
MLB ROAD SHOW 2018MLB ROAD SHOW 2018
in HIROSHIMA

M A J O R  L E A G U E  B A S E B A L L

旧広島市民球場跡地
(ひろしまフードフェスティバル同時開催)

会場

10月27日 （土） 10:00～1 7 :00
10月28日（日）10:00～16:00

日時

イベントスケジュール
■10/27（土）
●ミズノ・親子グラブ作り教室 
受付時間/10：00～11：00
（インフォメーションにて）
開始/11：00～12：00
（※終了時間は目安です。）

●抽選会①/11：30～12：00

●抽選会②/13：00～13：30

●ゲストトークショー/13：30～14：00

●ゲストファンコンテスト①/14：00～14：30

●抽選会③/15：30～16：00

●ゲストファンコンテスト②/16：00～16：30

●抽選会④/16：30～17：00

■10/28（日）
●ミズノ・親子グラブ作り教室 
受付時間/10：00～11：00
（インフォメーションにて）
開始/11：00～12：00
（※終了時間は目安です。）

●抽選会①/12：00～12：30

●ゲストトークショー/12：30～13：00

●ゲストファンコンテスト①/13：00～13：30

●抽選会②/14：30～15：00

●ゲストファンコンテスト②/15：00～15：30

●抽選会③/15：30～16：00

※イベントスケジュールは、予告無く変更になる
　場合がございます。予め、ご了承ください。

「食」で復興支援！私たちの郷土広島を応援する2日間！

広島城とその周辺及び中央公園にて開催！
2018年10月27日（土）、28日（日）午前10時～午後5時

本チラシを持ってご来場いただいたお客様に、MLBグッズをプレゼントいたします。
イベント会場の特設インフォメーションへお越しください。

各日先着
500
名様

同時開催！

Pre
sent!!Pre
sent!!

日米野球出場予定！
Milwaukee Brewers
クリスチャン・イエリッチ

日米野球出場予定！
St. Louis Cardinals
ヤディアー・モリーナ 日米野球出場予定！

Atlanta Braves
ロナルド・アクーニャJr.

New York Yankees
田中将大 Los Angeles Angels

大谷翔平

Arizona Diamondbacks
平野佳寿



アトラクション
■ ミズノ・バッティングケージ
ピッチングマシンから出た球を打ち
“的”を狙い打つゲーム。一人5スイン
グで何回“的”に当たるかな!?

■ ストラックアウトケージ
投球のコントロールを競うゲーム。
30球団のロゴが“的”になっているよ。
制限時間内に、何球当てられるかな？？
目指せ、パーフェクトピッチ！

■ 日本通運・ティーバッティングケージ
ティーに乗せられた球を打って、
前方の“的”を狙うゲーム。チャン
スは、一人5スイングだよ！

■ MLBモニュメント
MLBロゴのバッターマンと、「M」
「L」「B」の文字に見える巨大なモ
ニュメントが出現。このトリックア
ートを、ぜひ体感しよう！

■ スピードガンチャレンジ
剛腕No.1は誰だ！? 何キロ出せるか、
君もチャレンジ。MLB史上最速は、
なんと時速169km！

■ ベースランニングチャレンジ
1塁から2塁までの距離を全力で
走り抜けるコーナー。MLB選手の
スピードを体感できるよ！

■ VRコーナー
ヘッドセットとスマートフォンを活
用して、ホームランダービーのア
プリを体験できるよ。1分30秒で
何本打てるか。いざ勝負！

■ サイレントトリートメント
メジャー初ホームランを打った大谷選
手に、チームメイトが仕掛けたメジャ
ーお決まりのイタズラを、自分がされ
たかのように写真を撮れるコーナー。
君はどんな表情をする？？

■ MLBフォトスポット
MLB球団のユニフォームやキャッ
プ・バットを身に着けて、自由に写
真撮影。どんな写真が撮れるか、
たくさんチャレンジしてね！

イベント内容

ミズノ体験コーナー

      ミズノ・親子グラブ作り教室

会場のインフォメーションにて参加
受付を行い、応募者多数の場合は
抽選で、親子5組10名様を決定。
ミズノスタッフより丁寧な説明をさせ
ていただきますので、どなた様も安心してご参加ください。

完成したグラブはプレゼントいたします。

ご来場の記念に、
自分で作ったグラブを！

日本通運体験コーナー

日本通運・ティーバッティングケージ

ティーに乗せられた球を打って、前方に
ある“的”を狙うゲーム。止まっている
ボールだと思って、あなどる事なかれ。
ボールの端っこを打ってしまったり、
空振りなんて事もあるからね。
チャンスは一人5スイング、パーフェクト目指してベストスイングだ！

はたして、君は何球
“的“に当てられるかな？

ゲスト トークショー
桑田真澄 ＰＬ学園高校でエースとして活躍し、甲子園

5季連続出場を果たす。1985年、ドラフト1
位で読売巨人軍に入団、2年目の87年に沢村賞を獲得。94年に
最多奪三振王となり、シーズンMVPを獲得。95年6月、試合中に
右肘靭帯断裂の重傷を負うが、トミージョン手術と長期のリハビリ
の末、97年4月に復活。2006年、メジャーリーグ挑戦のため21年
間在籍した巨人軍を退団。07年にピッツバーグ・パイレーツでメ
ジャー初登板を果たす。（ヤンキースタジアム）08年3月に現役を
引退。通算173勝。
　2010年、早稲田大大学院スポーツ科学研究科修士課程を修
了。現役時代から2012年までボーイズリーグ「麻生ジャイアン
ツ」を10年間指導し、2013年からの2年間は東京大学硬式野球
部の臨時コーチとして指導。2011年から2016年まで「特定非営
利活動法人アミーチ・デル・クオーレ」で子どもたちの育成、指導法
の普及活動に励んだ。2016年、東京大学大学院総合文化研究科
を修了し、現在は特任研究員として研究を続けている。その他、野
球解説、評論、執筆活動、講演活動も行っている。
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桑田真澄

何本打てるか。いざ勝負！

ゲスト トークショー

MLB ROAD SHOW 2018
オフィシャルパートナー

イベント内容
MLB ROAD SHOW 2018 in HIROSHIMA

中国放送 後援：広島市　広島市教育委員会

MLB選手使用
ユニフォーム／ヘルメット／グラブなど

MLB 選手使用
キャップ/ユニフォーム/

スパイク/グラブなどアイテム

サインボール
（日米野球、WBC、開幕戦など）

MLB使用ベースなど

MLB選手使用
ユニフォーム／ヘルメット／グラブなど

MLB 選手使用
キャップ/ユニフォーム/

スパイク/グラブなどアイテム

サインボール
（日米野球、WBC、開幕戦など）

MLB使用ベースなど

★MLBミュージアム展示グッズ(一例)★

バージョンアップした「MLBミュージアム」
昨年より大幅にバージョンアップしたMLBミュージアム。
MLBが保有する様々な選手の用具や、WBCをはじめとした大会記念グッズ、サインボ
ールなどのコレクションを惜しげもなく展示。今年は昨年を超える、総数300点（サイン
ボールも含む）ものレアアイテムを集め、展示品の全てが撮影可能で、一部のアイテム
を除き、実際に触れることも可能だ！

昨年より大幅にバージョンアップしたMLBミュージアム。
MLBが保有する様々な選手の用具や、WBCをはじめとした大会記念グッズ、サインボ
ールなどのコレクションを惜しげもなく展示。今年は昨年を超える、総数300点（サイン
ボールも含む）ものレアアイテムを集め、展示品の全てが撮影可能で、一部のアイテム
を除き、実際に触れることも可能だ！

【主催】
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斎藤隆 １９９１年ドラフト１位で大洋ホエールズへ入団。１
年目から先発ローテーションに入り、19９８年に

は１３勝を挙げチーム３８年ぶりの日本一に大きく貢献した。２００６
年、３６歳でロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び、シー
ズン開幕後にメジャー昇格。１５試合連続無失点を記録する等の
大活躍でクローザーの地位を掴み取った。０７年にはオールスター
ゲームに出場し、０９年からボストン・レッドソックス、アトランタ・ブ
レーブス、ミルウォーキー・ブリュワーズ、アリゾナ・ダイヤモンド
バックスでブルペン陣の柱としてチームを支えた。2013年、出身
地の東北楽天ゴールデンイーグルスと契約。20１１年、東日本大
震災を受け地元に野球で恩返しする事を決断し、チーム初の日本
一に大きく貢献。20１５年シーズンを最後に引退。
　20１６年は、サンディエゴ・パドレスにインターンとして所属し、
チーム編成や経営等のフロント業務を学びながら、MLB中継等の
解説を務めた。20１７年からは、パドレスのベースボールオペレー
ションアドバイザー兼パシフィックリムアドバイザーに就任し、
MLB球団の運営、経営に関わる。GMと連携し、チーム編成に関す
るアドバイスや環太平洋地域のスカウティングに加え、若手選手
の育成も担う。
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