
  

 

 

 

 

 

 

２０２２年１１月７日 

 
 

 

 

  

３年ぶりに開催が決定！ 

「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」 
～阪神甲子園球場で、新年会や同窓会、OB会、少年野球の卒団式で楽しい思い出を～ 

 

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及び甲子園歴史館

では、２０１１年からオフシーズンに開催している「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」を、３年ぶりに開催

するとともに、１１月８日（火）から予約受付を開始します。 

 

これは、リニューアルした甲子園歴史館の入館、阪神甲子園球場内の見学や体験に加え、普段は入ることが

できない球場内の「プレミアムラウンジ」又は外野エリアに新たに誕生した「docomo LOUNGE KOSHIEN」

で飲食をしていただき、新年会や同窓会など、大切な会合での思い出づくりをしていただくというもので、こ

れまで多くの方々にご利用いただいています。 

 

本プランは、３塁側ベンチやブルペンなどを見学できるスタジアムツアーと「プレミアムラウンジ」や

「docomo LOUNGE KOSHIEN」での飲食で構成する「基本プラン」のほか、１塁側ベンチの見学、食事内容

のグレードアップなど、内容を充実させた「満喫プラン」、更に、阪神甲子園球場で野球をしているかのような

体験ができるバーチャルバッティングセンター“BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN”の貸切

利用が付いた「野球満喫プラン」があります。 

 

他にも、オプションサービスとして同窓会の団体に人気の「ウェルカムビジョン」、「校歌斉唱プラン」、野球

団体のお客さま向けにオリジナルで作成できる「ユニフォームキーホルダー」など、様々なニーズにお応えで

きるプランをご用意しておりますので、是非、ご利用ください。 

本プランの概要は、次のとおりです。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 スタジアムツアー（イメージ） プレミアムラウンジ等での食事（イメージ） 



【「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」概要】 

 
１ 開催日程 

２０２３年１月１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、２２日（日）、２８日（土）、２９日（日）、 

２月１１日（土・祝）、１２日（日）、１８日（土）、１９日（日） 

以上１０日 

※上記の日程で、１日２団体程度を先着順で受け付けます。 

※上記の日程以外でのご利用をご希望の場合は、ご相談ください。 

※申込みは、各実施日の１５日前までとなります。 

 

２ プランの種類及び内容 

（金額は全て税込み、下線部は基本プランとの違いです。） 

種類 基本プラン 
ツアー・食事グレードアップ！ 

「満喫プラン」 

ツアーに加えて、バーチャルバッ
ティングも！ 

「野球満喫プラン」 

内容 

① スタジアムツアー 
３塁ベンチ、３塁ロッカー、
３塁ブルペン  ほか 

  
② ご飲食（ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ又は
docomo LOUNGE KOSHIEN） 

 
③ 甲子園歴史館の入館 
  後日利用も可（２０２３年
３月３１日まで利用可能な入
館券をお渡しします。） 

 
＜食事＞ 
オードブルやサラダ、メイン

料理など、バラエティ豊かな食
事をビュッフェ形式で提供しま
す。 
＜ドリンク＞ 
瓶ビール、焼酎、チューハ

イ、ソフトドリンクなどが飲み
放題です。 
※アルコール飲料のラストオー 
ダーは終了３０分前まで 

 

① スタジアムツアー 
１塁ベンチ、１塁ロッカー、１塁
ブルペン ほか 

    
② ご飲食（ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ又は docomo 

LOUNGE KOSHIEN） 
 
③ 甲子園歴史館の入館 
  後日利用も可（２０２３年３月３
１日まで利用可能な入館券をお渡し
します）。 

 
＜食事＞ 
 基本プランに比べ、食事のグレード
がアップします。 
※詳細は次ページをご覧下さい。 
＜ドリンク＞ 
瓶ビール、焼酎、チューハイ、ソフ

トドリンクなどが飲み放題です。 
※アルコール飲料のラストオーダーは 
終了３０分前まで 

 

① スタジアムツアー 
３塁ベンチ、３塁ロッカー、３
塁ブルペンほか 

 
② ご飲食（ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ又は docomo 

LOUNGE KOSHIEN） 
＜食事＞ 
幅広いお客様にお楽しみいただけ

る料理を中心にボリュームある内容
に。 
＜ドリンク＞ 
ソフトドリンクが飲み放題です。 

 ※アルコールの飲み放題希望の場
合、別途１,５００円/１名で追
加が可能です（大人の方全員適
用となります。）。 

 
③ 甲子園歴史館の入館 

後日利用も可（２０２３年３月
３１日まで利用可能な入館券をお
渡しします。） 

 
④ バーチャルバッティングセン

ター「BE-STADIUM KOSHIEN 
supported by STAND IN」 
の１時間貸切利用付き 

  ※バッティング、ピッチングな
どを時間内で自由にお楽しみ
いただけます。 

 

所要 
時間 

① スタジアムツアー   ：約１時間 
② 飲食               ：最大２時間 
③ 歴史館入館          ：約１時間（後日入館も可、２０２３年３月３１日まで） 
④ BE-STADIUM KOSHIEN ：約 1時間（野球満喫プランのみ） 

時間
帯 

（１）１１時～１４時、（２）１５時～１８時のいずれかの時間帯となります。 
※上記の時間には、スタジアムツアー、飲食の時間が含まれます（甲子園歴史館の入館時間は除く。）。 
※野球満喫プランの場合、（１）９時～１４時 （２）１４時～１８時のいずれかの時間帯となります。 
※当日の甲子園歴史館の見学は、１０時から１７時までです。 

人数 ３０名以上、８０名以下 ※野球満喫プランは６０名以下 ※その他の人数の場合は、別途ご相談ください。 

 
 
料金 
 

お一人さま 
大人  ６,０００円 
高校生 ４,８００円 
子ども ４,５００円 

（４歳～中学生） 

お一人さま 
 大人  ８,０００円 
 高校生 ５,８００円 
子ども ５,５００円 

（４歳～中学生） 

お一人さま 
 大人  ５,０００円 
 高校生 ４,８００円 
子ども ４,０００円 

（４歳～中学生） 

※スタジアムツアー参加料、甲子園歴史館入館料、ご飲食料、会場費を含みます。 
※お支払いについて、甲子園歴史館受付及び飲食会場受付での２か所でのご精算となります。 



オ
プ
シ
ョ
ン 

 「ウェルカムビジョン」 
 スタジアムツアー中、阪神甲子園球場のスコアボードに団体名を映し出します。フレームデザインは８種類ござ
います。 
 料金：１２,０００円 
 ※スタジアムツアー中のいずれかの場所で表示いたします（場所は指定できません。）。 

「校歌斉唱プラン」 
 同窓会の団体さまの場合、母校の校歌を阪神甲子園球場で斉唱することができます。 

料金：１２,０００円 

※音源を事前にご準備いただき、球場へ納品ください。 

※天候等の状況によっては、グラウンドでの校歌斉唱ができない場合がございます。 
※ウェルカムビジョンとセットでお申込みいただきますと、セット料金２０,０００円となります。 

「オリジナルユニフォームキーホルダー」 
 ここでしか作れないオリジナルユニフォームキーホルダーがご注文可能です。 
 料金：８００円/１個 
 ※１５個以上からご注文可能です。 
 ※ユニフォーム画像をご提供ください。 

「オリジナルグッズ」 
ご利用団体の皆さまは、食事会場で取り扱っているオリジナルグッズをご購入いただけます。 
 料金：ジャガードタオルハンカチ：６５０円 
    Ｖメガバット：８８０円 
    ※商品は一例です。売切れの場合もございます。 

 

（注）スタジアムツアーは、プランによりコースが異なります。 

なお、グラウンドの工事など状況によりコース内容を変更する場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。また、グラウンドをご利用いただくことはできません。 

（注）食事会場（プレミアムラウンジ又は docomo LOUNGE KOSHIEN）はお選びいただけません。 

（注）野球満喫プランをご希望の団体は、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN の注意事項に同意をお

願いいたします。また、人数によりご参加者全員が全てのアトラクションを体験できない場合がありま

す。予めご了承ください。 

〈注意事項〉 

・保護者の方は低学年のお子様から目を離さないでください。 

・安全上のルール、スタッフの指示に従わない方は体験できません。また、掲示してあるルール（注

意事項)、スタッフの指示等に従わないことに起因する事故に関しては一切の責任を負いかねます。 

・場内での転倒やケガなどに関しては責任を負いかねますので、くれぐれもご注意ください。 

・アルコール摂取後はプレーすることができません。予めご了承ください。 

・盲導犬・介護犬を除き、ペットを連れての入場はお断りいたします。 

・当店のバット以外の使用はお断りさせていただきます。 

 

○食事内容（例） ※次のメニューは一例です。日程により内容が異なる場合がございます。 

〈基本プラン〉 〈満喫プラン〉 

・タンドリーチキン ・オージービーフサーロイン肉のロティ 

・旬魚料理 ・旬魚の白ワイン蒸し 

・スモークサーモン ・まぐろのカルパッチョ～サラダ仕立て～ 

・紅茶鴨とスパイシーミートテリーヌの盛合せ   ・りんごのコンポートと生ハムのマリネ 

・鶏の香味揚げ・フライ盛合せ ・紅茶鴨とスパイシーミートテリーヌの盛合せ 

・旬彩のスパゲッティ              ・鶏の香味揚げ・フライ盛合せ 

・ミックスサンドウィッチ ・スパゲッティ・ポモドーロ 

・ミックスサラダ ・ピッツァ・アラモード 

・季節のカットケーキ ・季節のサラダ 

・甲子園カレー ・季節のカットケーキ・フルーツ盛合せ 

                        ・甲子園カレー 

【飲み放題】 【飲み放題】 

瓶ビール、焼酎、チューハイ、ワイン 瓶ビール、焼酎、チューハイ、ワイン 

日本酒、ウイスキー、ソフトドリンク など 日本酒、ウイスキー、ソフトドリンク など 

 

 



〈野球満喫プラン〉 

・ミニハンバーグ 

・グリルソーセージ 

・ポテトフライ 

・鶏のから揚げ 

・ミートスパゲッティ 

・ミックスサンドウィッチ 

・ポテトサラダ 

・季節のフルーツ盛合せ 

・甲子園カレー 

【飲み放題】 

 ソフトドリンク  

  ※別途、１,５００円（税込）/１名でアルコール飲み放題に変更可能。 

 

 ※食事は、食べ放題ではありません。ビュッフェ形式で、申込みの人数に応じて提供します。 

  

〇オプション（一例） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    校歌斉唱プラン（イメージ）            オリジナルグッズ（一例） 

   

３ 予約先 

 甲子園歴史館 

【予約受付開始】 

１１月８日（火）１０：００～  

※先着順での受付となります。 

【予約方法】 

 甲子園歴史館ホームページからお申込みください。 

 ホームページ：https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/ 

【球宴プランに関するお問合せ】 

電話番号：０７９８－４９－４５０９ 

時  間：１０：００～１８：００ 

休 館 日：月曜日（祝日・試合開催日は除く。）、 

年末年始（２０２２年１２月２６日（月）～２０２３年１月３日（火））、 

メンテナンス休館（２０２３年１月３０日（月）～２月８日（水）） 

 
以 上 

 

 

 

満喫プラン（食事イメージ） 

https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/

