
Variety goods 【Q&Q SmileSolar】

黄金期をモチーフにした
ホワイト×ブルーのカラー。
文字盤には懐かしい
レオマークをデザイン。

レジェンドブルーを基調に
イニシャルマークや

「WE ARE ONE」をあしらった
新時代を象徴するデザイン。

耐水性の背番号シールが付属。
バンド部に好きな背番号を貼りつけ
推しの選手をアピールできます。

69652商品番号： ¥ 6,600（税込）

ライオンズ × Q&Q Smile Solar　
ネイビー・ホワイト×スカイブルー

この時計を手にする人誰もが、かっこよく、おしゃれを楽しんで、笑顔になって欲しいと、

リング状のソーラーセルを2時～10時位置の文字板外周に「笑顔」のように配置した

「Q&Q　SmileSolar」シリーズ。光発電を使って充電するためメンテナンス不要、太陽光は

もちろん室内の灯りでフル充電すると約3.5ヶ月動き続けます。ファッション性の高いデザインと

バリエーションの豊富さで世界中にコレクターがいる人気のカジュアルウォッチに、埼玉

西武ライオンズとの限定コラボレーションモデルが登場しました。

幸福な時を、
地上のすべての人に｡
シチズン時計（株）「Q&Q SmileSolar」× Lions  

4月下旬発売予定
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Variety goods 【Leisure】

獅子スタイルでスコアアップ！
ライオンズオリジナルゴルフグッズ

シューズ専用ポケット付き

使いやすい3段タイプの仕切り

70333商品番号： ¥ 36,300（税込）
キャディーバッグ WH/RD/BL

70335商品番号： ¥ 2,970（税込）
シューズケース

70334商品番号： ¥ 8,800（税込）
トートバッグ

70338商品番号： ¥ 2,750（税込）

パターカバー ネオマレットタイプ
（ホワイト）

70337商品番号： ¥ 2,750（税込）

パターカバーブレード/
マレット兼用（ホワイト）

65869商品番号： ¥ 9,900（税込）
ボストンバッグ（ホワイト）

61392商品番号： ¥ 1,320（税込）
ゴルフグローブ

61373商品番号： ¥ 1,540（税込）
クリップマーカー

61374商品番号： ¥ 1,320（税込）
ゴルフボール 6個入り（ハーフダース）

70336商品番号： ¥ 2,970（税込）
マルチホルダー

Variety goods 【ゴルフ・ルアー】

70263商品番号： ¥ 4,180（税込）

[NEW ERA]
ヘッドカバー ネイビー

ティー収納ポケット付き

プライマリーマーク（光沢） ユニフォーム

56383商品番号：

¥ 3,460（税込）

ライオンズ×Heddon
BIGBUD（ルアー） 釣り好きに激推し！

アメリカンブランドの
高性能バスルアー

HEDDON BIG BUD
アメリカのルアーメーカー「HEDDON」の名
作ルアー。浮力の強いリップ付きの丸い
ボディーにテールのブレードが特徴で、多
くのバスアングラーから支持を得ている。

レオ

プライマリーマーク
（つや消し）

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

5月中旬発売予定

71 GOODS CATALOG 2020SAITAMA SEIBU LIONS



Variety goods 【シバフル・カー用品】

69665商品番号： ¥ 690（税込）
シバフルコースター （スクエア）

ライオンズ愛を愛車でもアピール！
デザイン＆機能充実のカー用品

クセになる心地よい手ざわり！
「Shibaful」とライオンズのコラボレーショングッズ

60335商品番号： ¥ 1,630（税込）
カーサンシェード

54833商品番号： ¥ 2,750（税込）
バイザーポケット

36585商品番号：

¥ 750（税込）

カーステッカー
（ワードマーク）
ゴールド・シルバー・ピンク

54147商品番号： ¥ 820（税込）

カーステッカー（プライマリーマーク）
ゴールド・シルバー・ピンク

65504商品番号：

¥ 820（税込）

ビクトリーエンブレム
カーステッカー

70074商品番号： ¥ 1,000（税込）

カーサイン
YOUNG LIONS IN CAR・ドライブレコーダー録画中

70461商品番号： ¥ 1,980（税込）

リボンマグネット
プライマリーマーク・WE ARE ONE・レオ

69667商品番号： ¥ 690（税込）
シバフルコースター （サークル）

ワードマーク

レオ

ライナ

70周年ロゴ

インテリアにも
スマホスタンドにも

バッチリ！

レオマーク

イニシャルマーク70周年ロゴ

69669商品番号： ¥ 2,200（税込）
シバフル ICカードケース

69670商品番号： ¥ 3,850（税込）
シバフル マルチスマホケース

69671商品番号： ¥ 3,850（税込）
シバフル iPhoneケース

69673商品番号： ¥ 1,500（税込）

シバフル マルチスタンド
70周年ロゴ・レオ・ライナ

64902商品番号： ¥ 2,200（税込）
シバフルブックカバーシバフルブックカバー

64905商品番号： ¥ 3,300（税込）
シバフルリサイクルレザーカードケース

64906商品番号： ¥ 3,300（税込）
シバフルリサイクルレザーペンケース

64904商品番号： ¥ 3,300（税込）
シバフルランチトート

スマホを縦
に

スライドす
ることで

カメラ撮影
ができます

。

伸縮可能な
リールキー付き！

ドライブレコーダー録画中YOUNG LIONS IN CARプライマリーマーク WE ARE ONE レオ
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プライマリーマーク レオマーク
イニシャルマーク

ネイビー ×ドット

ブルー

ブラック

ネイビー

プライマリーマーク イニシャルマーク

暗い場所では、バックライトに
ワードマークが浮かび上がります。

レオマーク

中面

レッド イエロー

裏面

ネイビー ×スター

スカイブルー ×チェック

レッド ×レジメンタル

グリーン ×チェック

ビクトリーエンブレム 70周年ロゴ

ライオンズ珠玉の大人アイテム
違いのわかるオトナのための

69792商品番号：

¥ 2,640（税込）

レザーキーリング

69863商品番号： ¥ 3,850（税込）
本革製キーケース

69811商品番号： ¥ 1,600（税込）
合皮IDカードケース 69810商品番号：

¥ 3,300（税込）

合皮ICパスケース
ブルー・ブラック

66126商品番号： ¥ 3,870（税込）
ライオンズ ネクタイピン

69876商品番号： ¥ 7,940（税込）

レザー名刺ケース
イニシャルマーク

69865商品番号： ¥ 4,500（税込）
本革製ペンケース

69864商品番号： ¥ 6,600（税込）

本革製ラウンドジップ
コインケース

69860商品番号： ¥ 1,430（税込）
本革製キーホルダー

67662商品番号：

¥ 16,500（税込）

CASIO G-SHOCK
WE ARE ONEモデル

Variety goods 【大人向けアイテム】

69881商品番号：

¥ 3,850（税込）

ライオンズ
ネクタイ

6月上旬発売予定

6月上旬発売予定
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レオかライナを
選んで作れる！

19568商品番号： ¥ 950（税込）
サインボール

19574商品番号：

¥ 700（税込）

サインボールケース
19567商品番号：

¥ 600（税込）

ロゴボール

54164商品番号： ¥ 710（税込）

ベースボールカード
ホルダー

36589商品番号：

¥ 200（税込）

ライオンズライター

69439商品番号：

¥ 2,500（税込）

御朱印帳

69431商品番号： ¥ 7,150（税込）

ライオンズ
オリタタミコンテナ      

64994商品番号：

¥ 3,050（税込）

折りたたみ
ストレージボックス

70128商品番号：

¥ 2,500（税込）

ライオンズラジオ

69660商品番号： ¥ 2,200（税込）

【エポック社】
ジグソーパズル （300ピース）

69659商品番号： ¥ 1,200（税込）

【エポック社】
アクアビーズ レオ/ライナ

70466商品番号： ¥ 1,650（税込）
ライオンズ ヨーヨー

70467商品番号：

¥ 1,100（税込）

ライオンズ
こま

Variety goods 【記念品・おもちゃ】
部屋にも飾りやすい定番人気の記念品！

優勝祈願も兼ねて
神社や寺院
ご朱印めぐりへGO!

裏面

コンパクトに出来るので
収納に便利！

展開背番号展開背番号
1・3・5・6・7・10・11
13・16・54・60・61

展開背番号展開背番号
1・3・6・7・10

合成

32752商品番号： ¥ 440（税込）

【エポック社】
9ポケットシート（12枚入り）

32751商品番号： ¥ 1,980（税込）

【エポック社】
プロ野球カードバインダー

思い出とコレクションを収めるアイテム

70468商品番号：

¥ 2,970（税込）

ライオンズ
けん玉

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定

※こちらの商品は通信
販売対象外とさせてい
ただきます。

7 金子

1 栗山 3 山川 6 源田 10 森
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Variety goods 【日用品】

展開背番号展開背番号
1・2・3・5・6
7・10・11・16
25・60・99

ホーム

レオ

ロゴ

復刻黄金期 ワードマーク 西鉄ライオンズ WE ARE ONE

ビジター

サード

レオ

ライナ

プライマリーマーク レオ イニシャルマーク

バ
ッ
グ
イ
ン
バ
ッ
グ

と
し
て
も
大
活
躍
！

65864商品番号： ¥ 760（税込）

合皮製コースター
復刻黄金期・ワードマーク・
西鉄ライオンズ・WE ARE ONE

70267商品番号： ¥ 800（税込）
レオ ランドリーピンチ（8個入り）

64978商品番号：

¥ 660（税込）

ユニフォーム型
マグネット

49732商品番号：

¥ 550（税込）

クリップ
マグネット

49470商品番号： ¥ 1,100（税込）
レオデカ顔マグカップ

49469商品番号： ¥ 1,100（税込）
チームマグカップ

64992商品番号： ¥ 1,100（税込）
メラミンカップ

70073商品番号：

¥ 1,300（税込）

BOX
ティッシュケース

69877商品番号： ¥ 7,700（税込）
アクリル壁掛け時計（レオタイポグラフィ）

70379商品番号： ¥ 3,520（税込）
壁掛け時計

70212商品番号： ¥ 1,650（税込）
扇風機カバー

70268商品番号： ¥ 2,000（税込）
レオ ランドリーポーチネット

69640商品番号： ¥ 1,870（税込）
プレイヤーズハンガー

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定 5月下旬発売予定
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プライマリーマーク

ネイビー

ピンク

ドロップ型
Lホワイト

ドロップ型
ドーム

スクエア型
ライオン ブルー

ドロップ型
70周年

イニシャルマーク

コラボジュエリー

埼玉西武ライオンズをイメージした
1点 1点ハンドメイドの胸元に輝く
一粒のグラスジュエリー。

×

69689商品番号： ¥ 1,400（税込）
ネックレス ワードマーク

69688商品番号： ¥ 2,100（税込）

ネックレス ストーン付
イニシャルマーク

69692商品番号： ¥ 1,200（税込）
ノンホールピアス

69691商品番号： ¥ 1,700（税込）
ノンホールピアス スクエア

69686商品番号： ¥ 1,500（税込）
リボンシュシュ

69687商品番号： ¥ 1,700（税込）
ヘアクリップ 2個セット

69684商品番号： ¥ 1,500（税込）
チャーム付きシュシュ

65340商品番号： ¥ 3,850（税込）

ノースワン×ライオンズネックレス
ドロップ型Lホワイト

65342商品番号： ¥ 3,850（税込）

ノースワン×ライオンズネックレス 
スクエア型ライオン ブルー

70130商品番号： ¥ 3,850（税込）

ノースワン×ライオンズネックレス
ドロップ型ドーム ネイビー

70129商品番号： ¥ 3,850（税込）

ノースワン×ライオンズネックレス
ドロップ型70周年

70131商品番号： ¥ 3,850（税込）

ノースワン×ライオンズネックレス
スクエア型ライオン レッド

ライオンズ女子のための

キュートなアクセサリーが

ついに登場！！

4月中旬発売予定

4月中旬発売予定
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掲載している商品は全て受注生産のため、
ご注文を承ってからお届けまで約 1ヵ月の
期間をいただいております。

裏面

ロゴ横にはピンクゴールド・
シルバーともにお好きな選手の
背番号が刻印できます。

＊全選手対応

銀座ジュエリー界の老舗「銀座天賞堂」がおくる

選りすぐりのライオンズオリジナルジュエリー

¥ 7,260（税込）
BIGイニシャルピアス

¥ 7,260（税込）
BIGイニシャルイヤリング

¥ 6,380（税込）
ライオンズブルー ハートペンダント

¥ 6,380（税込）
ライオンズゴムブレス

¥ 5,500（税込）
レオマークネックレス

¥ 9,900（税込）
カラフルオールドワードネックレス

¥ 6,600（税込）
ピンクゴールドバングル

¥ 6,600（税込）
シルバーバングル

オンライン限定・完全受注生産 ［銀座天賞堂］ライオンズジュエリーコレクション
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シルバー

裏面にはピンクゴールド・
シルバーともにお好きな選手の
背番号が刻印できます。
＊全選手対応

ピンクゴールド

¥ 9,900（税込）
イニシャルネックレス

¥ 4,620（税込）
イニシャルラウンドイヤリング

¥ 4,620（税込）
イニシャルラウンドピアス

¥ 6,380（税込）
ライオンズタッセルピアス

¥ 6,380（税込）
ライオンズタッセルイヤリング

¥ 5,500（税込）
黒猫ネックレス

¥ 6,380（税込）
ライオンズフォークリング

¥ 5,500（税込）
牙ネックレス ピンクゴールド

¥ 5,500（税込）
牙ネックレス シルバー

ブルーのストーンが
アクセントに輝く
イニシャルネックレス
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Food

観戦記念、
あの人に？わたしに？ぼくに？

贈りたいお土産

Drink
&

たっぷりチョコ
レートと

サクサクパイ
の

味わいが楽し
める

和洋折衷抹茶とショコラのやさしい甘さに
小麦パフのツブツブ食感がアクセント

サクッとした食感にホワイトチョコの濃厚な甘さをぎゅっととじこめたラングドシャ

ほおばればホロっとくずれて口いっぱ
い

に
幸
せ
が
広
が
り
ま
す

サクッと食感のチョ
コ
レ
ー

ト
♡

70224商品番号： ¥ 1,050（税込）
狭山茶ショコラ餅

●内容量／12個入り（個包装）
※原材料の一部に乳成分・大豆・
小麦を使用しています。

70226商品番号： ¥ 780（税込）

リーフパイ
「メットライフドームに行ってきました」

●内容量／10枚入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を使用しています。

70227商品番号： ¥ 760（税込）

メットライフドームに行ってきました
焼きショコラ

●内容量／12個入り（個包装）
※原材料の一部に乳成分・卵・大
豆を使用しています。

70223商品番号： ¥ 870（税込）
プリントラングドシャ

●内容量／10枚入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・卵・乳成
分・豚肉・大豆・オレンジ・アーモン
ドを使用しています。

4月上旬発売予定

4月上旬発売予定
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Food
Drink
&

36732商品番号： ¥ 670（税込）
川越イもグラ×Lionsスティッククッキー

23703商品番号： ¥ 1,080（税込）
チョコケーキ

65491商品番号： ¥ 750（税込）
ライオンズチョコクランチ

44503商品番号： ¥ 750（税込）
ライオンズプリントせんべい

70225商品番号： ¥ 630（税込）
レオのおかき

●内容量／15個入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・大豆・さば・
鶏肉を使用しています。

●内容量／12本入り
※原材料の一部に卵・乳・小麦を
使用しています。

●内容量／10個入り（個包装）
※原材料の一部に卵・乳・小麦・
大豆・アーモンドを使用しています。

36305商品番号： ¥ 870（税込）
ライオンズ 抹茶しふぉん

●内容量／12個入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を使用しています。

44480商品番号： ¥ 900（税込）
ミニプリントクッキー

●内容量／30個入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を使用しています。

●内容量／10個入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・乳成分・
卵・大豆を使用しています。

65492商品番号： ¥ 950（税込）
ライオンズチョコバウムクーヘン

●内容量／10個入り（個包装）
※原材料の一部に小麦・乳成分・卵・大
豆を使用しています。

54095商品番号： ¥ 1,080（税込）
ライオンズ チョコインクッキー

●内容量／18個入り（個包装）
※原材料の一部に卵・乳・小麦を使用
しています。

●内容量／130g

小つぶでカリッと食べやすい塩おか
き 手

が止
まら
ない
美

味
し
さ
♪
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低温発酵で醸した調和のとれた香味と
渋みが特長の「赤」。スッキリした後味で、
料理との相性の良い「白」。
埼玉の地で作られたワインです。

埼玉県入間郡三芳町のさつまいも「紅赤」を原料に、国産
米の黄麹を贅沢に使い、じっくりと熟成させ無濾過で仕上げた
焼酎です。さわやかな香り、余韻に残るほのかな甘みが絶妙。

埼玉県入間郡毛呂山町の歴史ある酒造で作
られた、果肉の入ったにごり梅酒。
トロ～リ濃厚な美味しさで、水割り、お湯割り、
炭酸割りなどで美味しくいただけます。

埼玉県秩父の名水を使った、独特の
香りと風味が格別の本格米焼酎。お土
産にも最適です。

酒のお供に？

勝利を肴に
最高の美酒を…

65893商品番号： ¥ 1,650（税込）
ライオンズワイン（白）

65894商品番号： ¥ 1,650（税込）
ライオンズワイン（赤）

25133商品番号： ¥ 1,200（税込）
むさしのにごり梅酒

23641商品番号： ¥ 1,320（税込）
秩父名水仕込み 米焼酎 若獅子

29923商品番号： ¥ 2,200（税込）
芋焼酎 富の紅赤ライオンズ 720ml

29922商品番号： ¥ 1,100（税込）
芋焼酎 富の紅赤ライオンズ 300ml

Food
Drink
&

■1・2の商品
問合せ先／麻原酒造（株）
TEL：（049）298-6010
FAX：（049）298-6012
http://www.musashino-asahara.jp

■3の商品
問合せ先／（株）矢尾本店
（HP運営事業者：株式会社矢尾百貨店）
TEL：（0494）24-8080（受付時間 10時～19時）
FAX：（0494）22-6131
http://www.rakuten.ne.jp/gold/chichibu-yao/

■4・5の商品
問合せ先／（株）釡屋
TEL：（0480）73-1234
FAX：（0480）73-3021
http://www.rikishi.co.jp/indexnew.html

商品に関する
問い合わせ先

1

2 3

4
●内容量／720ml　
●アルコール度数／12度

埼玉県入間郡越生町産の梅「白加賀」を使用。
芳醇な香りとお米の甘み、梅の酸味が調和した、
上品な味わいのひと品です。

32671商品番号： ¥ 1,880（税込）

リキュール力士
梅酒「梅がたり」ライオンズ5
●内容量／720ml　
●原料／米（国産）・米こうじ(国産米)・
梅（埼玉県 越生産 白加賀）・焼酎　
●アルコール度数／9度以上10度未満

●内容量／500ml
●原料／梅・醸造アルコール・糖類
●アルコール度数／12度以上13度未満

●原料／さつま芋・米こうじ（国産米）　
●アルコール度数／26度

●内容量／720ml
●原料／米
●アルコール度数／25度

36734商品番号： ¥ 650（税込）
ライオンズ深谷ねぎのご飯だれ

●内容量／200ｇ
※原材料の一部に小麦・大豆を使用してい
ます。

81 GOODS CATALOG 2020SAITAMA SEIBU LIONS



観戦チケットやグッズの購入、ファンクラブ入会ができる
便利なライオンズストアに行こう！

ライオンズストア店舗紹介ライオンズストア店舗紹介

ライオンズチームストア 獅子ビル 2020年4月オープン予定ライオンズチームストア 獅子ビル 2020年4月オープン予定

ライオンズ チームストア フラッグスライオンズ チームストア フラッグス

ライオンズ チームストア ゲートサイドライオンズ チームストア ゲートサイド

ライオンズストア＠大宮アルシェライオンズストア＠大宮アルシェ ライオンズストア＠本川越ペペライオンズストア＠本川越ペペ ライオンズストア＠西武池袋本店ライオンズストア＠西武池袋本店ライオンズストア＠所沢ステーションライオンズストア＠所沢ステーション

メットライフドーム一軍公式戦開催日

営業時間

定休日

アクセス

試合開始3時間前～試合終了30分後
メットライフドーム一軍公式戦非開催日
11:00～17:00（不定休）

メットライフドーム一軍公式戦開催日及び金土日祝を除く、
月～木を定休日とさせていただきます。

メットライフドーム内
住所：埼玉県所沢市大字上山口2135番地

メットライフドーム一軍公式戦開催日

営業時間

試合開始3時間前～試合終了30分後

600平方メートルを誇る大型グッズショップ。1階はライ
オンズグッズの販売、2階はライオンズグッズの販売や
ユニフォームの圧着サービスを実施。広い店内で、ゆっ
くりとお買い物をお楽しみいただけます。
ファンクラブの会員の皆さまは、購入時にカードをご提
示いただくことで、Lポイントを貯めることができます。
※販売場所は変更になる場合もございます。

2020年4月下旬に、新店舗ライオンズ　チームストア　獅子ビルがオープン。球場内に新設さ
れるデッキからアクセスできる新店舗では、その日の試合中の写真を使用したフォト販売や
オリジナル写真が撮れる撮影ブースを用意したフォトコーナーと、ここだけでしか入手できな
いオリジナルグッズをゲットできるアミューズメントコーナーが登場予定。家族みんなで楽し
める、新しいグッズショップがボールパークエンターテイメントを演出します。

店舗の外壁部分にある対面式カウン
ターのグッズショップ。イベント用商品や
応援グッズなど多数の品揃え！

LIONS LIVE PHOTO アミューズメントエリア

●　カタログ表示価格には消費税10％が含まれております。
●　商品は充分に用意しておりますが、オリジナル商品につき万一売り切れの場合はご容赦ください。
●　カタログ掲載商品は一例です。印刷の都合上、現物と多少色が異なる場合がございます。あらかじめご
了承ください。

●　掲載商品はサンプルの場合がございます。実際発売商品とデザインが異なる場合がございます。また、
製造過程でデザイン変更や改良が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。

●　このカタログの掲載商品は2020年3月現在のものです。また、有効期限は2020年1月31日となります。
●　商品の取り扱い店舗については事前のお知らせでご確認ください。
● 不良品以外でのお客様都合による返品はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

撮影協力／モデル：市瀬悠也、加田穂乃華、杉澤駿　カメラマン：草野祐司、濱地剛久
　　　　　スタイリスト：斎藤裕子　ヘアメイク：酒井夢美

ライオンズ チームストア フラッグス

メットライフドーム

西武球場前駅

ライオンズ チームストア
ゲートサイド

ライオンズ チームストア
獅子ビル

獅子ビル
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