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アンリアレイジコラボ新作、会場先行発売！アンリアレイジコラボ新作、会場先行発売！

※本カタログの金額表記は全て税込価格です。
※カタログ掲載商品に関して、品切れ・サイズ切れの際はご容赦ください。
※会場グッズ売店では特別販売アイテムや選手持込アイテムなど、カタログに掲載していない商品も取扱い中です。お気軽に売店スタッフまでお尋ねください。

プロレスのチカラ！ 対抗戦&大会記念グッズ！プロレスのチカラ！ 対抗戦&大会記念グッズ！

オカダ・カズチカ、棚橋弘至のグッズはコチラ！オカダ・カズチカ、棚橋弘至のグッズはコチラ！

L・I・Jのプロレス、お見せします！L・I・Jのプロレス、お見せします！

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

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

●広島東洋カープ × 内藤哲也
　Carp de JAPON キャップ
　（ブラック×レッド）・・・￥4,000　※ワンサイズ

●広島東洋カープ × 内藤哲也
　Carp de JAPON キャップ
　（ブラック×レッド）・・・￥4,000　※ワンサイズ

●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

●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

●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

●WK16大会記念 NJPW vs NOAH マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,200
●WK16大会記念 NJPW vs NOAH マフラータオル
　（20cm×110cm）・・・￥2,200

●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
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

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

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

●KAZUCHIKA OKADA 
　RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY T-SHIRTS 
　#BLACK（S,M,L,XL,XXL）・・・￥8,000
●KAZUCHIKA OKADA 
　RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY HOODIE 
　#WHITE（S,M,L,XL）・・・￥12,000

●KAZUCHIKA OKADA 
　RAINMAKER IN NEW JAPAN PRO-WRESTLING HISTORY HOODIE 
　#WHITE（S,M,L,XL）・・・￥12,000

●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 Tシャツ
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●WK16大会記念 
　NJPW vs NOAH Tシャツ
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,300

●WK16大会記念 
　NJPW vs NOAH Tシャツ
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,300

●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

●棚橋弘至
　「NEXT STAGE IN NEAR FUTURE」
　Tシャツ（ブラック）
　（XS,S,M,L,XL）・・・￥3,000
　※バック面のデザインはございません。

●棚橋弘至
　「NEXT STAGE IN NEAR FUTURE」
　Tシャツ（ブラック）
　（XS,S,M,L,XL）・・・￥3,000
　※バック面のデザインはございません。

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

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

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

●WRESTLE KINGDOM 16 
　in 横浜アリーナ パンフレット・・・￥1,500
●WRESTLE KINGDOM 16 
　in 横浜アリーナ パンフレット・・・￥1,500
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WRESTLE KINGDOM 16 in 横浜アリーナ
NEW JAPAN PRO-WRESTLINGORIGINAL GOODSORIGINAL GOODS



SAMPLESAMPLE

GOODSGOODS

TOWELTOWEL

●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

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

●BULLET CLUB 「EST.2013」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●BULLET CLUB 「EST.2013」スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000

●ザック・セイバーJr.　スポーツタオル
　（40cm×110cm）・・・￥3,000
●ザック・セイバーJr.　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
●高橋ヒロム イラスト 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

●エコバッグ
　BULLET CLUB（ブラック）
　L・I・J（グレー）
　・・・各￥1,000

●エコバッグ
　BULLET CLUB（ブラック）
　L・I・J（グレー）
　・・・各￥1,000

●オリジナルラベルボトルウォーター
　（ライオン、CHAOS、BC、UE、L・I・J）
　1本・・・各￥300
　20本ケース・・・各￥6,000

●オリジナルラベルボトルウォーター
　（ライオン、CHAOS、BC、UE、L・I・J）
　1本・・・各￥300
　20本ケース・・・各￥6,000●マグネット付きぬいぐるみ「ぴょんすけ」

　・・・各￥2,500
●マグネット付きぬいぐるみ「ぴょんすけ」
　・・・各￥2,500

●高橋ヒロム×ノーズミント
　・・・￥500
●高橋ヒロム×ノーズミント
　・・・￥500

●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

●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

●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

●応援クリアツインバット
　（オカダ、内藤、ヒロム、デスペラード、CHAOS、BC）
　・・・各￥1,000

●応援クリアツインバット
　（オカダ、内藤、ヒロム、デスペラード、CHAOS、BC）
　・・・各￥1,000

●ライオンマーク 不織布マスク 個包装10枚入り
　（おとな普通、おとな小さめ）
　・・・各￥500

●ライオンマーク 不織布マスク 個包装10枚入り
　（おとな普通、おとな小さめ）
　・・・各￥500

※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。



T-SHIRT & HOODIET-SHIRT & HOODIE

●ライオン スクエアTシャツ（ホワイト）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000
●ライオン スクエアTシャツ（ホワイト）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

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

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

●FINISHING MOVE TEE
　（天山広吉&小島聡）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●FINISHING MOVE TEE
　（天山広吉&小島聡）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●田口隆祐「dotswrestler」Tシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,500
●田口隆祐「dotswrestler」Tシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,500

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

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

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

●タイチ イラストTシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,000
●タイチ イラストTシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,000

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

●金丸義信 イラストTシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,000
●金丸義信 イラストTシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,000

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

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

●石森太二
　「BONE SOLDIER CLUB」Tシャツ
　（2021）（S,M,L,XL）・・・￥3,000

●石森太二
　「BONE SOLDIER CLUB」Tシャツ
　（2021）（S,M,L,XL）・・・￥3,000

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

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

●L・I・J「Camarada」Tシャツ（レッド）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000
●L・I・J「Camarada」Tシャツ（レッド）
　（S,M,L,XL,XXL）・・・￥3,000

●Almas de L・I・J パーカー
　（S,M,L,XL）・・・￥6,000
●Almas de L・I・J パーカー
　（S,M,L,XL）・・・￥6,000

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

●BUSHI「dotswrestler」Tシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,500
●BUSHI「dotswrestler」Tシャツ
　（S,M,L,XL）・・・￥3,500

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

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


