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ドーム先行
発売決定！

ドーム先行
発売決定！

アンリアレイジ×オカダ・カズチカ「新作T-SHIRTS & HOODIE」
  詳細はHP、当日の売店でご確認を！
アンリアレイジ×オカダ・カズチカ「新作T-SHIRTS & HOODIE」
  詳細はHP、当日の売店でご確認を！

22番ゲート前売店では、クレジットカード                               　　　     （一括払いのみ）、
交通系電子マネー　　　　 がご利用可能です。

※交通系電子マネーのチャージはできません。
※場内売店では現金支払いのみとなります。
※本カタログの金額表記は全て税込価格です。

・ドーム大会は再入場ができません。選手サイン会は行われません。
　お客様にはご不便をおかけしますが、予めご了承頂けますようお願い申し上げます。
・22番ゲート前場外売店は1日目は「試合終了後30分程度」まで、
　2日目は「18時」までご利用いただけます。
・1F場内グッズ売店ではパンフレット、他数種のみ販売、「19:00」で終了致します。
・商品は十分な量を用意しておりますが、万が一、品切れ・サイズ切れの際はご容赦下さい。

大会に関するご注意

50周年イヤーの闘い初め、鷹木vsオカダ！50周年イヤーの闘い初め、鷹木vsオカダ！

帝国再結集！ オスプレイ、-O-カーン、コブが揃い踏み！帝国再結集！ オスプレイ、-O-カーン、コブが揃い踏み！

パンフレット、大会記念グッズ3種も要チェック！パンフレット、大会記念グッズ3種も要チェック！

●鷹木信悟「RAMPAGE DRAGON」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●鷹木信悟「RAMPAGE DRAGON」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●鷹木信悟
　「BURNING RAMPAGE DRAGON」マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●鷹木信悟
　「BURNING RAMPAGE DRAGON」マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念 マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000
●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念 マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●オカダ・カズチカ
　「OKADA 2021」マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●オカダ・カズチカ
　「OKADA 2021」マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●鷹木信悟
　「RAMPAGE DRAGON ～RYU-KON～」Tシャツ
　（M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●鷹木信悟
　「RAMPAGE DRAGON ～RYU-KON～」Tシャツ
　（M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●KAZUCHIKA OKADA 
RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY T-SHIRTS 

　#BLACK（M,L,XL）・・・￥8,000

●KAZUCHIKA OKADA 
RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY T-SHIRTS 

　#BLACK（M,L,XL）・・・￥8,000
●KAZUCHIKA OKADA 
RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY HOODIE 

　#WHITE（M,L,XL）・・・￥12,000

●KAZUCHIKA OKADA 
RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY HOODIE 

　#WHITE（M,L,XL）・・・￥12,000

●ウィル・オスプレイ ピクチャーTシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,500
●ウィル・オスプレイ ピクチャーTシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,500

●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念 Tシャツ
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000
●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念 Tシャツ
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念
　SOUL SPORTS Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,500

●WRESTLE KINGDOM 16 大会記念
　SOUL SPORTS Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,500

●ジェフ・コブ「HATCHET」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000
●ジェフ・コブ「HATCHET」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●グレート-O-カーン
　絵ーカーンTシャツ Mk-II
　～モンゴリアンの構え～
　（M,L,XL）・・・￥3,000
　※バック面のデザインはございません。

●グレート-O-カーン
　絵ーカーンTシャツ Mk-II
　～モンゴリアンの構え～
　（M,L,XL）・・・￥3,000
　※バック面のデザインはございません。

●グレート-O-カーン
　絵ーカーンパーカー vol.3
　～遣幻使、幻想郷の追求者～
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●グレート-O-カーン
　絵ーカーンパーカー vol.3
　～遣幻使、幻想郷の追求者～
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●UNITED EMPIRE パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000
●UNITED EMPIRE パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●WRESTLE KINGDOM 16 
　in 東京ドーム パンフレット・・・￥2,000
●WRESTLE KINGDOM 16 
　in 東京ドーム パンフレット・・・￥2,000

●2022年 新日本プロレスカレンダー
　・・・￥1,500
　※B3サイズ・表紙含む13枚

●2022年 新日本プロレスカレンダー
　・・・￥1,500
　※B3サイズ・表紙含む13枚

©’梶原一騎・辻なおき／講談社©’梶原一騎・辻なおき／講談社

では、クレジットカード                               　　　     

東京ドーム大会
NEW JAPAN PRO-WRESTLINGORIGINAL GOODSORIGINAL GOODS



宿命の対決！ エル・デスペラードvs高橋ヒロム！宿命の対決！ エル・デスペラードvs高橋ヒロム！

内藤哲也、SANADAの新作アイテムはコチラ！内藤哲也、SANADAの新作アイテムはコチラ！

L・I・Jグッズで心を燃やせ！L・I・Jグッズで心を燃やせ！

●内藤哲也
　「ESTOY LISTO」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●内藤哲也
　「ESTOY LISTO」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●L・I・J
　「Camarada」Tシャツ（ブラック×レッド）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●L・I・J
　「Camarada」Tシャツ（ブラック×レッド）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●L・I・J「dotswrestler」Tシャツ（レッド）
　（M,L,XL）・・・￥3,500
●L・I・J「dotswrestler」Tシャツ（レッド）
　（M,L,XL）・・・￥3,500

●BUSHI
　「Jetblack Deathmask」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●BUSHI
　「Jetblack Deathmask」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE TEE（SANADA）
　（M,L,XL）・・・￥3,000
●FINISHING MOVE TEE（SANADA）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●高橋ヒロム イラスト スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●高橋ヒロム イラスト スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●内藤哲也「CORRIENDO」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●内藤哲也「CORRIENDO」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●L・I・J「Camarada」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●L・I・J「Camarada」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●Almas de L・I・J スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●Almas de L・I・J スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE SPORTS TOWEL
　（SANADA）
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE SPORTS TOWEL
　（SANADA）
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●エル・デスペラード マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000
●エル・デスペラード マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,000

●内藤哲也
　「ESTOY LISTO」パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●内藤哲也
　「ESTOY LISTO」パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●L・I・J
　「dotswrestler」ver.2プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,500

●L・I・J
　「dotswrestler」ver.2プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,500

●L・I・J
　「Camarada」パーカー（グレー×ホワイト）
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●L・I・J
　「Camarada」パーカー（グレー×ホワイト）
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●エル・デスペラード
　「ESTILO MEXICANO」プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●エル・デスペラード
　「ESTILO MEXICANO」プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●高橋ヒロム イラスト ロングスリーブ
　（M,L,XL）・・・￥3,600
●高橋ヒロム イラスト ロングスリーブ
　（M,L,XL）・・・￥3,600

●エル・デスペラード×
　ROLLING CRADLE コラボTシャツ
　（M,L,XL）・・・￥4,000

●エル・デスペラード×
　ROLLING CRADLE コラボTシャツ
　（M,L,XL）・・・￥4,000



KENTAvs棚橋、危険なUS選手権！KENTAvs棚橋、危険なUS選手権！

2021年のベルト戦線を盛り上げた実力者たち！2021年のベルト戦線を盛り上げた実力者たち！

会場では"新しい観戦様式"で存分にお楽しみください！会場では"新しい観戦様式"で存分にお楽しみください！

●棚橋弘至
　「NEXT STAGE IN NEAR FUTURE」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●棚橋弘至
　「NEXT STAGE IN NEAR FUTURE」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●ライオンマーク JPNスポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●ライオンマーク JPNスポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●チャンピオンベルトストラップ
　（IWGP世界ヘビー級、4代目IWGPヘビー）
　・・・各￥2,000

●チャンピオンベルトストラップ
　（IWGP世界ヘビー級、4代目IWGPヘビー）
　・・・各￥2,000

●タイチ&ザック・セイバーJr.
　「DANGEROUS TEKKERS」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●タイチ&ザック・セイバーJr.
　「DANGEROUS TEKKERS」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●ライオンマーク エンブレム刺繍 マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,200
●ライオンマーク エンブレム刺繍 マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,200

●KENTA
　「FANG LIVES SWEAT PARKA」（BLACK）
　（M,L,XL,2XL）・・・￥9,000

●KENTA
　「FANG LIVES SWEAT PARKA」（BLACK）
　（M,L,XL,2XL）・・・￥9,000

●BULLET CLUB
　「RING FORCE」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●BULLET CLUB
　「RING FORCE」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●タイチ&ザック・セイバーJr.
　「DT TAG PRIDE」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●タイチ&ザック・セイバーJr.
　「DT TAG PRIDE」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE TEE
　（後藤洋央紀&YOSHI-HASHI）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE TEE
　（後藤洋央紀&YOSHI-HASHI）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●SHO「snakebite」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●SHO「snakebite」Tシャツ
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●EVIL
　「DARKNESS SCORPION」Tシャツ
　（ホワイトボックス）
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●EVIL
　「DARKNESS SCORPION」Tシャツ
　（ホワイトボックス）
　（M,L,XL）・・・￥3,000
※バック面のデザインはございません。

●FINISHING MOVE TEE（石井智宏）
　（M,L,XL）・・・￥3,000
●FINISHING MOVE TEE（石井智宏）
　（M,L,XL）・・・￥3,000

●矢野通×波達 コラボTシャツ「MUSASHI」
　（M,L,XL）・・・￥3,900
●矢野通×波達 コラボTシャツ「MUSASHI」
　（M,L,XL）・・・￥3,900

●BULLET CLUB
　「RING FORCE」パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●BULLET CLUB
　「RING FORCE」パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●ライオンマーク パーカー
　（50th Ver./ネイビー）
　（M,L,XL）・・・￥5,500

●ライオンマーク パーカー
　（50th Ver./ネイビー）
　（M,L,XL）・・・￥5,500

●HOUSE OF TORTURE
　パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●HOUSE OF TORTURE
　パーカー
　（M,L,XL）・・・￥6,000

●棚橋弘至
　「TOP OF THE ACE」プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥7,000
※バック面のデザインはございません。

●棚橋弘至
　「TOP OF THE ACE」プルオーバーパーカー
　（M,L,XL）・・・￥7,000
※バック面のデザインはございません。

●応援クリアツインバット
　（鷹木、オカダ、内藤、CHAOS、BC、L・I・J）
　・・・各￥1,000

●応援クリアツインバット
　（鷹木、オカダ、内藤、CHAOS、BC、L・I・J）
　・・・各￥1,000

※手に持って応援する際は、周りのお客様の目線に
　かかりますので、顔より上の位置にあげたり、
　振り回さないでください。

※手に持って応援する際は、周りのお客様の目線に
　かかりますので、顔より上の位置にあげたり、
　振り回さないでください。


