平成 29 年 4 月 15 日
JRA 報道室
平成 29 年第 2 回東京競馬（前 4 週間）開催日イベントのお知らせ
いよいよ開幕！春の東京競馬！2 ヶ月間（開催全 20 日間）にわたるロングラン開催の前半戦は大好評のメガグルメフェスティバ
ルはもちろんのこと、キャラクターショーや昨年秋に大好評だったお子様向け遊具施設ウエストファミリーパーク、各種抽選会等、
競馬ファンの皆様も、競馬初心者の皆様も、ファミリーでお越しの皆様も、楽しんでいただけること間違いなし！お腹も心も競馬へ
の熱い思いも満たされるイベントを多数ご用意しています！
ぜひ皆様お誘いあわせのうえ、新緑美しい東京競馬場にご来場ください！
来場ゲスト
○ＮＨＫマイルカップ当日は阿部純子さんが来場！【5 月 7 日（日）】
土曜ドラマ『４号警備』にヒロイン「上野由宇」役として出演中の阿部純子さんが来場し、

ＮＨＫマイルカップの表彰式プレ

ゼンターを務めます。
【時

間】15:55 頃～

【場

所】ゴール前表彰式会場

【阿部純子さんプロフィール】
1993 年生まれ。4 月スタートの土曜ドラマ『４号警備』にヒロイン「上野由宇」役で出演。
主演を務めた河瀬直美監督作品「二つ目の窓」は、第 67 回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、この映画でサハ
リン国際映画祭主演女優賞、高崎映画祭最優秀新人賞を受賞した。
○「ＮＨＫ交響楽団とその仲間たちによる金管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ」がﾌｧﾝﾌｧｰﾚを生演奏！【5 月 7 日（日）】
ＮＨＫマイルカップ当日は、「ＮＨＫ交響楽団とその仲間たちによる金管アンサンブル」が来場し、ＧⅠレースファンファーレの
生演奏を行います。
【時

間】11：50 頃～ お昼の演奏会
15：40 頃～ ＮＨＫマイルカップ ファンファーレ生演奏

【場

所】ウイナーズサークル

春のスペシャルイベント！
○「ザ・プレミアム・モルツ 日本ダービー缶」先行発売！【4 月 29 日（祝・土）～】
大好評の「ザ・プレミアム・モルツ 日本ダービー缶」を本年も発売します！東京競馬場では全国に先駆け 4 月 29 日（祝・土）
から先行発売！現地で購入されると豪華賞品が当たる抽選会にもご参加いただけます！
【日

時】 4 月 29 日（祝・土）～5 月 28 日（日） 開門～17：00
※全国のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・酒店での一般発売は 5 月 9 日（火）からとなります。

【場

所】 正門付近特設ブース

【詳

細】 ザ・プレミアム・モルツ 日本ダービー缶 350ml×6 本セット

：1,500 円

※購入時に引換券をお渡しいたします。商品（常温）のお引渡しは 15：00 以降となります。
※東京競馬場正門付近特設ブースで 6 本セットをご購入いただいた方は、
「東京競馬場観戦席ペア招待（GⅠ開催日）」
や「第 84 回日本ダービーオリジナル Migaki Meister（ミガキマイスター）ビアタンブラー」などが当たる抽選会
にご参加いただけます。なお、抽選会参加時に当日購入された 500 円分以上の勝馬投票券（複数枚可）をご提示い
ただきます。
※入荷状況により当日分が売切れの場合がございます。
※同ブースにて「駿馬茶」（150 円）や、東京競馬場限定特別純米酒「優駿」＆吟醸「優駿」2 本セット（300ml×2
本・1,500 円）も販売いたします。
◇第 84 回日本ダービーオリジナル Migaki Meister ビアタンブラー
新潟県燕市の研磨技術を極めた一流の職人によって生み出された「渾身の逸品」。
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飲み口は薄く磨き上げた形状でキズがつきにくく、内側はこだわりの 24 金メッキ仕上げ。
高い温度耐性を誇る金は、おいしい温度をそのままキープします。「磨きの名匠が仕上げ
る一品」に日本ダービーの刻印を入れた、特別な「贅」を愉しむ逸品です。
○7 週連続！東京競馬場メガグルメフェスティバル！【4 月 22 日（土）～】
今年も開幕週から 7 週間、様々なグルメをお楽しみいただけるメガグルメフェスティバルを開催いたします！昨年大好評だったラ
ーメン優駿も更にパワーアップして帰ってくる！また、グルメにぴったりのビールのラインナップも更にパワーアップして各種取り
揃えています！
【日

時】 4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日） 9：30～17：00

【場

所】 馬場内東側特設エリア

【フードコンテンツ】
★ラーメン優駿 2017！【5 月 6 日（土）～14 日（日）】
昨年好評を博したラーメン優駿が、東京競馬場に帰って来る！全国の名店が一堂に会し、
自慢の味が楽しめます。あなたの一番は、どのラーメン！？
【出店店舗】
5 月 6 日（土）
・7 日（日）
：Yume Wo Katare Tokyo（東京）
、世界が麺で満ちる時（大
阪）
、麺屋剛（鹿児島）、中華そば よしかわ（埼玉）等
5 月 13 日（土）
・14 日（日）
：富山ブラックラーメン麺家いろは（富山）
、麺匠 真武咲
弥（北海道）
、新旬屋 麺（山形）、麺屋政宗（宮城）等
★粉もんグルメ大集合！【4 月 22 日（土）～30 日（日）】
みんな大好き粉もんグルメが東京競馬場に集結します！
【販売品目】味仙台湾ラーメン、焼きナポリタン、牛すじやきそば、広島風お好み焼き
揚げたこ焼き
※4 月 22 日（土）
・23 日（日）は九州うまか市も開催し、九州物産販売や宮崎牛すき
焼き弁当、豊後牛ステーキ串販売も実施します。
★アイスクリーム＆ポップコーンの販売 【4 月 22 日（日）～6 月 4 日（日）
】
ご当地フードグランプリアイスクリームグランプリ 2016 最高金賞受賞の桔梗屋「プレミアム桔梗信玄餅アイス」ほかおいしい
アイスクリーム及びポップコーンの販売を行います。
【販売品目】プレミアム桔梗信玄餅アイス、桔梗信玄餅クレープ等
※その他、大分中津から揚げやアメリカンロングポテト等、東京競馬場名物メニュー
も販売いたします。
※週毎に出店内容が異なりますので、予めご了承ください。
【ドリンクコンテンツ】
★東京競馬場オリジナルクラフトビール販売！【4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日）
】
【商品名】東京グリーンエール（420ml） ※1 杯 600 円で販売いたします。
★ブルックリンラガー販売！【4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日）】
アメリカで一番人気のクラフトビールが満を持して東京競馬場に上陸！
【商品名】ブルックリンラガー（310ml） ※1 杯 600 円で販売いたします。
★国産プレミアムビール販売！
【4 月 22 日（土）～4 月 30 日（日）、5 月 13 日（土）～21 日（日）】
【商品名】4 月 22 日（土）～4 月 30 日（日）
：一番搾りプレミアム（キリン）、ドライプレミアム豊醸（アサヒ）、黄桜京都麦酒
（黄桜）
5 月 13 日（土）～21 日（日）
：一番搾りプレミアム（キリン）
、ドライプレミアム豊醸（アサヒ）
、琥珀エビス（サッ
ポロ）
、香るエール（サントリー）
※1 杯 500 円で販売いたします。
★「ザ・プレミアム・モルツ

フェスティバル」【4 月 29 日（祝・土）～5 月 7 日（日）】

東京競馬場の恒例イベントとなっている「ザ・プレミアム・モルツ フェスティバル」
が今年もやってくる！
【商品名】ザ・プレミアム・モルツ、香るエール、黒
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※1 杯 200 円で販売いたします。
マスターズドリーム ※1 杯 350 円で販売いたします。
★常陸野ネストビール販売【5 月 13 日（土）～21 日（日）】
【商品名】常陸野ネストラガー ※1 杯 600 円で販売いたします。
塩梅エール、チョコレートインペリアルスタウト
※1 杯 300 円で販売いたします。
※出店内容は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
※オークス週以降のコンテンツは後日発表いたします。
○馬場内で盛り上がろう！バンド生演奏！
馬場内グルメ会場の雰囲気を盛り上げるため、バンド生演奏を実施！今回はＪ－ＰＯＰを中心に演奏します！
【日

時】4 月 23 日（日）
・29 日（祝・土）
・30 日（日） 開門～14：00 頃まで適宜
※各回 10 分程度の演奏を行います。
※演奏スケジュールは現地もしくはインフォメーション等でご確認ください。

【場

所】馬場内東側特設エリア

○２０１７来場ポイントキャンペーン【全開催日】
開催期間中、
競馬場に来場するごとにポイントがたまり、5 ポイント獲得ごとに JRA オリジナルグッズや素敵な賞品が当たります！
さらに「Today’s チャンス賞」も誕生し、来場したその日にもオリジナル賞品が当たるチャンス！
【日

時】4 月 22 日（土）～6 月 25 日（日） 開門～17：00
※上記は 2・3 回東京開催における期間です。本企画は通年での実施となります。

【ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞー設置場所】
フジビュースタンド 2 階 総合インフォメーション横
フジビュースタンド 3 階 中央インフォメーション横
メモリアルスタンド 2 階 インフォメーション横
【賞品引換会場】フジビュースタンド 2 階 28 番柱付近（ｲｰｽﾄﾎｰﾙ 2 階ﾊﾟﾄﾞｯｸ側）
【詳

細】 一般的に流通している「交通系ＩＣカード」
「流通系ＩＣカード」
「おサイフケータイ」機能付携帯電話のいずれかを、
場内 3 ヶ所に設置されたポイントリーダーにタッチすると来場ポイントがたまります（全場共通ポイント）。

【獲得ﾎﾟｲﾝﾄ】1 ポイント
※東京・中山・阪神・京都は 1 ポイント。札幌・函館・福島・新潟・中京・小倉は 2 ポイント。合計 5 ポイント獲得ご
とにレシートが発行されます。
【賞

品】★「5 ポイント de ラッキー賞」！
5 ﾎﾟｲﾝﾄたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！
競馬場観戦席ペア招待 ターフィーショップギフトカード（3,000 円分）
おがわじゅりオリジナルグッズ など
★「Today’s チャンス賞」！
ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！
オリジナルミニタオル（計 6 種の中からおひとつお選びいただけます）
※当日 16：00 までにポイントリーダーにタッチされた方が対象となります。

※各賞品は数量に限りがあるためお客様のご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
※詳細については来場ﾎﾟｲﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特設ｻｲﾄ（http://jra.jp/special/point_cpn2017/）および現地にてお配りする専用チラシにて
ご確認ください。
○ＨＯＴ

ＨＯＬＩＤＡＹＳ！ギャラリー ～さあ、世代の頂点へ～

2017 年のＪＲＡ ＣＭ「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」の展示コーナーがオープン！また、2014 年に生を受けたサラブレッドた
ちの 1 番“ＨＯＴ”な舞台“日本ダービー”と“オークス”をテーマに、今年のレースの見どころや有力馬を紹介します！
【日

時】 4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日）

【会

場】 イーストホール 1 階

開門～17：00 頃
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○ﾌｼﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ１０周年記念！ｽﾍﾟｼｬﾙ抽選会！【4 月 22 日（土）・23 日（日）
】
今年でフジビュースタンドがグランドオープンして 10 周年を迎えます。10 周年を記念し
て、オリジナルグッズが当たる抽選会を開催いたします！これを逃すと二度と手に入らない
限定グッズを是非、入手してください！
【日

時】4 月 22 日（土）
・23 日（日）

9：30～

先着 3,776 名様（2 日間合計。各日先着 1,888 名様）
【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】会場にて当日購入された勝馬投票券 200 円分以上（複数枚可）をご提示いただいた各日先着 1,888 名様が抽選会にご
参加いただけます。

【賞

品】Ａ賞：ﾌｼﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾘｼﾞﾅﾙＱＵＯｶｰﾄﾞ（1,000 円分）

50 名

Ｂ賞：ﾌｼﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾘｼﾞﾅﾙﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ

100 名

Ｃ賞：ﾌｼﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾘｼﾞﾅﾙＱＵＯｶｰﾄﾞ（500 円分）

500 名

参加賞：ﾌｼﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ

3,776 名

※お一人様につき、各日 1 回ずつのご参加とさせていただきます。
※当選数は 2 日間の合計数となります。
○ＪＲＡ競馬博物館イベント
開催中トークショーやクイズラリーなどのイベントを開催いたします。
【場

所】ＪＲＡ競馬博物館 1 階

※東京競馬場内東門付近

【イベント内容】
★「草野仁の Gate J.プラス」公開収録【4 月 23 日（日）】
ゲストにプロ野球とメジャーリーグで活躍された野球評論家の佐々木 主浩さんをお招
きし、番組ホスト草野 仁さんが｢馬｣の織り成す様々な世界観やその奥深さをゲストととも
に再発見していきます。
【時

間】13：30 頃～

【出

演】草野仁（番組キャスター） 瞳ゆゆ（番組アシスタント）
ゲスト：佐々木 主浩（野球解説者・元メジャーリーガー）

★馬像試乗会（サラブレッド）【4 月 29 日（祝・土）】
1 階「馬の学び舎ミュージアム・ホール」で展示しているサラブレッド馬像模型の試乗会を行います。
【時

間】11：55～12：25

※試乗に際しては体重等の制限があります。詳細は会場にてご確認ください。
★博物館ガイドツアー 【4 月 30 日（日）】
博物館学芸員が、特別展「うまたび ｕｍａｔａｂｉ ～競馬場への招待～」の展示について解説を行います。
【時

間】11：35～12：05

【詳

細】先着 20 名様。開館より 1 階案内にて受付。

★お馬さんとのお絵描き＆ふれあいイベント【5 月 6 日（土）】
東京競馬場乗馬センターに繋養されている馬をモデルにお絵描きを行います。その後お絵描きに参加されたお子様を対象に、馬
とのふれあい体験を行います。
【時

間】13：30 頃～ 先着 20 名様。開館より 1 階案内にて受付します。
※中学生以下のお子様のみとなります（要保護者同伴）

★競馬博物館内クイズラリー【5 月 7 日（日）】
競馬博物館内の展示物などを題材としたクイズラリーです。正解された方の中から抽選で賞品をプレゼントします。
【時

間】10：00～ 先着 250 名様

※未成年者はご参加いただけません。
★特別展「競馬と鉄道」記念スペシャルトーク【5 月 14 日（日）】
競馬中継でおなじみであり、今回の特別展「競馬と鉄道」を監修されたアナウンサーの矢野吉彦さんと、日本の鉄道にも造詣が
深い地図研究家の今尾恵介さんに、競馬と鉄道の関わりやその歴史的背景などについて、お話していただきます。
【時

間】11：45 頃～
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【出

演】矢野 吉彦（ｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾚﾋﾞ東京・ＢＳ－ＪＡＰＡＮ『ｳｲﾆﾝｸﾞ競馬』実況担当）
今尾 恵介（地図研究家） （司会）原山 実子（アナウンサー）

※イベントの詳細は競馬博物館ホームページ（http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/keiba/）にてご確認ください。
○ＪＲＡ競馬博物館 特別展「うまたび umatabi ～競馬場への招待～」【全開催日】
今回はＪＲＡの競馬場の特徴や様々な魅力を解説し、その競馬場ならではの競馬の楽しみ方を展示にて紹介します。加えて、周
辺の競馬関係スポットなども併せて紹介し、競馬を楽しむことを核としながら、その周辺を観光する「うまたび」を提案します。
なお、会期を前後期に分け、展示の一部について展示替えを行います。前期は春のＧⅠ競走施行場（中山・東京・中京・京都・
阪神）
、後期は夏競馬開催場（札幌・函館・福島・新潟・小倉）を紹介します。
【日

時】1 月 28 日（土）～8 月 27 日（日）
前期：1 月 28 日（土）～5 月 14 日（日）
後期：5 月 20 日（土）～8 月 27 日（日）
競馬開催日・・・10：00～17：00
その他の日・・・10：00～16：00 ※月・火及び 2 月の金曜日は休館

【場

所】JRA 競馬博物館 ※東京競馬場内東門付近

※展示の詳細は競馬博物館ホームページ（http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/keiba/）にてご確認ください。
○ダービーウィーク関連イベント
5 月 28 日（日）の第 84 回日本ダービー当該週に開催するイベントの一部をご紹介します。
★ダービーウィークは「馬連」がおトク！
日本ダービー前当日の 2 日間、全場の全レース（2 日間計 48 レース）の「馬連」を対象に、通常の払戻金に売上げの 5％相当額
を上乗せして払戻しいたします。
※詳しくはこちら（http://www.jra.go.jp/news/201703/030601.html）をご覧ください。
★第 84 回日本ダービー騎乗ジョッキー紹介
日本ダービーに騎乗するジョッキーが、当日のお昼休みにウイナーズサークルに集合します！大舞台へ挑むジョッキーへ、皆様
のご声援をお願いいたします！
★ダービージョッキーも登場！第 84 回日本ダービーレース回顧トークショー
日本ダービー当日の最終レース終了後に、第 84 回日本ダービー優勝ジョッキーを招いてレース回顧トークショーを行います。
※優勝ジョッキーは、当日の都合により出演できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
★ダービーガーデンで異国情緒を味わおう
ダービー週土日のローズガーデンは異国情緒溢れるエリアに大変身。見て食べて楽しめ
る！
★陸上自衛隊中央音楽隊によるファンファーレ生演奏
日本ダービーのファンファーレは、陸上自衛隊中央音楽隊による生演奏を行います。
★日本ダービー前日は「フリーパスの日」で入場無料！
日本ダービーを前日から盛り上げるため、5 月 27 日（土）は「フリーパスの日」として入場料が無料！さらに先着 30,000 名様
に東京競馬場オリジナルマイクロファイバークロスを差し上げます。
★日本ダービー当日は記念入場券を発売！＆記念入場券抽選会！
日本ダービー当日は、場内の各入場門において「記念入場券」を発売いたします。また、記念入場券に付属するスクラッチを削
って当たりが出たら素敵なプレゼントを差し上げます。当選者の中からＷチャンスでさらに豪華な賞品を抽選でＧＥＴ！
★「第 84 回日本ダービー記念オリジナルステッカー」プレゼント
4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日）までの開催期間中、場内の全てのインフォメーション及び投票所で「第 84 回日本ダービー記
念オリジナルステッカー」をご希望の方に無料でプレゼントいたします。
※日本ダービー当日のその他のイベントや詳細は、5 月 13 日（土）に発表予定です。
“競馬の魅力”満喫イベント
○優勝ジョッキーが登場！5 週連続ＧⅠレース回顧トークショー【東京 GⅠ開催日】
春の東京競馬はＮＨＫマイルカップから安田記念まで５週連続でＧⅠレースが行われます。その全ての日程において、最終レース
終了後に優勝ジョッキーを招いてレース回顧を行います。騎乗したジョッキーだけが知る裏話にご期待ください！
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【日

時】（１）5 月 7 日(日) ＮＨＫマイルカップレース回顧
（２）5 月 14 日(日) ヴィクトリアマイルレース回顧
16：40 頃～

【場

所】パドック

【出

演】当日ＧⅠレース優勝ジョッキー
ＴＩＭ 谷桃子
※優勝ジョッキーは当日の都合により出演できない場合もありますので、予めご了承ください。

○レース予想のヒントに！オープン型レーシングセミナー【GⅠ開催日】
東京競馬場の名物企画・オープン型レーシングセミナーを、ＧⅠ当日に限定開催！直近のレース予想に役に立つ情報が満載ですの
で、競馬ビギナーの方もぜひお立ち寄りください！
【日

時】
（１）4 月 30 日（日）※天皇賞（春）当日
（２）5 月 7 日（日）※ＮＨＫマイルカップ当日
（３）5 月 14 日（日）※ヴィクトリアマイル当日
① 東京 4 レース終了後～13：00 頃
② 14：00 頃～東京 12 レース終了後

【場

所】 センターコート

【出

演】
（１）谷桃子 井内利彰 市丸博司 黒澤ゆりか
（２）谷桃子 須田鷹雄 砂岡春奈 ＴＩＭ
（３）谷桃子 木村拓人 守永真彩 古崎瞳
※出演者はセミナー途中に一定時間離席することがありますのでご了承ください。
※出演者は予告なく変更となる場合があります。

○競馬場の裏側実体験！バックヤードツアー 【毎週土曜日】
通常は入ることのできない競馬場の舞台裏・バックヤードの世界へご案内。パドックを実際に歩いてみたり、テレビでおなじみの
インタビューボード前で記念撮影ができます。さらには、スペシャルゲストが現れるかも!?
【日

時】4 月 22 日（土）
、29 日（祝・土）・5 月 6 日（土）・13 日（土）
16：40 頃～

【 コ ー ス 】パドック → 検量室前 → 地下馬道 →ウイナーズサークル
【詳

細】当日 13：00 までにセンターコートにてお申し込みください。抽選で各日約 30 名様をバックヤードへご案内します。な
お、14：00 頃に当選者をセンターコート及びターフビジョンにて発表します。

※お申し込みは 1 名様～4 名様まで受付いたします（中学生以下は人数に含まれません）
。
※当選された方は 16：30 までにパドック付近にお集まりください。
○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー！【全開催日】
競馬ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる「ビギナーズセミナー」を開催いたします！20 分でケイバのイロハを学べるお手
軽コースに加え、馬券購入から競馬観戦までの流れが学べるロングコースも開設しています！遠慮なくドシドシご参加ください！
【日

時】4 月 22 日（土）～6 月 25 日（日） 10：00～15：30
※東京ＧⅠ開催日のみ 9：00～15：30

【受付場所】ローズガーデン付近専用ブース
※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。
○「2017ＰＯＧ特集号」発売記念抽選会＆トークショー【4 月 22 日（土）
】
今年の 2 歳馬情報満載の「POG 特集号」
。その発売を記念して素敵なグッズが当たるプレゼント抽選会やレース検討会を行いま
す。
★オアシスステークスレース展望
【時

間】11：50 頃～

【場

所】ゴール前特設ステージ

【出

演】小林正明(デイリースポーツ) 刀根善郎（デイリースポーツ）
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司会：栗林さみ（フリーアナウンサー）
※出演者は予告なく変更となる場合があります。
★馬サブロープレゼント抽選会
【時

間】開門～ 先着 200 名様

【場

所】センターコート

【詳

細】「2017ＰＯＧ特集号（350 円）」または「馬サブロー（500 円）」を持参されるか、会場にて購入された方は、レー
ス写真パネル等が当たる抽選会にご参加いただけます。
※1 部につき抽選は 1 回まで、1 度に最大 2 回まで抽選にご参加いただけます。
※「2017ＰＯＧ特集号」、「馬サブロー」は抽選会場でも販売いたします。

○サンスポスペシャルデー

抽選会＆予想検討会【4 月 23 日（日）】

サンスポ賞フローラステークス（ＧⅡ）当日は、サンスポ・競馬エイト・Gallop が総力を上げて、抽選会や予想検討会を行い
ます。
★サンスポＺＢＡＴ！（ズバっと！）オープン記念抽選会
【時

間】開門～ 先着 2,000 名様

【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】4 月 23 日（日）付のサンスポ(140 円)、競馬エイト（500 円）、週刊 Gallop（720 円：4 月 23 日号）を持参された方
は、サンスポ・エイト・Gallop オリジナルグッズ等が当たる抽選会にご参加いただけます。
※サンスポ・競馬エイトの販売、週刊 Gallop 次号の予約販売も行います。
※サンスポＺＢＡＴ！会員、定期購読、電子新聞のお申込みも受け付けます。

★フローラステークス（ＧⅡ）予想検討会
【時

間】11：50 頃～

【場

所】ゴール前特設ステージ

【出

演】横山ルリカ（タレント）
柴田章利（サンケイスポーツ）
司会：清水久嗣（ニッポン放送アナウンサー）
※出演者は予告なく変更となる場合があります。

○おみくじ馬券で運試し！「クイックピック」ワゴン販売
コンピューターに馬番号・組番号の選択をお任せする「おみくじ馬券（クイックピック）」のワゴン販売を行います。運試しにお
一ついかが？
【発売ﾚｰｽ】 （１）天皇賞（春）（ＧⅠ）
（２）ＮＨＫマイルカップ（ＧⅠ）
【日

【場

時】（１）4月29日（祝・土）10：30頃～15：00頃
4月30日（日）

10：30頃～14：00頃

（２）5月 6日（土）

10：30頃～15：00頃

5月 7日（日）

10：30頃～14：00頃

所】（１）馬場内東側特設エリア
（２）日吉が丘付近
※雨天時は場所を変更する場合があります。

【詳

細】500円分の馬連（100円×5点）または三連複（100円×5点）の勝馬投票券を「おみくじ馬券特製ポチ袋」に入れて発売
いたします。
※特製ポチ袋に当たりくじが入っていたら、もれなく「グルメグランプリ 2016 プレミアムクーポン」や「ＪＲＡオリジ
ナルグッズ」などをプレゼントいたします！

【グルメグランプリ 2016 プレミアムクーポンとは？】
東京競馬場グルメグランプリ 2016 において上位 10 位までに入賞したレストラン・売店
で金券としてお使いいただけるクーポン券です。なお、クーポン券は 2017 年 6 月 25 日
（日）が使用期限となりますのでご注意ください。
※一部店舗が指定席エリアにございます。指定席券をお持ちでないお客様はご利用にな
れませんのでご注意ください。
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○第８４回日本ダービーオフィシャルグッズ販売
日本ダービーオリジナルキャップやジャンボバスタオル等をターフィーショップにて販売いたします。
【販 売 日】4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日）
【場

所】場内各ターフィーショップ

【 グ ッ ズ 】◇ネクタイ

： 3,000 円

◇キャップ

： 2,500 円

◇ジャンボバスタオル

： 2,500 円

◇ピンバッジ

：

400 円

※この他にも多数ダービーグッズを取り揃えております。
○実使用レースゼッケン付グッズ限定販売
実際にレースで使用したゼッケンがセットとなったオリジナルグッズを東京競馬場限定で販売いたします！
【販 売 日】4 月 22 日（土）・5 月 6 日（土）・13 日（土）
【場

所】ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ
※11：00 まで限定販売数を超えなかった場合は、場内のターフィーショップで引き続き販売いたします。

【 グ ッ ズ 】◇4 月 22 日（土）開門から限定 250 セット販売
東京重賞ｽｹｼﾞｭｰﾙ入りｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾞｽﾀｵﾙ

：

2,000 円

◇5 月 6 日（土）開門から限定 300 セット販売
ＮＨＫマイルカップオリジナルＴシャツ

： 2,000 円

◇5 月 13 日（土）開門から限定 200 セット販売
ヴィクトリアマイルオリジナルキャップ

： 2,000 円

○ＮＨＫマイルカップ＆ヴィクトリアマイル限定オリジナルグッズ販売
【販 売 日】（１）5 月 6 日（土）・7 日（日）ＮＨＫマイルカップグッズ
（２）5 月 13 日（土）・14 日（日）ヴィクトリアマイルグッズ
※マフラータオル以外は入荷状況により開門時から販売できない場合がございます。予めご了承ください。なお商品
は売切れ次第終了となります。
【場

所】場内各ターフィーショップ

【 グ ッ ズ 】◇マフラータオル

：1,000 円

◇ＧⅠ全出走馬ストラップ

：

400 円

◇ＧⅠ全出走馬ボールペン

:

500 円

◇想い出馬券ホルダー

： 500 円

◇馬番Ｔシャツ

：2,000円

○ＷＩＮ５サポートデスク【全開催日】
ＷＩＮ５の払戻金は最高６億円！東京競馬場では、インターネット投票等でご好評いただいておりますＷＩＮ５の購入をお手伝い
させていただくサポートデスクを開設しております。
【時

間】 9：30～16：30

【会

場】 センターコート

※「即ＰＡＴ」提携銀行の口座を既にお持ちの方は、会場で「即ＰＡＴ」にすぐご加入いただけます。その際には当該口座の通帳
やインターネットバンキングカード等が必要となります。
＜i-Seatお試しサービスについて＞（ＷＩＮ５発売日のみ）
ＷＩＮ５サポートデスクではi-Seatの在席投票端末を設置しており、従来のサービスに加え「i-Seatお試しサービス」を実施中。
※i-Seatお試しサービスは、ＷＩＮ５発売日のみ行います。
（ご利用受付時間）9：30～ＷＩＮ５最初のレースの発走時刻３０分前
（払戻時間）

ＷＩＮ５確定後～当日16：30
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※ＷＩＮ５以外の式別は、ご購入いただけません。あらかじめご了承ください。
※ ご利用時には、ＩＣカードを貸出しいたします。ＩＣカードは、ＷＩＮ５確定後、的中・不的中に関わらず当日中にサポート
デスクまでご返却ください。
※ＩＣカード貸出しに際し、保証金として500円を徴収させていただきます。保証金は、ＩＣカードご返却時にお返しいたします。
※ＷＩＮ５の勝馬投票券（紙としての投票券）は、発券されません。
※払戻金等は、ご利用日当日中にご精算いただきます。
※混雑時には、サービスのご利用を制限させていただく場合がございます。
○春の３歳重賞馬連 【3 月 4 日（土）～5 月 21 日（日）】
平成 29 年 3 月 4 日（土）チューリップ賞（ＧⅢ）から 5 月 21 日（日）オークス（ＧⅠ）までの 3 歳重賞（計 15 レース）の「馬
連」を対象に、通常の払戻金に売上げの 5％相当額を上乗せして払戻しいたします。
【対象レース】4 月 23 日（日）
：サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）
4 月 29 日（祝・土）
：テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）
5 月 6 日（土）
：京都新聞杯（ＧⅡ）
5 月 7 日（日）
：ＮＨＫマイルカップ（ＧⅠ）
5 月 21 日（日）
：オークス（ＧⅠ）

みんなで競馬を楽しもう！女性・ファミリー向けイベント！
○女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」オープン！
この春も女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ（ウマジョ） ＳＰＯＴ」が東京競馬場にオープン！無料でご利用頂ける
休憩エリアとなっている他、ここでしか買えないオリジナル馬モチーフスイーツの販売も。さらに今年は“ウマをもっと好きになる
空間”として「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」も新しくオープン！エリア内には“ウマについてもっと知りたくなる”装飾が展示
されている他、毎週日曜日には競馬や競馬場、ウマに関する「プチ講座」の実施も！
また、
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」
、
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」ともにＪＲＡ女性職員によるＵＭＡＪＯコンシェルジュも常駐
しているので、
「競馬場は初めて」という方も、お気軽にお立ちよりください。益々楽しく、快適になった東京競馬場で、いつもと
違った週末を楽しんでみませんか？
★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【全開催日】
【時

間】 開門～16：30

【場

所】 フジビュースタンド5階10番柱付近

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ【全開催日】
【時

間】 開門～16：30

【場

所】 フジビュースタンド 5 階 30 番柱付近

※女性専用となります（男性のお客様は未就学児のみご利用頂けます）。
※ご利用は１日各ＳＰＯＴ１回ずつ、60 分までとさせて頂きます（混雑日は 30 分）。
※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでは、お一人につき１杯ドリンクを無料でお楽しみいただけるほか、オリジナルスイーツも販売していま
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す。
★「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」オープン記念プレゼント
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」が新たにオープンされることを記念して、両「ＳＰＯＴ」をご利用のお客様にＵＭＡＪＯ缶
バッジをプレゼントいたします。
【日

時】 4 月 22 日（土）
・23 日（日） 開門～

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

【詳

細】 各ＳＰＯＴご利用のお客様（各日先着 200 名様）にＵＭＡＪＯ缶バッジを
プレゼント（お一人様おひとつまでとさせていただきます）
。なくなり次第
終了とさせていただきます。

★ＳＮＳ投稿プレゼント【全開催日】
東京競馬場内で撮影した写真に“♯s2umajo”をつけてＳＮＳに投稿し、ＳＰＯＴ内の
コンシェルジュにご提示いただいた方先着 20 名様に「ＵＭＡＪＯチロルチョコ」をプレゼントいたします。
【時

間】 開門～ ※各日先着 20 名様・なくなり次第終了

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

★「ウマをもっと好きになるプチ講座」実施【毎週日曜日】
女性コンシェルジュがウマや競馬場についてさまざまな角度からご紹介します。
【日

時】 4 月 22 日（土）～6 月 25 日（日）の毎週日曜日
① 13：00～13：20「東京競馬場とっておきスポット！」講座
② 14：00～14：20「びっくり！ウマのあれこれ！」講座
※各講座１回につき 10 名様までとなります。
※参加をご希望の方は、開始時間までに「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」
にお集まりください。
※定員を超えた場合は抽選となりますので、予めご了承ください。

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

【詳

細】 初心者向けの講座となります。競馬場に来てみたけれど、
「どうして良い
かわからない」
「楽しみ方がわからない」と不安に感じていらっしゃる方
はぜひご参加ください。

○青空ＵＭＡＴＥＬＩＥＲ（ウマトリエ）オープン！
「青空個展」バックアップのもと、ローズガーデンに個性的で可愛いウマ雑貨やウマアートが大集合！更にオリジナルスイーツや
フード、ロゼシャンパンを販売するＵＭＡＪＯのためのキッチンカーも期間限定で登場します。
【日

時】 5 月 13 日（土）～21 日（日） 開門～16：30

【場

所】 ローズガーデン

※男性のお客様もご利用いただけます。
※雨天時は中止となります。
※各種企画についてはＵＭＡＪＯ特設サイト
（http://umajo.jra.jp/facilities/event/201702tokyo/）をご覧ください。
○ちびっ子集まれ！キャラクターショー
人気キャラクターのステージショー＆握手会を行います。
【演

目】（１） 4 月 29 日(祝・土)
（２） 4 月 30 日(日)

宇宙戦隊キュウレンジャー
キラキラ☆プリキュアアラモード

【時

間】 （１）11：50 頃～ （２）11：30 頃～

【場

所】馬場内フアフア広場

※ショー終了後の握手会はご希望の方全員が参加できます。混雑緩和のため開門より馬場内フアフア広場にて整理券を配布いたし
ます。
※記念撮影会は行いませんので、ご了承ください。
※雨天時はショーを中止とし、握手会のみの開催とさせていただきます。
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○女の子が大好きなキャラが大集合！サンリオキャラクターグリーティング【5 月 14 日（日）】
ヴィクトリアマイル当日はサンリオキャラクターが大集合！サンリオキャラクター大賞に出馬するキャラクターとの握手＆撮影
会を 4 回行います。
【時

間】 1 回目 10：10 頃～

2 回目

11：40 頃～

3 回目 13：30 頃～

4 回目

15：00 頃～

※それぞれ約 20 分間を予定しております。
【場

所】 馬場内フアフア広場

【参加ｷｬﾗｸﾀｰ】ターフィー、ハローキティ、リトルツインスターズ（キキ）・（ララ）、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロ
ール、ぐでたま
○人気キャラクターグッズが当たる！ファミリークイズラリー
場内 3 ヶ所にあるクイズの答えを専用のカードに記入し、抽選会場にお持ちいただくと、人気キャラクターグッズ等が当たる抽選
会にご参加いただけます。
【日

時】4 月 29 日（祝・土）・30 日（日）、5 月 14 日（日）
各日開門～先着 1,000 名様

【クイズカード配布場所】馬場内ミニ新幹線広場及び夢Ｑ舎「パカパカ」前広場
【抽選会場】夢Ｑ舎「パカパカ」前広場
【 そ の 他 】※クイズパネル設置場所についてはクイズカードに記載しております。
※抽選会参加時に当日購入された 500 円分以上の勝馬投票券（複数枚可）をご提示いただきます。
※抽選で当たるグッズについては抽選会場にて展示いたします。
※雨天時でキャラクターショー等が中止になった場合でも、クイズラリーは開催いたします。
○ウエストファミリーパークがオープン！馬場内でお子様と一緒に楽しもう！
馬場内西側エリアのお子様エリア「ウエストファミリーパーク」が期間限定で東京競馬場に帰ってくる！今回はワークショップも
開催し、お子様と一緒にオリジナルグッズの製作も！キッズプレイスペースやキッチンカーも引き続き登場でしっかり遊んでしっか
り食べられる！馬場内の芝生の上で、お子様と優雅な一日をお過ごしください！
【日

時】5 月 6 日（土）
・7 日（日）

【場

所】馬場内西側エリア

10：00～15：00

★元気いっぱいあそぼう！キッズプレイスペース
【設置遊具】ふわふわトランポリン、ジャンボすべり台
※キッズプレイスペースのご利用に際しては制限がありますので、詳細は現地でご確認ください。
※雨天時はキッズプレイスペースが中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
★おやこでつくろう！オリジナルワークショップ
【製作物】光る！ウォータースティックライト
【時 間】
（１）11：00～ （２）13：00～

（３）14：00～

※全ての回の受付を 10 時より開始します。各回先着 20 名様で、定員に達した回から受付を終了いたします。受付の際
には、当日購入された勝馬投票券 100 円分以上の提示が必要となります。
※参加は 3 歳以上の方とさせていただきます。また、20 歳以上の保護者が同伴の上ご参加ください。
★おなかいっぱい！おやつキッチンカー！
大人も子供も幸せになれるスイーツが大集合！遊具やワークショップでたっぷり遊
んだ後のカフェタイムに最適です。
【販売品目】クレープ、アイス、パンケーキ等
★ＧＯ ＷＥＳＴ！抽選会
楽しめるのはお子様だけじゃない！おやつキッチンカーで商品を購入するともらえ
る抽選券を持って、豪華賞品が当たる抽選会に参加しよう！
【詳 細】おやつキッチンカーで商品を購入された各日先着 300 名様にＧＯ ＷＥＳＴ！抽選会参加券をお渡しします。参
加券と当日購入された勝馬投票券 100 円分以上をご提示された方が抽選会に参加できます。
【賞 品】Ａ賞：サーモ ステンレスボトル

50 名様
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Ｂ賞：ＪＲＡオリジナルグッズ

550 名様

※お一人様につき、1 回限りのご参加とさせていただきます。
※当選数は 2 日間の合計数となります。
び よ り

○今日はうま日和♪ ～うまとふれあう楽しい一日～【5 月 6 日（土）・7 日（日）】
通常の馬とのふれあいイベントをパワーアップして開催！ここでしか手に入らない東京競馬場オリジナルお菓子のプレゼントも
♪家族みんなで馬のぬくもり、感じてみませんか？
★「東京競馬場 乗馬センターオリジナルキャンディー」プレゼント
【時

間】開門～ 各日先着 1,000 名様 ※お一人様 1 個限り

【場

所】東門・乗馬センター付近

★拡大版！馬とのふれあいイベント！
【時

間】開門～

【場

所】場内各所

※馬とのふれあいイベントの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
（http://jra.jp/news/201702-01tokyo/index.html）
○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン
車で行くなら、バラバラで行くよりも 1 台に乗り合わせて行くのがエコでお得！1 台の車両に 3 名様以上のお乗り合わせでＪＲＡ
駐車場をご利用いただくと、駐車料金が半額になるキャンペーンを行います。
【日

程】5 月 6 日（土）
・13 日（土）

【詳

細】1 台の車両に 3 名様以上お乗り合わせで、ＪＲＡ駐車場をご利用いただくと、駐車料金が半額（2,000 円⇒1,000 円）
になります。

※ご入場時、駐車場料金所でお客様の人数を確認させていただきます。
○ＢＳイレブンＰＲブースオープン【5 月 14 日（日）】
当日の東京12レース・ＢＳイレブン賞を記念して、特別ブースを設置いたします。会場では豪華賞品が当たる抽選会等を行います
ので、お楽しみに！
【時

間】開門～

【場

所】正門付近特設ブース

○テレビ埼玉オリジナルグッズ特別販売【5 月 14 日（日）】
当日の東京 9 レース・テレ玉杯を記念して、テレビ埼玉 PR イベントを行います！会場ではテレビ埼玉オリジナルグッズを特別販
売いたします。
【時

間】開門～

【場

所】正門付近特設ブース

※会場にはテレビ埼玉のマスコットキャラクター「テレ玉くん」も登場します。
馬とのふれあいイベント
競馬場だからこそ見ることができる・さわることができる馬とのふれあいイベント。
お子様とぜひ、お楽しみください。
※5 月 6 日（土）
・7 日（日）につきましては、馬とのふれあいイベントを拡大して実施します。当日のイベント内容は、別ページ
をご覧ください。
（http://jra.jp/news/201702-01tokyo/index.html）
○誘導馬のお出迎え【5 月 28 日（日）を除く全開催日】
ご来場ありがとうございます！感謝を込めて、ペコリ。
【時

間】開門～

【場

所】芝コースゴール前付近

○馬の放牧（乗馬センター）
【全開催日】
さまざまな品種の馬をご覧いただけます。
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【時

間】開門～16：00

【場

所】乗馬センター展示パドック

○体験乗馬【全開催日】
気分はジョッキー。馬の背中の揺れを体験してください！
【時

間】 10：30～12：00

【詳

細】 先着 180 名様（大人も可、２人乗りは不可）。

【場

所】乗馬センター

○馬車馬の放牧（ローズガーデン）【5 月 28 日（日）を除く全開催日】
当日の馬車運行に登場する馬車馬を放牧します。
【時

間】開門～16：00

※馬車運行の時間を除く

【場

所】ローズガーデン ホースリンク

○馬車の運行【5 月 28 日（日）を除く全開催日】
ゆらゆら揺られて、気分は最高♪気分もよければ馬券も当たる！？
【時

間】13：30～14：30

【詳

細】先着 150 名様（大人も可）
。

【場

所】けやき並木（ローズガーデン奥）

○アトラクションホースショー【全開催日】
ポニーや大型馬による、ダンスなどの演技をご覧いただけます。
【時

間】14：30～14：45

○馬とのふれあい【全開催日】
馬ってかわいい！あたたかい！！さわって感じてみてね♪
【時

間】 （１）10：30～12：00 （２）14：30～15：00

【場

所】乗馬センター

※「体験乗馬」および「馬車の運行」については、各回の開始時刻の 10 分前から各会場にて整理券を配布いたします。
なお、整理券の配布は各回のイベントにつき、お一人様一枚限りとさせていただきます。お一人で複数枚受け取ることは出来ま
せん。小さなお子様も整理券が必要です。
また、危険防止等の理由により、係員の判断で参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※馬の体調・天候等の理由により内容が変更・中止になる場合がございます。
※各イベントの出演馬や内容等の詳細については、当日決定いたしますので乗馬センター
の案内看板等でご確認いただけます。
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お子様向け遊具・サービス
競馬だけじゃない！お子様向け遊具(サービス)も充実！
○空飛ぶ「ディープインパクト馬像」に乗って写真を撮ろう！【毎週日曜日】
等身大のディープインパクトにまたがって記念撮影をどうぞ！
【時

間】
（１）11：00～11：30 （２）13：40～14：10

【場

所】イーストホール 3 階

○ターフィーグリーティング【全開催日】
ターフィーくんが東京競馬場をお散歩します。見かけたら一緒に遊んでね。
【場

所】場内各所（中央インフォメーション、日吉が丘など）

○ミニ新幹線運行【全開催日】
ほんものそっくりのミニ新幹線で、ぐるり一周。
【時

間】10：00～15：00

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場

○フアフアターフィー【全開催日】
ターフィーくんのおなかの中はフアフア別世界！
【時

間】9：30～15：00

【場

所】馬場内フアフア広場
※3～12 歳までのお子様のみご利用いただけます。

○JRA-DOME【全開催日】
ジャングルジムやすべり台など、遊具いっぱいの公園。
【時

間】開門～16：30

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場奥

○フアフアレインボーランド【全開催日】
とんだりはねたり、お馬さんにのぼったり。
【時

間】10：00～15：00

【場

所】夢Ｑ舎「パカパカ」前広場
※3～12 歳までのお子様のみご利用いただけます。

○馬シャ馬シャパーク【全開催日】
噴水や水のポンプでバシャバシャ遊ぼう！
【時

間】開門～16：30

【場

所】日吉が丘

○海賊船ダービー号【全開催日】
冒険いっぱいのネット登りやスライダー。海賊船には遊びがいっぱい！
【時

間】開門～16：30

【場

所】日吉が丘

○アンパンマンの石像【全開催日】
石でできたアンパンマンとゆかいな仲間たち。いろいろなところにいるから、探してね。
【時

間】開門～16：30

【場

所】場内各所
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○ベビー・チャイルドルーム【全開催日】
小学校低学年までを対象としたキッズのためのお部屋。おむつ替えや授乳もできます。
【時

間】9：00～16：00

【場

所】フジビュースタンド 2 階ファストフードコート横
メモリアルスタンド地下 1 階
※東門及び馬場内無料休憩所にも、おむつ替えと授乳をしていただけるスペースがあります。

※各イベントは、天候、その他の都合により、中止または内容を変更させていただく場合がございます。
※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、ご提示の際に勝馬投票券の裏面に確認印を押印させていただきますが、
払戻には影響ございません。なお、未成年の方はご参加いただけませんのでご了承ください。
※各イベント・キャンペーンにご応募の際、お客様からご提供いただく個人情報は、各イベント・キャンペーンの運営目的以外には
一切使用いたしません。
※各種画像はイメージであり、実際と異なる場合があります。
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