎝)・7 1/4(57.7㎝)・ 
7 3/8 (58.7㎝)・7 1/2 (59.6㎝)・7 5/8 (60.6㎝)

5950 DRAGONS 
TIE DYE DENIM13 サイズ

各￥6,620（税込） IK
●サイズ／7 1/8 (56.8㎝)・7 1/4(57.7㎝)・ 
7 3/8 (58.7㎝)・7 1/2 (59.6㎝)・7 5/8 (60.6㎝)

5950 DRAGONS 
BLACK VISOR STICKER14 サイズ

各￥6,723（税込） IK
●サイズ／7 1/4 (57.7㎝)・7 3/8 (58.7㎝)・
7 1/2 (59.6㎝)・7 5/8 (60.6㎝)

5950 Dragons 
Washed Denim17 サイズ

気分に合わ
せて

いろいろ選
べる！

2019

https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4573151009131.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4573151009162.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4573151009124.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205756.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205725.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205411.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205718.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/000000005207.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/000000005206.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205510.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4550236205435.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/000000004873.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4573151009179.html
https://dragonsshop.info/category/CT018_001/4573151009179.html
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バク宙ドアラ

INAZUMA  HORN  BL

ちゅうにちどらごんず

梅津 大島

石川（昂）

大野（雄）

高橋（周）

ビシエド

京田

一見ただ
の水玉模

様、

だけどよ
ーく見る

と

何かが隠
れてるよ

。

￥4,500（税込） IK
●サイズ／約60×125㎝
●素材／綿100％

85周年
バスタオル07

￥4,500（税込） IK
●サイズ／約60×125㎝
●素材／綿100％

どらほー！
バスタオル08

￥4,500（税込） IK
●サイズ／約60×125㎝
●素材／綿100％

ドアラまみれ
バスタオル09

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80㎝
●素材／綿100％

ドアラ
フェイスタオル01

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80㎝
●素材／綿100％

ドアラまみれ
フェイスタオル03

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80㎝
●素材／ポリエステル
（タオル生地と異なります）

ドアラ告知
フェイスタオル04

￥1,100（税込） YH
●サイズ／約34×92㎝

コラーゲンボディタオル
「水玉：ドアラのしっぽさがし」02

￥662（税込） YH
●サイズ／約33×90㎝

ドラてぬ

「紗
さ

綾
や

形
がた

にドラゴンズ文字」12

各￥2,200（税込） IK
●サイズ／約34×80㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・
根尾・大島・梅津・大野（雄）・ビシエド
●素材／綿100％

フォト
フェイスタオル06 選手名

￥1,324（税込） HT
●サイズ／約33×85㎝
●素材／日本製（今治産）綿100%

フェイスタオル
キャラクター 
ドアラ05

￥2,648（税込） HT
●サイズ／約60×120㎝
●素材／日本製（今治産）綿100%

バスタオル10

ドアラさんの直筆コメント入り！

各￥935（税込） YH
●サイズ／約33×90㎝
●種類／バク宙ドアラ・ちゅうにちどらごんず・INAZUMA  HORN  BL

どらてぬ11 種類
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ブルー ピンク

ドアラ

シャオロン

パオロン

CDロゴ

持ち歩こう！ 使い方自由

ちっちゃいドラゴンズ

カフェスタイル
CD

Dragons

手を洗おう! ぞうきんにしないで…口もふいちゃって

ホワイト

ネイビー

ホワイト
ホワイト

ネイビー

FRONT BACK

表
裏

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約30×30㎝
●素材／綿

85周年
ハンドタオル18

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約30×30㎝
●素材／綿

ドアラ
ハンドタオル20

各￥550（税込） YH
●サイズ／約22.5×22.5㎝
●種類／ドアラ・シャオロン・パオロン・
CDロゴ
●素材／綿100％

刺繍
ミニタオル16 種類

各￥440（税込） YH
●サイズ／約19.5×19.5㎝
●種類／持ち歩こう！・使い方自由・
口もふいちゃって・手を洗おう!・
ぞうきんにしないで…
●素材／綿100％

ミニタオル
直筆22 種類

各￥440（税込） YH
●サイズ／約19.5×19.5㎝
●種類／ちっちゃいドラゴンズ・
カフェスタイルCD・Dragons
●素材／綿100％

17 ミニタオル 種類

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約34×90㎝
●素材／綿

マスコットまみれ
手ぬぐい13

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約34×90㎝
●素材／綿

ドアラシルエット
手ぬぐい14

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約34×90㎝
●素材／綿

ドアラまみれ
手ぬぐい15

各￥550（税込） HT
●サイズ／約25×25㎝
●カラー／ブルー・ピンク
●素材／日本製（今治産）綿100%

ミニハンカチ19 カラー

各￥1,324（税込） HT
●サイズ／約33×80㎝
●カラー／ネイビー・ホワイト
●素材／今治産・綿100%

今治刺繍入
フェイスタオル21

カラー

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約30×20×10㎝
●素材／綿

アマビエドアラ
ミニトートバッグ05

￥2,200（税込） IK
●サイズ／約40×45㎝
●素材／ポリエステル

どアップドアラ
ナップサック03

￥4,180（税込） MI
●サイズ／約17×6×34㎝
●素材／ポリエステル

Dragons
ボディバッグ02

￥4,400（税込） MI
●サイズ／約34×16×42㎝
●素材／ポリエステル

Dragons
トートバッグ04

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約25×20㎝
●素材／ポリエステル

アマビエ
ドアラ巾着07

￥1,100（税込） IK
●サイズ／約25×20㎝
●素材／ポリエステル

どアップドアラ巾着06

￥1,650（税込） YH
●サイズ／約12×16×5㎝

カラビナ付きポーチ
ドアラ実写01
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https://dragonsshop.info/item/4582500857835.html
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ナチュラル ブルー

定番の

スタイル
に!!

￥1,430（税込） IK
●サイズ／約40×40×8㎝
●素材／ポリエステル

85周年
エコバッグ08

￥10,186（税込） IK
●サイズ／約46×30×23㎝

LIGHT PACK DRAGONS 
TIE DYE DENIM23

￥7,700（税込） IK
●サイズ／約18×30×13㎝

SQUARE WAIST BAG  
CHUDRA BLACK19

￥5,867（税込） IK
●サイズ／約17×20×11㎝

SHOULDER BAG MINI 
CHUDRA BLACK20

￥5,093（税込） IK
●サイズ／約23×28×4㎝

SACOCHE DRAGONS 
TIE DYE DENIM21

￥1,833（税込） SG
●サイズ／本体：約32×36×12㎝　持ち手：約2.5×41㎝
●素材／ポリエステル

コンビカラー
トートバッグ18

￥3,850（税込） IK
●サイズ／約40×40㎝
紐部：約90×2㎝
●素材／綿

ドアラ
バズーカバン16

各￥1,630（税込） SG
●サイズ／本体約30×36×14㎝
持ち手約2.5×45㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・
平田・根尾・大島・大野（雄）・ドアラ
●素材／ポリエステル

ユニホーム
バッグ15 選手名

各￥1,430（税込） IK
●サイズ／約35×35×10㎝
●カラー／ナチュラル・ブルー
●素材／綿

85周年
トートバッグ09 カラー

￥3,850（税込） MI
●サイズ／約23×3×17㎝
●素材／ポリエステル

竜党サコッシュ12 ￥9,350（税込） MI
●サイズ／本体約32×16×20㎝
インナーバッグ 30×12×14㎝
容量 約10L
ショルダーベルト（最長）140㎝
●素材／本体 ポリエステル
その他部材：ポリエステル・
プラスチック・PUレザー

竜党
カメラバッグ22

￥6,600（税込） MI
●サイズ／約39×16×24㎝
●素材／ポリエステル

竜党
ショルダーバッグ13

推
し
!!

￥3,300（税込） YH
●サイズ／本体約35.5×37㎝
持ち手約2.5×62㎝

フルカラー
トートバッグ
ドアラ実写17

￥2,750（税込） YH
●サイズ／本体約41×39×14㎝
持ち手約3×58㎝　容量22L

ウォッシュキャンバス
ホリデートートL
カフェスタイルCD 10

￥2,750（税込） YH
●サイズ／本体約41×39×14㎝
持ち手約3×58㎝　容量22L

ウォッシュキャンバス
ホリデートートL
デスメタル風11

￥1,100（税込） YH
●サイズ／本体約36×37×11㎝
持ち手約2.5×56㎝

トートバッグM
ちっちゃいドラゴンズ14
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ビジター

ホーム

ホーム

ビジター

ネイビー

グレイ

￥1,527（税込） IK
●サイズ／約30×20㎝
●素材／ポリエステル

ネックウォーマー 
ブルー CDマーク08

フリー・150㎝・130㎝  各￥5,093（税込） IK
●サイズ／フリー（着丈約77㎝・身幅約60㎝・肩幅
約48㎝）・150㎝（着丈約66㎝・身幅約48㎝・肩幅
約39㎝）・130㎝（着丈約55㎝・身幅約37㎝・肩幅
約31㎝）
●素材／ポリエステル100％

サポーターズ
ユニホーム （ホーム）09

フリー

京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・ 
根尾・大島・福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・
髙橋（宏）・岡田・大野（雄）・大野（奨）・祖父江・福・
木下（拓）・鈴木・笠原・加藤・藤嶋・福田・堂上・
ビシエド・与田監督・ドアラ

150㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・ 
福留・小笠原・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

130㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・ 
福留・小笠原・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

サイズ

フリー  ￥4,889（税込）
150㎝・130㎝  各￥4,686（税込） IK
●サイズ／フリー（着丈約77㎝・身幅約60㎝・肩幅
約48㎝）・150㎝（着丈約66㎝・身幅約48㎝：肩幅
約39㎝）・130㎝（着丈約55㎝・身幅約37㎝・肩幅
約31㎝）
●素材／ポリエステル100％

サポーターズ
ユニホーム （ホーム） 番号無11

サイズ

各￥5,093（税込） IK
●サイズ／フリー（着丈約77㎝・身幅約60㎝・肩幅
約48㎝）・150㎝（着丈約66㎝・身幅約48㎝・肩幅
約39㎝）
●素材／ポリエステル100％

サポーターズ
ユニホーム （ビジター）10

フリー

京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・ 
根尾・大島・福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・
髙橋（宏）・岡田・大野（雄）・大野（奨）・祖父江・福・
木下（拓）・鈴木・笠原・加藤・藤嶋・福田・堂上・
ビシエド・与田監督・ドアラ

150㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・ 
福留・小笠原・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

サイズ

フリー  ￥4,889（税込）
150㎝  ￥4,686（税込） IK
●サイズ／フリー（着丈約77㎝・身幅約60㎝・肩幅
約48㎝）・150㎝（着丈約66㎝・身幅約48㎝：肩幅
約39㎝）
●素材／ポリエステル100％

サポーターズ
ユニホーム （ビジター） 番号無12

サイズ

各￥11,000（税込） IK
●サイズ／S（着丈約66㎝・袖丈約60㎝・身幅約53
㎝）・M（着丈約68㎝・袖丈約62㎝・身幅約55㎝）・
L（着丈約71㎝・袖丈約64㎝・身幅約58㎝）・XL（着
丈約73㎝・袖丈約66㎝・身幅約60㎝）
●素材／綿100%

PULLOVER HOODIE CHUDRA 
VISOR  STICKER BLK04

サイズ

各￥5,500（税込） MI
●サイズ／Ｓ（着丈約62.8㎝・胸回り約98㎝・肩幅約
39.2㎝・袖丈約62㎝）・Ｍ（着丈約64.9㎝・胸回り約
102㎝・肩幅約40.6㎝・袖丈約63.5㎝）
●素材／ポリエステル100%
ロゴ加工　ワンポイント刺繍

ドラゴンズ
愛ライトパーカー02 サイズ

各￥8,800（税込） MI
●サイズ／レディースＳ（着丈約65.4㎝・胸回り約
97㎝・肩幅約44.8㎝・袖丈約55.5㎝）・レディース
Ｍ（着丈約67.5㎝・胸回り約100㎝・肩幅約46㎝・
袖丈約57㎝）・レディースＬ（着丈約69.6㎝・胸回り
約103㎝・肩幅約47.2㎝・袖丈約58.5㎝）
●素材／アクリル55%　綿45%
ロゴ加工　ワンポイント刺繍

ドラゴンズ
愛ニットパーカー03 サイズ

ビューティ＆ユースとの
限定コラボグッズ！

サイズ

各￥4,645（税込） IK
●サイズ／S（着丈約67㎝・袖丈約20㎝・身幅約49㎝）・M（着丈約70㎝・
袖丈約21㎝・身幅約52㎝）・L（着丈約73㎝・袖丈約22㎝・身幅約55㎝）・
XL（着丈約76㎝・袖丈約23㎝・身幅約58㎝）
●素材／綿100%

COTTON TEE CHUDRA  
VISOR STICKER BLACK01

各￥7,150（税込） MI
●サイズ／Ｓ（後丈約65㎝・胸回り約115㎝・袖丈・
約57㎝）・Ｍ（後丈約68㎝・胸回り約119㎝・袖丈
約58.5㎝）・Ｌ（後丈約71㎝・胸回り約123㎝・袖丈
約60㎝）・Ｏ（後丈約74㎝・胸回り約127㎝・袖丈約
61.5㎝）
●素材／ポリエステル

ミズノ社製
ユニホームパーカー05 サイズ

各￥7,150（税込） CS
●サイズ／XS・S・M・L
●素材／綿100％

BY×CD SHORT 
SLEEVE TEE06 サイズ

各￥9,900（税込） CS
●サイズ／S・M・L
●カラー／グレイ・ネイビー
●素材／綿100％

BY×CD
PULLOVER HOODIE07 カラー

サイズ

各￥2,546（税込） IK
●サイズ／フリー（着丈約74㎝・身幅約54㎝）・
150（着丈約60㎝・身幅約43㎝）・130（着丈約52㎝・
身幅約37㎝）・110（着丈約44㎝・身幅約33㎝）・
90（着丈約38㎝・身幅約30㎝）
●カラー／ブルー・ホワイト
●素材／綿100％

ナンバーTシャツ13

フリー
京田・石川（昂）・高橋（周）・阿部・平田・根尾・ 
大島・福留・小笠原・田島・又吉・梅津・髙橋（宏）・
大野（雄）・加藤・藤嶋・福田・ビシエド・与田監督・
ドアラ

150㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・福留・ 
小笠原・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

130㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・
福留・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

110㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・
福留・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

90㎝ 京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・根尾・大島・
福留・梅津・髙橋（宏）・ビシエド・ドアラ

サイズ

カラー

お
う
ち
応
援
で
も

ユ
ニ
ホ
ー
ム

着
て
ね
!

家族分

ほしい!!
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©CHUNICHI DRAGONS

©CHUNICHI DRAGONS

©CHUNICHI DRAGONS

バンダナゴム
（ブラック）

迷彩（カーキ）

スター
（ネイビー）

数
年
来
続
く
「
D
・
D
・
T
」
よ
り
、

デ
ザ
イ
ン
性
を
あ
げ
て
よ
り
タ
ウ
ン
ユ
ー
ス
で
も
着
ら
れ
る

エ
ク
ス
ク
ル
ー
シ
ブ
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
展
開
。

第
一
弾
と
し
て
、
4
種
発
売
。

￥662（税込） YH
●サイズ／約23～25㎝

レディース
ショートソックス28

￥662（税込） YH
●サイズ／約25～27㎝

メンズ
ショートソックス29

各￥2,420（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅52㎝・袖丈20㎝）・
L（着丈73㎝・身幅55㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.Tデスメタル風14 サイズ

各￥3,630（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅53㎝・袖丈22㎝）・
L（着丈73㎝・身幅56㎝・袖丈23㎝）
●素材／綿100％

D.D.T
「カフェスタイルCD」17 サイズ

各￥2,420（税込） YH
●サイズ／M（着丈68㎝・身幅51㎝・袖丈21㎝）・
L（着丈71㎝・身幅54㎝・袖丈22㎝）
●素材／ポリエステル100％

D.D.T
ネイビーカモフラ20 サイズ

各￥2,200（税込） IK
●サイズ／S（着丈約65㎝・身幅約48㎝）・
M（着丈約68㎝・身幅約51㎝）・L（着丈約71㎝・
身幅約54㎝）・XL（着丈約74㎝・身幅約57㎝）
●素材／ポリエステル100%

ドアラ
告知Tシャツ21 サイズ

各￥2,200（税込） IK
●サイズ／130㎝（着丈約52㎝・身幅約38㎝）・
150㎝（着丈約59㎝・身幅約42㎝）・S（着丈
約65㎝・身幅約48㎝）・M（着丈約68㎝・
身幅約51㎝）・L（着丈約71㎝・身幅約54㎝）・
XL（着丈約74㎝・身幅約57㎝）
●素材／ポリエステル100%

ドアラTシャツ
（どあら）22 サイズ

各￥2,420（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅52㎝・袖丈20㎝）・
L（着丈73㎝・身幅55㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.T
「ドアラサイン」18 サイズ

各￥2,750（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅49㎝・袖丈20㎝）・
L（着丈72㎝・身幅52㎝・袖丈21㎝）
●素材／綿・ポリエステル・レーヨン

D.D.T
「ちっちゃいドラゴンズ」19 サイズ

各￥2,420（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅52㎝・袖丈20㎝）・
L（着丈73㎝・身幅55㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.Tロックバンド風15 サイズ

各￥2,420（税込）
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅52㎝・袖丈20㎝）・
L（着丈73㎝・身幅55㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.Tカタカナドアラ16 サイズ

各￥3,500（税込） YH
●サイズ／M（着丈68㎝・身幅51㎝・
肩幅47㎝・袖丈21㎝）L（着丈71㎝・
身幅54㎝・肩幅49㎝・袖丈22㎝））
●素材／ポリエステル100%
吸水速乾・紫外線遮蔽・紫外線防止指数UPF30

D.D.T exclusive 
F.C. DRAGONS26 サイズ

各￥3,500（税込） YH
●サイズ／M（着丈68㎝・身幅52㎝・
肩幅46㎝・袖丈22㎝）L（着丈72㎝・
身幅55㎝・肩幅50㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.T exclusive 
CDWAVE23

サイケデリックなカラーリングに
飽きのこないシンプルな
グラフィックTシャツです

サイズ

架空のサッカーチーム「FCドラゴンズ」の
ユニフォームをイメージ

各￥4,000（税込） YH
●サイズ／M（着丈69㎝・身幅58㎝・
肩幅55㎝・袖丈23㎝）L（着丈73㎝・
身幅61㎝・肩幅58㎝・袖丈25㎝）
●素材／綿100％

D.D.T exclusive 
DRAGONS stripe24

サイズ

シンプルなグラフィックの
ビッグシルエットT

ナゴヤ球場・昭和世代には
やっぱり ッ！

各￥3,500（税込） YH
●サイズ／M（着丈68㎝・身幅52㎝・
肩幅46㎝・袖丈22㎝）L（着丈72㎝・
身幅55㎝・肩幅50㎝・袖丈22㎝）
●素材／綿100％

D.D.T exclusive 
memories"D"mark25

サイズ

各￥3,300（税込） IK
●サイズ／Ｓ（総丈約48㎝・適応ウエスト約72～76㎝・股下約
24㎝）・M（総丈約51㎝・適応ウエスト約76～81㎝・股下約25
㎝）・L（総丈約54㎝・適応ウエスト約81～87㎝・股下約26㎝）・
XL（総丈約57㎝・適応ウエスト約87～93㎝・股下約27㎝）
●種類／プライマリーマーク・CDマーク
●カラー／ネイビー・ブラック
●素材／ポリエステル100%

ハーフパンツ27
サイズ

カラー

種類

各￥1,320（税込） YH
●サイズ／M（ウエスト76～84㎝（推奨））・
L（ウエスト84～94㎝（推奨））
●種類／バンダナゴム（ブラック）・
迷彩（カーキ）・スター（ネイビー）

ドアラの
缶パンツ30 サイズ

種類
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KIDS & BABY
GOODS
キッズ＆ベビー

KIDS & BABY
GOODS
キッズ＆ベビー

STATIONERY
GOODS
ステーショナリー

STATIONERY
GOODS
ステーショナリー

0131700000-00

ドアラフェイス
ブルー

I LOVE

フラットブルー

リボンピンク

白ネイビー

ピンク

ブルー

ピンク

ボク、ドアラ。 わたし、ドアラ。カフェスタイルCD

ドアラ

ロゴ

ロイヤル
ブルー

ピンク

ブルー ピンク

￥305（税込） IK
●サイズ／約5×2㎝（2個セット）
●素材／プラスチック

コロコロ消しゴム08￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（52～55.8㎝）
アジャスター付

950YOUTH 
Dragons 
Washed Denim05

￥4,400（税込） IK
●サイズ／フリー（52～55.8㎝）
アジャスター付

YOUTH950 
CHUDRA 
TIE DYE DENIM07

￥1,430（税込） CS
●サイズ／約14.5×18㎝

ドラゴンズ×
サクラクレパス
ドラゴンズクーピー01

￥800（税込） CG
●サイズ／11㎝×2本

ペンセット 
キャラ03

￥770（税込） CG
●サイズ／約11×7.5㎝

ボールペン付き
メモ帳07

￥220（税込） KT
●サイズ／約1.6×1.1×14.5㎝ 10g

エナージェル 
シャープペンロゴ05

￥220（税込） KT
●サイズ／約1.6×1.1×14.7㎝ 11g
●素材／芯0.5㎜（ニードルチップ）
材質 再生プラスチック・エラストマー

エナージェル 
ボールペンロゴ06

￥660（税込） KT
●サイズ／軸径1.07×1.46×14.3㎝
重量412.3g 芯0.5㎜
●素材／プラスチック樹脂

クルトガ 
シャープペン ロゴ04

￥1,701（税込） IK
●サイズ／高さ約20㎝　直径約5㎝
●素材／エナメル

ミニバットケース09

￥1,527（税込） DR
●サイズ／約30cm×21㎝
全33ページ

ドアラのぬり絵
愛知県名所編12

各￥611（税込） YH
●サイズ／約13～18㎝
●カラー／ブルー・ピンク

キッズ
ショートソックス09

カラー

各￥2,852（税込） CG
●サイズ／80㎝
●カラー／ネイビー・白・ピンク

ロンパース
ドラゴンズ04 カラー

ドアラフェイスブルー
￥1,210（税込） 

I LOVE ￥1,171（税込） CG
●サイズ／約20×20㎝
●種類／ドアラフェイスブルー・I LOVE
●素材／綿100%

ベビースタイ08 種類

各￥935（税込） YH
●サイズ／本体約19.5×29㎝ 
首回り約31㎝
●種類／「カフェスタイルCD」・
「ボク、ドアラ。」・
「わたし、ドアラ。」
●素材／綿100％

ベビースタイ06 種類

各￥1,320（税込） CG
●サイズ／約20×6.5㎝
●種類／ドアラ・ロゴ

ペンケース11 種類

各￥3,100（税込） CG
●サイズ／約53～56㎝
●種類／フラットブルー・リボンピンク

キャップキッズ03 種類

各￥2,530（税込） YH
●サイズ／130㎝（着丈51㎝・身幅37
㎝・袖丈15㎝）・120㎝（着丈47㎝・身幅
35㎝・袖丈14㎝）・110㎝（着丈44㎝・
身幅33㎝・袖丈13㎝）・100㎝（着丈40
㎝・身幅31㎝・袖丈12㎝）・90㎝（着丈
36㎝・身幅29㎝・袖丈11㎝）

D.D.T
丸DragonS02 サイズ

カラー

各￥2,530（税込） YH
●サイズ／130㎝（着丈51㎝・身幅37㎝・袖丈15㎝）・120㎝（着丈47㎝・身幅
35㎝・袖丈14㎝）・110㎝（着丈44㎝・身幅33㎝・袖丈13㎝）・100㎝（着丈
40㎝・身幅31㎝・袖丈12㎝）・90㎝（着丈36㎝・身幅29㎝・袖丈11㎝）
●カラー／ロイヤルブルー・ピンク
●素材／綿100％

D.D.TKids
CDからやっぱりドアラ01 サイズ

カラー

￥880（税込） YH
●サイズ／本体約2.3×7㎝

マニキュア型
蛍光ペン4個セット13

各￥550（税込） YH
●サイズ／1本 約17.5×0.75㎝
●カラー／ブルー・ピンク

六角えんぴつ
5本セット ドアラ02

￥330（税込） YH
●サイズ／巾約1.5㎝×10m巻き

マスキングテープ
ドアラフェイス10
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バラエティーグッズ

VARIETY
GOODS
バラエティーグッズ
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京田 京田

青

赤

青赤

大野（雄）

京田

高橋（周）

根尾

福留

石川（昂）

平田

髙橋（宏）

大島

ロゴ

CD

京田

根尾 大島

高橋（周）

￥550（税込） CS
●サイズ／約18×9㎝

ドラゴンズ
ジャーボトル01

シンプルなロゴマークがポイントの
おしゃれなガラスジャーボトル。
サラダやドリンクを入れて
食卓を彩ったり、小物などを入れて
インテリアとしても。

クラフト感のある紙袋のような、
おしゃれな保冷バッグ。内側には
アルミニウムシートが貼られており、
ランチボックスなどを入れて持ち運び
できます。開閉はマジックテープで、
ラクラク♪シンプルなロゴが
ポイントです。

￥990（税込） CS
●サイズ／約33×25×17㎝
●素材／ポリエチレン・アルミニウム
シート・EPE FORM

ドラゴンズ
クラフト保冷バッグ07

￥990（税込） CS
●サイズ／約φ15.2×5.5㎝
●素材／原料樹脂 本体・フタ ポリプロピレン

ドアラ
ランチボックス05

￥660（税込） CS
●サイズ／約φ15㎝、長さ約31㎝
●素材／ゴム・フェルト

ドアラ
ランチベルト04

￥220（税込） CS
●サイズ／約φ4×2.5㎝
内容量：50枚入り（青・赤2色セット）
●素材／紙

ドアラ 紙カップ
ケース（丸型）02

￥330（税込） CS
●サイズ／約7×4×3㎝
内容量：50枚入り（青・赤2色セット）
●素材／紙

ドアラ 紙カップ
ケース（小判型）03

￥770（税込） KT
●サイズ／約27×21×1.5㎝ 食洗機不可・
電子レンジ不可・オーブン不可・耐熱70℃・
耐冷ー0℃

ドラゴンズ
バンブーランチプレート06

 CS
●サイズ／約φ15.2×5.5㎝
●素材／原料樹脂 本体・フタ ポリプロピレン

ランチボックスランチボックスランチボックスランチボックスランチボックスランチボックスランチボックス

￥440（税込） SG
●サイズ／約8×6.9㎝
●素材／ホログラムフィルム

ダイカットシール
85周年15

各￥220（税込） SG
●サイズ／（ロゴ）約6.2×9.6㎝・
（CD）約5×6.2㎝
●種類／ロゴ ・ CD
●素材／紙（ミラーコートタック）

ダイカットシール 
（ロゴ）14

各￥336（税込） SG
●サイズ／約16×4.5×0.25㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・
根尾・大島・福留・髙橋（宏）・大野（雄）・ドアラ
●素材／アクリル

選手定規17 選手名

各￥336（税込） SG
●サイズ／B5
●選手名／京田・石川（昂）・
高橋（周）・平田・根尾・
大島・ドアラ

選手下敷き18 選手名

各￥886（税込） SG
●サイズ／約11×19.5×1.5㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・
平田・根尾・大島・ドアラ

選手ペンポーチ19 選手名

各￥204（税込） SG
●サイズ／約5×8.4㎝
（ポーズによりサイズは異なります。）
●選手名／京田・高橋（周）・根尾・大島
●素材／紙（ミラーコートタック）

ダイカットシール16 選手名

各￥825（税込） CS
●サイズ／φ8.5×10.5×9.5㎝
●カラー／赤・青
●素材／プラスチック

ドアラ
スタッキングマグ08

カラー

各￥275（税込） CS
●サイズ／約25×25㎝
●カラー／青・赤
内容量：各10枚入り
●素材／紙

ドアラ
紙ナプキン09 カラー

種類
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ONLINE SHOP
https://dragonsshop.info
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ブルー イエローグリーン

ホワイトピンク

カフェスタイル ちっちゃいドラゴンズ

ちぇっく! 冷凍中 おいしゅうございます

シャオロン&パオロン ビジターホーム

ビジター

ホーム

ドアラ ロゴ

竜 ドラ坊や ブルー

ピンク

￥198（税込） KT
●サイズ／約φ9㎝

ロゴ
コースター14

￥1,540（税込） YH
●サイズ／約Φ9.2×13.5㎝
容量400ml

テイクアウト
タンブラー
カフェスタイルCD

12

￥1,650（税込） YH
●サイズ／約φ8×14㎝

ステンレス
タンブラー420ml15

￥990（税込） YH
●サイズ／約φ8.3×9.6㎝

陶器
マグカップ13

￥1,018（税込） YH
●サイズ／約9.7×9㎝

がま口
ドアラフェイス23

￥935（税込） YH
●サイズ／約3.8×3.8㎝内

ピンズ24

￥1,100（税込） KT
●サイズ／約幅7.9×高さ13.4×厚さ0.9㎝
手足を曲げることができます。
鍵や輪ゴムをかけて使用できます。

マグネットフック
ドアラ21

￥550（税込） KT
●サイズ／本体約6×5.5×2.5㎝

ふりふりドアラ
マグネット22

￥3,850（税込） IK
●サイズ／約92×62㎝
●素材／ポリエステル

ドアラまみれ
ブランケット18

￥3,850（税込） IK
●サイズ／約92×62㎝
●素材／ポリエステル

ドアラアップ
ブランケット19

￥2,750（税込） IK
●サイズ／約40×40㎝
●素材／ポリエステル

どアップドアラ
クッション しかく28

￥2,750（税込） IK
●サイズ／直径約40㎝
●素材／ポリエステル

どアップドアラ
クッション まる29

￥2,750（税込） IK
●サイズ／約40×40㎝
●素材／ポリエステル

85周年クッション30

￥495（税込） YH
●サイズ／約15×15㎝

マルチクロス
2枚セット20

￥440（税込） YH
●サイズ／パッケージ 約10×6.5㎝

ドアラの
パッチンどめ26

￥550（税込） YH
●サイズ／約7×7×0.7㎝

クリアスライドミラー
カフェスタイルCD27

各￥387（税込） YH
●サイズ／約φ7.5×11㎝
●カラー／ホワイト・ブルー・グリーン・
イエロー・ピンク

フロストコップ16 カラー

各￥2,750（税込） IK
●サイズ／約40×35㎝
●選手名／監督・コーチ・全選手・マスコット
●種類／ホーム・ビジター

ユニホーム型
クッション31 選手名

種類

各￥408（税込） YH
●サイズ／約5.1×7.7㎝
●種類／ちぇっく！・冷凍中・おいしゅうございます・
シャオロン&パオロン・ホーム・ビジター

角マグネット17 種類

各￥605（税込） YH
●サイズ／カフェスタイル 約Φ10.3×0.8㎝
ちっちゃいドラゴンズ 約10×10×0.8㎝
●種類／カフェスタイル・ちっちゃいドラゴンズ

白雲石
吸水コースター10 種類

各￥330（税込） CG
●サイズ／約9.5×9.5㎝
●種類／ドアラ・ロゴ・竜・ドラ坊や

コースター11 種類

各￥1,100（税込） OI
●サイズ／約6×9×12㎝（本体）
●カラー／ブルー・ピンク

シリコン
キャップケース25 カラー
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BACK

京田
高橋（周）

大島
根尾

ホーム ビジター

平田

FRONT

ロゴ

ホーム ビジター ドラ坊や

ホーム ビジター

藤嶋 与田監督根尾

ドアラ
フェイス

シャオロン
&パオロン

CDロゴ ホーム ビジター

石川（昂）京田 高橋（周）

阿部

祖父江

藤嶋

￥660（税込） KT
●サイズ／約13.5×4.5×2.5㎝ 10g

モケケ
ドラゴンズドアラ39

￥1,320（税込） KT
●サイズ／約20×9.5×4㎝ 20g

BIGモケケ
ドラゴンズ40

￥660（税込） KT
●サイズ／約7.5×11㎝

目が合うドアラ
ボールチェーン50

￥713（税込） IK
●サイズ／約4×4㎝

ドアラのシッポ
プチストラップ41

￥990（税込） OI
●サイズ／高さ約11.5㎝

ユニホーム
ホルダー
シャオロン

43

￥990（税込） OI
●サイズ／高さ約10.5㎝

ユニホーム
ホルダー
パオロン

44

￥880（税込） YH
●サイズ／アクリルパーツ 4㎝角内

アクリル
2連キーリング37

￥880（税込） YH
●サイズ／本体アクリル部分：約6×6㎝角内、
アクリルチャーム：約4×4㎝角内
●素材／アクリル板

非接触アクリルキーホルダー 
ドアラ47

エレベーターのボタンや電気の
スイッチなどに直接触れること
なく押すことができ、ドアノブも
開けることができます。（形状・
仕様によっては不可。）
ドアラ直筆のアクリル
チャーム付き。

￥629（税込） CG
●サイズ／約4.5×2㎝

メタルストラップ
ロゴ46

各￥748（税込） OI
●サイズ／約19.5×3㎝
●選手名／京田・石川（昂）・
高橋（周）・平田・根尾・大島・
岡田・藤嶋・福田
●素材／ナイロン・金属

タグキーホルダー48 選手名

各￥509（税込） CG
●サイズ／約4×3.5㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・阿部・
根尾・大島・藤嶋・与田監督・ドアラ

ユニホームクリーナー45 選手名

各￥458（税込） IK
●サイズ／約4×5㎝
●種類／ホーム・ビジター
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・平田・
根尾・大島・福留・小笠原・田島・又吉・梅津・髙橋（宏）・
藤嶋・福田・ビシエド・与田監督・ドアラ

ユニホームキーホルダー38 選手名

各￥662（税込） IK
●サイズ／約6×5㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・阿部・平田・
根尾・大島・小笠原・又吉・柳・岡田・大野（雄）・祖父江・
加藤・藤嶋・福田・堂上・ビシエド・与田監督

似顔絵坊や
アクリルキーホルダー34 選手名

各￥500（税込） IK
●サイズ／約8×3㎝
●選手名／与田監督・全選手対応（支配下）
＋ドアラ
●素材／アクリル

選手名
アクリルキーホルダー 33

選手名

各￥795（税込） SG
●サイズ／約5×7～8.5㎝前後
●選手名／京田・高橋（周）・根尾・大島
●素材／アクリル 片面印刷

選手アクリル
キーホルダー32 選手名

各￥550（税込） SG
●サイズ／約4×7㎝
●種類／ホーム・ビジター・ドラ坊や・ロゴ
●素材／アクリル・シリコン

どこでもチャーム49 種類

各￥660（税込） YH
●サイズ／本体約10㎝　紐の長さ約7.7㎝
●種類／ドアラフェイス・シャオロン&
パオロン・CDロゴ・ホーム・ビジター

リールキーホルダー35 種類

各￥550（税込） YH
●サイズ／アクリルパーツ 約6㎝角内
●種類／A・C・D・H・K・M・N・R・S・T・Y

イニシャル
キーホルダー36 種類

●サイズ／約20×9.5×4㎝ 20g

各￥1,430（税込） OI
●サイズ／高さ約14㎝
●種類／ホーム・ビジター

ぬいぐるみバッジ
ドアラ42 種類

選手名が書いてある
キーホルダーです。
推しの選手を
アピールしよう！
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ピンク ブルー

根尾

ブルー

ホワイト

￥1,980（税込） OI
●サイズ／ポーチ：約13×21.5×6.5㎝
マスクケース：約11×19×10㎝
スプレーボトル：約10×2.7㎝
泡ボトル：約10×3.5㎝
●素材／ポーチ：ポリエステル（本体）・
ポリプロピレン（ふた）、マスクケース：PP
スプレーボトル：HDPE、泡ボトル：PET
※ウェットティッシュ、マスク、泡専用ソープ、
消毒液は付属しません。

ドアラ
おでかけ安心ポーチ64

￥2,200（税込） OI
●サイズ／約11×44㎝
●素材／ポリエステル

もふもふドアラ
ティッシュボックス
カバー72

￥2,530（税込） OI
●サイズ／約16×22㎝
●素材／ポリエステル・金属

ドアラ
サガラ織ポーチ65

￥1,980（税込） OI
●サイズ／ぬいぐるみ部分：約19×14×4㎝
エコバッグ部分：約29×32.5×10㎝（持ち
手は含みません）
●素材／ポリエステル・プラスチック

ドアラぬいぐるみ
エコバッグ73

￥350（税込） IK
●サイズ／約24×34㎝

ドアラうちわ53
￥336（税込） IK
●サイズ／約24×34㎝

ドラ坊やうちわ52

￥1,375（税込） OI
●サイズ／約10×24×5㎝

ドアラ もふもふ
ボックスポーチ66

￥157（税込） IK
●サイズ／約24×27㎝

ロゴ色紙62
￥660（税込） IK
筆記体のロゴ入りサインボールです。
※実際の試合球とは異なります。

ロゴボール63

￥660（税込） CG
●サイズ／約4×8㎝

ワッペン
ドラゴンズ59

￥1,630（税込） CG
●サイズ／約17×15㎝

ワッペン
竜58

￥990（税込） CG
●サイズ／約9×8㎝

ワッペン
ドラ坊や61

￥770（税込） CG
●サイズ／約6.5×8㎝

ワッペン
球団旗60

ちょい高級感あるポーチ

ドアラのケース付き
ボトルです。中に
ハンドジェルを入れて
持ち歩けます。

各￥350（税込） IK
●サイズ／約24×34㎝
●選手名／京田・高橋（周）・平田・根尾・大島

選手うちわ51 選手名

各￥1,223（税込） IK
●サイズ／約36㎝×21㎝
●カラー／ピンク・ブルー

ドラゴンズ扇子54 カラー

￥550（税込） OI
●サイズ／約7.8×3.8×2.7㎝
●種類／座り・立ち
●素材／シリコン・PE
※消毒ジェルは付属しません。

ドアラ携帯ジェル
ボトルホルダー74

種類

各￥855（税込） IK
●サイズ／約18㎝
●カラー／青・白
●種類／数字大（0～9）

アイロンワッペン
数字 大55 カラー

種類

各￥336（税込） IK
●サイズ／約6㎝
●カラー／青・白
●種類／アルファベット（A～Z）

アイロンワッペン
アルファベット57 カラー

種類

各￥387（税込） IK
●サイズ／約6㎝
●カラー／青・白
●種類／数字小（0～9）

アイロンワッペン
数字 小56 カラー

種類

￥980（税込） CG
●サイズ／直径約12㎝

エナメル
コインケース71￥917（税込） CG

●サイズ／約10×14㎝

ドアラフェイス
小銭入れ69

各￥900（税込） CG
●サイズ／約11×5㎝
●種類／ブルー・ホワイト

コインケース70 種類

￥1,223（税込） CG
●サイズ／約12×13㎝

ドアラフェイス
コインパース68

￥1,711（税込） CG
●サイズ／約18×28㎝

ドアラフェイス
ポシェット67

おでかけに今、必要な
グッズのセットです！
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京田 ドアラ

シャオロンver パオロンver

ドアラ 特大

ドアラ 小

シャオロン 小 パオロン 小

ホーム ビジター

ドアラ
（ホーム）

ドアラ（ビジター）

（ホーム）

シャオロン

パオロンドアラ（ピンク）

ドアラ ロゴ

ドアラロゴ

京田 石川（昂） 根尾 ドアラ

￥1,760（税込） OI
●サイズ／高さ約24㎝
●素材／ポリエステル

ぬいぐるみ ドアラ
ビジター 小76

￥1,650（税込） KT
●サイズ／約縦13㎝×横14㎝
33g

つかまりドアラ81

各￥561（税込） DR
●サイズ／約6.4×9.1㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・
根尾・大島・大野（雄）・
福田・堂上・ドアラ

チアアップシール91 選手名

￥1,760（税込） OI
●サイズ／高さ約25㎝

ぬいぐるみ
シャオロン 小78

￥1,760（税込） OI
●サイズ／高さ約23㎝

ぬいぐるみ
パオロン 小79

￥2,640（税込） CG
●サイズ／約30×15㎝

ドアラぬいぐるみ
寝ころび83

各￥255（税込） SG
●サイズ／約3.2㎝
●選手名／京田・石川（昂）・高橋（周）・平田・
根尾・大島・小笠原・福田・与田監督・ドアラ
●素材／スチール

背番号缶バッジ84 選手名

特大 ￥ 17,600（税込） OI
大　 ￥ 7,700（税込）
中　 ￥ 4,400（税込）
小　 ￥ 1,760（税込）
●サイズ／（特大）高さ70㎝・
（大）高さ55㎝・（中）高さ34㎝・
（小）高さ24㎝

ぬいぐるみ
ドアラ75 サイズ

各￥1,171（税込） CG
●サイズ／直径：約4㎝
●種類／ロゴ・ドアラ

ゴルフマーカー85 種類

各￥2,200（税込） OI
●サイズ／高さ約20㎝
●種類／ホーム・ビジター

もふもふドアラ
ぬいぐるみ77 種類

各￥1,980（税込） OI
●サイズ／高さ約27㎝
●種類／ドアラ（ホーム）・ドアラ（ビジター）・
ドアラ（ピンク）・シャオロン・パオロン

ハンドパペット80 種類

種類

各￥1,320（税込） CG
●サイズ／約18×23㎝
●種類／ドアラ・ロゴ

マウスパッド87

￥977（税込） CG
●サイズ／約8×21㎝

カーステッカー
ドラゴンズ86

￥1,870（税込） CG
●サイズ／約55㎝

折りたたみ傘
ドラゴンズ88

各￥1,100（税込） CG
●サイズ／約10×6㎝
●種類／シャオロンver・パオロンver

ドアラクリーナー82 種類

ド
ア
ラ
で

い
っ
ぱ
い
♡

各￥1,320（税込） IK
●サイズ／約51×36×24㎝
●カラー／ブルー・ホワイト
●素材／ポリプロピレン

ショッピング
バスケット89 カラー

￥1,650（税込） SG
●サイズ／約5×8.5㎝
●素材／セルロースアセテート

マジェステ
（べっ甲風ドアラ）90

￥948（税込） CG
●サイズ／約12×10㎝

ドアラフェイス
シュシュ93

￥886（税込） CG
●サイズ／約7×10㎝

ドアラの耳
シュシュ92

￥2,750（税込） CG
●サイズ／約25×20㎝

パタパタ
なりきりドアラ94 4241
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https://dragonsshop.info/item/4580031083761.html
https://dragonsshop.info/item/4573151008196.html
https://dragonsshop.info/item/4955584002925.html
https://dragonsshop.info/item/4573151009421.html
https://dragonsshop.info/item/4573151009728.html
https://dragonsshop.info/item/4582500902115.html
https://dragonsshop.info/item/4538980126701.html
https://dragonsshop.info/item/000000003813.html
https://dragonsshop.info/item/000000005246.html
https://dragonsshop.info/item/4573151008189.html
https://dragonsshop.info/item/000000005160.html
https://dragonsshop.info/item/000000003365.html
https://dragonsshop.info/item/4589740197028.html
https://dragonsshop.info/category/CT008_003/?request=siborikomi_search&sort_order=1&item_list_mode=&SEARCH_MAX_ROW_LIST=50&category_cd=CT008_003&keyword=%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF%E3%80%80%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%A9&minPrice=&maxPrice=
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グッズに関する
最新情報はSNSで！

試合前にも後にも！ 平日でも！
ドラゴンズグッズを豊富に品揃え！ ここでしか購入できない限定グッズも販売！

〒461-0048  名古屋市東区矢田南4-102-3
イオンモールナゴヤドーム前
ショッピングセンター内（2F東）

場　　所 10：00～19：00
※野球開催日（ナイトゲーム）は21:00まで営業
※シーズン外は営業時間が変更になりますので、
　ご注意ください。

営業時間 

052-725-6571電話番号 無　休定  休  日 

ドラゴンズショップ ブログ
グッズやショップに関する情報をお知らせ！
http://dragons-shop.at.webry.info

ドラゴンズグッズ公式Twitter
新着情報やグッズに関するいろいろ
（たまに違うことも…)を呟きます。
Follow me♥→ @dragonsgoods

ACCESS MAP

監督・コーチ・選手一覧
TEAM DATA GOODS SHOP INFORMATION

店 舗 情 報

ポジション 背番号 氏　名　
監 督 92 与　田　　　剛
ヘ ッ ド コ ー チ 83 伊　東　　　勤
打 撃 コ ー チ 93 アロンゾ・パウエル
打 撃 コ ー チ 73 栗　原　健　太
巡 回 打 撃 コ ー チ 85 村　上　隆　行
投 手 コ ー チ 74 阿波野　秀　幸
投 手 コ ー チ 84 赤　堀　元　之
バ ッ テ リ ー コ ー チ 80 中　村　武　志
内野守 備走塁コーチ 88 荒　木　雅　博
外野守 備走塁コーチ 89 英智（蔵本英智）
２ 軍 監 督 72 仁　村　　　徹
野 手 総 合 コ ー チ 90 立　石　充　男
打 撃 コ ー チ 71 波　留　敏　夫
投 手 コ ー チ 87 門　倉　　　健
投 手 コ ー チ 86 小笠原　　　孝
投 手 コ ー チ 81 浅　尾　拓　也
バ ッ テ リ ー コ ー チ 75 武　山　真　吾
内野守 備走塁コーチ 76 渡　邉　博　幸
外野守 備走塁コーチ 78 工　藤　隆　人
投 　 手 11 小笠原　慎之介

12 田　島　慎　二

13 橋　本　侑　樹

14 谷　元　圭　介

16 又　吉　克　樹

17 柳　　　裕　也

18 梅　津　晃　大

19 髙　橋　宏　斗

21 岡　田　俊　哉

22 大　野　雄　大

24 福　谷　浩　司

25 佐　藤　　　優

28 森　　　博　人

29 山　井　大　介

33 祖父江　大　輔

34 福　　　敬　登

36 岡　野　祐一郎

38 松　葉　貴　大

40 石　川　　　翔

41 勝　野　昌　慶

42 ランディ・ロサリオ

43 三ツ間　卓　也

46 鈴　木　博　志

47 笠　原　祥太郎

50 清　水　達　也

53 マルク（石田健人マルク）

54 藤　嶋　健　人

59 山　本　拓　実

64 福　島　章　太

65 加　藤　　　翼

67 ジャリエル・ロドリゲス

ポジション 背番号 氏　名　
投 　 手 69 濱　田　達　郎

70 近　藤　　　廉

97 ライデル・マルティネス

98 木　下　雄　介
捕 　 手 27 大　野　奨　太

35 木　下　拓　哉

44 郡　司　裕　也

52 加　藤　匠　馬

57 アリエル・マルティネス

58 石　橋　康　太

68 桂　　　依央利
内 野 手 0 髙　松　　　渡

1 京　田　陽　太

2 石　川　昂　弥

3 高　橋　周　平

5 阿　部　寿　樹

7 根　尾　　　昂

32 石　垣　雅　海

37 三ツ俣　大　樹

45 土　田　龍　空

48 溝　脇　隼　人

55 福　田　永　将

63 堂　上　直　倫

66  ダヤン・ビシエド
外 野 手 4 藤　井　淳　志

6 平　田　良　介

8 大　島　洋　平

9 福　留　孝　介

23 遠　藤　一　星

26 井　領　雅　貴

30 三　好　大　倫

31 渡　辺　　　勝

49 伊　藤　康　祐

51 滝　野　　　要

56 武　田　健　吾

60 岡　林　勇　希

99 マイク・ガーバー
育 成 投 手 201 竹　内　龍　臣

203 上　田　洸太朗

204 丸　山　泰　資

206 松木平　優　太

207 松　田　亘　哲

208 垣　越　建　伸
育 成 捕 手 209 山　下　斐　紹
育 成 内 野 手 205 石　岡　諒　太

210  ルーク・ワカマツ
マ ス コ ッ ト 1994 ド　ア　ラ

1997 シャオロン

2000 パ オ ロ ン

2021年3月31日現在
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● 実際に選手が使用するものは、個々の体型や個性に応じて作ら
れていますが、プロモデル及びオーダーグッズは中日ドラゴンズの
商品として設定された規格に基づいてお作りしています。

● 中日ドラゴンズ在籍監督・コーチ・選手は、P45の一覧表または
中日ドラゴンズ公式ウェブサイトチームデータをご参照ください。

● 背番号・その他広告デザイン等はシーズン途中で変更になる
場合があります。あらかじめご了承ください。

● 中日ドラゴンズ在籍監督・コーチ・選手は全てご注文いただけま
すが、シーズン中にトレード、引退など不測の事態により退団した
場合、ご注文を取り消させていただく場合があります。

● 一部の商品のタグの表示内容は、チーム仕様のものとは異なりま
す。あらかじめご了承ください。 

● 写真と実物の色が多少異なる場合もあります。あらかじめご了承
ください。

プロモデルは、実際にチームが使用するものと同じデザイン、同じ素材、同じ製造工程で、ミズノ株式会社がお作りします。
サイズは指定サイズからお選びください。（実際に選手が使用しているものは、個々の体型や個性に応じて作られています。）

お好みの選手や指定サイズでご注文いただける商品です。
※以下の組み合わせはレプリカユニホーム（P.17）にて7,700円（税込）で販売しています。

プロモデルとは

オーダーユニホームとは

プロモデル・オーダーグッズについて

ホーム・ビジター
京田・石川（昂）・高橋（周）・藤井・阿部・平田・根尾・大島・福留・小笠原・田島・又吉・柳・梅津・高橋（宏）・
大野（雄）・大野（奨）・祖父江・鈴木・笠原・藤嶋・福田・堂上・ビシエド・与田監督・ドアラ

専用のご注文用紙は49ページ

プロモデル・オーダーグッズ専用

お
名
前

ご
住
所

ご
連
絡
先

フリガナ 年齢

才

認印

18歳未満の方は保護者氏名と認印をお願いします。

保護者氏名

FAX番号　　ご注文受取確認FAXをご希望の方のみご記入ください。

フリガナ

電話番号

（　　　）　　  －（　　　）　　  －

〒

都 道

府 県

－

コピー使用可

ご注文日

ご注文期限：2021年11月30日火必着

月　　　　　日FAX注文用紙

下記のご希望商品欄に 印を付けてください。

□自宅　□勤務先　□携帯電話

FAX送信先052-796-1956

プロモデルユニホーム（ホーム）

プロモデルユニホーム（ホーム）
本人サイズ

プロモデルグラウンドコート

プロモデルハーフＺＩＰジャケット

プロモデルフリース

プロモデルユニホーム（ビジター）

プロモデルユニホーム（ビジター）
本人サイズ

プロモデルユニホーム（昇竜）

プロモデルユニホーム（昇竜）
本人サイズ

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

オーダーレプリカユニホーム

プロモデル帽子（ビジター）

プロモデル帽子（ホーム）

プロモデルヘルメット（左打者・右打者）

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

S M L O XO

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サイズ

種　類

サイズ

種　類

S M L O

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

M L O XO 2XO

ホーム

左打者 右打者

ビジター

57㎝ 58㎝55㎝ 56㎝ 61㎝ 62㎝59㎝ 60㎝

57㎝ 58㎝55㎝ 56㎝ 61㎝ 62㎝59㎝ 60㎝

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約45日

受注発注

各￥35,200（税込）

各￥46,200（税込）

各￥35,200（税込）

各￥46,200（税込）

各￥38,500（税込）

各￥49,500（税込）

各￥19,800（税込）

各￥10,450（税込）

各￥13,750（税込）

各￥11,550（税込）

各￥44,000（税込）

各￥22,000（税込）

各￥22,000（税込）

NPBオーセンティックボール（ケース付）
￥3,158（税込）

NPBオーセンティックボール（ケースなし）
￥2,648（税込）

● 記入しきれなかった場合は用紙をコピーしてご利用ください ●

認印認印

7.根尾

7.根尾

7.根尾

注文用紙記入例

■個人情報の取扱いについて／当申込用紙によりお預かりした個人情報（氏名、住所、電話番号等）は、当社の通信販売等での商品の発送、お申込の回答、カタログやDMなどの送付、
中日ドラゴンズの他の商品・サービスのご案内、マーケティング活動、商品・サービスの開発や当社との取引に関する債権管理のために利用します。

プロモデル・オーダーグッズサイズ表
■プロモデルユニホーム（ホーム・ビジター・昇竜）

S

162-168

85-91

身長（㎝）

胸囲（㎝）

M

167-173

89-95

L

172-178

93-99

O

177-183

97-103

XO

182-188

101-107

2XO

187-193

105-111

■オーダーレプリカユニホーム（ホーム・ビジター）
S

162-168

85-91

M

167-173

89-95

L

172-178

93-99

O

177-183

97-103

身長（㎝）

胸囲（㎝）

■プロモデルフリース
M

167-173

89-95

L

172-178

93-99

O

177-183

97-103

XO

182-188

101-107

2XO

187-193

105-111

身長（㎝）

胸囲（㎝）

■プロモデルグラウンドコート
M

167-173

89-95

L

172-178

93-99

O

177-183

97-103

XO

182-188

101-107

2XO

187-193

105-111

身長（㎝）

胸囲（㎝）

■プロモデルハーフZIPジャケット
M

167-173

89-95

L

172-178

93-99

O

177-183

97-103

XO

182-188

101-107

2XO

187-193

105-111

身長（㎝）

胸囲（㎝）

2021年11月30日 必着

公式ウェブサイト https://dragonsshop.info
052-796-1956FAX

ご注文期限

お申し込み先

● 49ページの「プロモデル・オーダーグッズ専用FAX
注文用紙」をご利用ください。

● 右記を参考に赤字部分を記入してください。
● 18歳未満のお客様は必ず保護者の同意（認印）を
お願いします。

● 選手名・背番号は2021年中日ドラゴンズ登録メン
バー（P45参照）からお選びください。選手名および
背番号が無いご注文やご注文時に登録されていない
選手等はお作りできませんのでご注意ください。

ご注文方法

● ご注文の受付後、ご請求書（注文の確認書および
振込先口座）をご連絡します。ご注文内容をご確認の
うえ指定の銀行口座にお振込みください。（振込手数
料をご負担ください。）

お支払い方法

配送梱包料：全国一律880円
※商品代金と別に配送梱包料（全国一律880円）が
かかります。

● ご入金確認後、商品をお作りしお届けいたします。
（商品によって製造日数が異なります。複数商品をご
注文の場合製造日数が一番遅い商品と一緒にお届
けいたします。）

お届けについて

● 完全受注生産商品（ご注文いただいてからの製造）
のため、ご注文（選手名、サイズ等）の際には十分ご
注意ください。ご注文後の変更や返品、交換、返金は
一切お断りしています。また、お客様のご注文間違い
等の場合も同様とさせていただきます。

● ご注文の商品と違う商品をお届けした場合や、汚損、
破損等の初期不良商品は交換いたしますので、商品
到着後1週間以内に電話にてご連絡ください。なお、
初期不良商品の返送料は弊社負担とさせていただき
ますので、ご連絡後、お手数ですが送料着払いにてご
返送ください。

返品・交換・返金について

ご注文について
PRO MODEL & ORDER GOODS
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プロモデル・オーダーグッズ専用

お
名
前

ご
住
所

ご
連
絡
先

フリガナ 年齢

才

認印

18歳未満の方は保護者氏名と認印をお願いします。

保護者氏名

FAX番号　　ご注文受取確認FAXをご希望の方のみご記入ください。

フリガナ

電話番号

（　　　）　　  －（　　　）　　  －

〒

都 道

府 県

－

コピー使用可

ご注文日

ご注文期限：2021年11月30日火必着

月　　　　　日FAX注文用紙

下記のご希望商品欄に 印を付けてください。

□自宅　□勤務先　□携帯電話

FAX送信先052-796-1956

プロモデルユニホーム（ホーム）

プロモデルユニホーム（ホーム）
本人サイズ

プロモデルグラウンドコート

プロモデルハーフＺＩＰジャケット

プロモデルフリース

プロモデルユニホーム（ビジター）

プロモデルユニホーム（ビジター）
本人サイズ

プロモデルユニホーム（昇竜）

プロモデルユニホーム（昇竜）
本人サイズ

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

希
望
数
量

オーダーレプリカユニホーム

プロモデル帽子（ビジター）

プロモデル帽子（ホーム）

プロモデルヘルメット（左打者・右打者）

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

S M L O XO

サ
イ
ズ

S M L O XO 2XO

サイズ

種　類

サイズ

種　類

S M L O

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

背
番
号
・

選
手
名

M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

M L O XO 2XO

サ
イ
ズ

M L O XO 2XO

ホーム

左打者 右打者

ビジター

57㎝ 58㎝55㎝ 56㎝ 61㎝ 62㎝59㎝ 60㎝

57㎝ 58㎝55㎝ 56㎝ 61㎝ 62㎝59㎝ 60㎝

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約60日

受注発注

お届け

約45日

受注発注

各￥35,200（税込）

各￥46,200（税込）

各￥35,200（税込）

各￥46,200（税込）

各￥38,500（税込）

各￥49,500（税込）

各￥19,800（税込）

各￥10,450（税込）

各￥13,750（税込）

各￥11,550（税込）

各￥44,000（税込）

各￥22,000（税込）

各￥22,000（税込）

NPBオーセンティックボール（ケース付）
￥3,158（税込）

NPBオーセンティックボール（ケースなし）
￥2,648（税込）

新入団選手発表新入団選手発表
New Members

氏　　　　　　名

背　　番　　号

生年月日 / 年 齢

出身地（都道府県）

位　　　　　　置

身　　　　　　長

体　　　　　　重

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

背　　番　　号

生年月日 / 年 齢

出身地（都道府県）

位　　　　　　置

身　　　　　　長

体　　　　　　重

ふ　り　が　な

髙橋　宏斗

2002年8月9日/18歳

愛知

投手

185㎝

85㎏

森　博人

1998年5月25日/22歳

愛知

投手

177㎝

80㎏

三好　大倫

1997年9月28日/23歳

香川

外野手

179㎝

82㎏

近藤　廉

1998年9月22日/22歳

東京

投手

180㎝

87㎏

上田　洸太朗

2002年9月6日/18歳

富山

投手

184㎝

95㎏

松木平 優太

2003年2月24日/18歳

大阪

投手

178㎝

70㎏

1 2
たかはし ひろと

みよし ひろのり

もり ひろと

土田　龍空

2002年12月30日/18歳

滋賀

内野手

179㎝

77㎏

3
つちだ りゅうく

福島　章太

2002年10月24日/18歳

岡山

投手

176㎝

88㎏

4
ふくしま しょうた

加藤　翼

2002年12月14日/18歳

岐阜

投手

179㎝

80㎏

5

6 7 8 9

かとう つばさ

こんどう れん うえだ こうたろう まつきひら ゆうた

19 28 45 64 65

30 202(70) 203 206

（年齢/2021年3月31日現在）

5049




