平成２９年４月１５日
ＪＲＡ報道室
お 知 ら せ

第１回新潟競馬開催期間中および日本ダービー週イベントの実施について

お待たせいたしました。いよいよ２０１７年の新潟春競馬【４月２９日(土・祝)～５月２１日(日)】が開幕します。
５月７日(日)新潟大賞典（ＧⅢ）をはじめ、迫力あるレースが目白押しです。お出掛けにも最高の気持ちいい季
節です。ぜひ新潟競馬場にお越しいただきお楽しみください。そして女性にうれしい「UMAJO SPOT」も新潟
競馬場にオープンします。さらに日本ダービー週【５月２７日(土)・２８日(日)】にもイベントを多数ご用意いたし
ました。皆様のご来場を心よりお待ちしています。
■第１回新潟競馬開催日イベント【４月２９日(土・祝)～５月２１日(日)】
来場ゲストイベント
○ジャングルポケット「ジャンポケの天皇賞（春）レース予想＆爆笑ライブ！」
■レース予想
【日 時】 ４月３０日（日） 新潟４レース終了後（１１：２５頃）～
【場 所】 ウイナーズサークル
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
■爆笑ライブ
【日 時】 ４月３０日（日） 新潟１２レース終了後（１６：１０頃）～
【場 所】 パドック
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
○吉沢亮「スペシャルトークショー」
■レース予想
【日 時】 ５月７日（日） 新潟４レース終了後（１１：２５頃）～
【場 所】 ウイナーズサークル
【司 会】 杉山萌奈（NST アナウンサー）
■トークショー
【日 時】 ５月７日（日） 新潟１２レース終了後（１６：１０頃）～
【場 所】 パドック
【司 会】 杉山萌奈（NST アナウンサー）
■表彰式プレゼンター
【日 時】 ５月７日（日） 新潟大賞典(GIII)終了後（１５：２５頃）～
【場 所】 ウイナーズサークル

■吉沢亮さんのサイン入りブックカバープレゼント
抽選で５名様に「サイン入りブックカバー」をプレゼントします。
【受付日時】 ５月７日（日） 開門～１３：００
【受付場所】 イベントインフォメーション
【参加方法】 当日ご購入いただいた勝馬投票券５００円以上をご提示のうえ、備付の応募用紙に必要事項を
ご記入しご応募ください。※未成年者様のご参加はご遠慮願います。
【プレゼント当選発表】 １３：３０ ※イベントインフォメーションに当選者を掲示します。
【プレゼント当選人数】 抽選で５名様
○三宅宏実「トップアスリート来場！夢のスペシャルトーク！」
■レース予想
【日 時】 ５月１４日（日） 新潟４レース終了後（１１：２５頃）～
【場 所】 ウイナーズサークル
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
■トークショー
【日 時】 ５月１４日（日） 新潟１２レース終了後（１６：１０頃）～
【場 所】 パドック
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
○カミナリ「競馬のちカミナリのレース予想＆爆笑稲妻ライブ」
■レース予想
【日 時】 ５月２１日（日） 新潟４レース終了後（１１：２０頃）～
【場 所】 ウイナーズサークル
【司 会】 飛田厚史（NST アナウンサー）
■ライブ
【日 時】 ５月２１日（日） 新潟１２レース終了後（１６：１０頃）～
【場 所】 パドック
【司 会】 飛田厚史（NST アナウンサー）
県内の丼自慢店舗が集結
○グルメオークス
新潟県内の有名丼店舗８店が「オリジナル女子丼」を提供！
グルメオークス限定の「オリジナル女子丼（ジョシどん）」８種にプラスして、「定番丼」６種の計１４種の丼が
楽しめるイベントです！
【日 時】 ５月２０日（土）・２１日（日） ９：００～１７：００
【場 所】 こども広場周辺
【料 金】 各店舗共通チケットすべて一杯７００円（税込）
【店 舗】 鮨ことぶき（のどぐろ茶漬け）、サントピアワールド（純白のビアンカ丼）、給材（牛すじ温玉のせ丼）、
ｗａＢａｒ ａｈｉｒｕ（パクチーたっぷり深雪もち豚のローストポーク丼）、田村屋（村上牛茶漬け）、炭焼
き・からあげ専門店とりい（新潟タレから温玉丼）、オリエント イタリアン イリィ（彩り野菜と鶏挽き
肉ガパオ丼）、ＳＵＲＩＫＥＮ（海老と挽肉のオリエンタル丼）
■女性＆カップル限定 各日先着５００名様に「どんぶり１００円引サービス」
■優勝馬枠色抽選会
「抽選券付どんぶりチケット」購入者のうち、当日の重賞勝ち馬と同じ枠色の抽選券をお持ちの方に「オリジナ
ル折りたたみ傘」をプレゼント！８人に１人当たります！

【場
所】 こども広場前インフォメーションブース
【配布枚数】 各日２，０００枚
【当選人数】 各日２５０名様
【当選引換】 当日１７：００まで
※優勝馬が同着で複数いる場合は、賞品が変更となります。
オリジナルスプリングイベント
○女性グループ限定！開幕記念抽選会
わいわい♪女性２人以上でご来場の方限定！開幕日当日限りの抽選会に参加しよう！
【日
【場

時】 ４月２９日（土・祝） ９：３０頃～
所】 イベントインフォメーション付近

【人

数】 先着１００名様

【参加方法】 当日ご購入いただいた勝馬投票券１００円以上をお一人様１枚ご提示ください。
※抽選はお一人様１回限りとなります。
○新潟大賞典【ＧⅢ】記念 オリジナル手ぬぐいプレゼント
２０１６年新潟大賞典【ＧⅢ】を制したパッションダンス号をデザインした完全限定品！
【日
時】 ５月７日（日） ９：３０頃～※無くなり次第終了
【場
所】 テラスプラザ
【人
数】 先着２，０００様
【参加方法】 当日ご購入いただいた勝馬投票券５００円以上ご提示ください。
※お一人様１つまでとさせていただきます。
○必勝祈願！おみくじ馬券販売
コンピューターがランダムに選んだ「おみくじ馬券」を特製ぽち袋に入れて限定販売します。袋の中から「大吉」
が出てきた方には素敵な限定オリジナルグッズをプレゼント！元ケミカル⇄リアクションの中沢佑香さんが毎日
登場！
【日 時】 ５月６日（土）・７日（日）・２０日（土）・２１日（日） １０：３０～
【場 所】 テラスプラザ
○競馬場のウラ側へご案内！バックヤードツアー
地下馬道や検量室など普段は入れない競馬場のバックヤードをご案内します。
【実施日】 ４月２９日（土・祝）・５月６日（土）・１３日（土）
【受 付】 イベントインフォメーション
【受付時間】 開門～１３：３０まで
【募集人数】 抽選で２０名様
【応募方法】 イベントインフォメーション備付の専用応募用紙に必要事項をご記入の上ご応募ください。
（１組４名様まで）
【当選発表】 １４：００頃 イベントインフォメーションに当選者を掲示いたします。
【見学コース】 パドック、放送ブース、検量室前、ウイナーズサークル等
※ツアーは新潟最終レース終了後（１６：００頃）出発し、１７：００頃の終了を予定しています。
※天候等によりルートが変更となる場合があります。

○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー
馬券の買い方や競馬新聞の読み方を簡単にレクチャーします！
【日 時】 期間内全日開催 １０：００～１４：４０（最終受付）
【集 合】 多目的コーナー
○２０１７来場ポイントキャンペーン
開催期間中、競馬場に来場するごとにポイントがたまります。一定ポイント獲得でＪＲＡオリジナルグッズやグル
メカタログギフト等の賞品が当たります！
【日 時】 期間内全日開催 開門～１７：００
【ポイントリーダー設置場所】 テラスプラザ、ニルススタンド１Ｆ、アイビススタンド１Ｆ
【賞品引換場所】 テラスプラザ
キャラクターイベント
○「仮面ライダーエグゼイド」 キャラクターショー
【日 時】 ４月２９日（土・祝） ①新潟４レース終了後（１１：３０頃）～ ②新潟１２レース終了後（１６：０５頃）～
【場 所】 芝の広場
※ショー終了後、握手会を行います。
※雨天時は握手会のみ行います。
ファミリーイベント
○NST ナシテくんふわふわ
新潟総合テレビのキャラクター「ナシテ君」がふわふわになって登場します！
【日 時】 ５月２１日（日） 開門～１６：００頃
【場 所】 芝の広場
※身長１２０cm 以下のお子様のみご利用いただけます。
○Run！ラン♪ポニーパーク
大人も子供も楽しめる！乗馬玩具に乗って遊ぼう！これであなたもジョッキー気分！？
【日 時】 ４月２９日（土・祝）～５月１４日（日） １０：００～１５：００頃
【場 所】 こども広場付近
○ターフィーと遊ぼう！相性ピッタンコゲーム
ミニゲームでターフィーと相性診断！ターフィーと相性ピッタリになったら、ＪＲＡオリジナルグッズがもらえるよ。
【日
時】 開催内全日開催 ①１１：００～ ②１３：３０～ ③１５：００～
【場
所】 こども広場付近
【人

数】 各回先着３０名様

【参加方法】 実施会場にて整理券を配布します。 ※小学生以下のお子様がご参加いただけます。

新聞社主催イベント
○競馬エイト＆週刊 Gallop 大抽選会
４月３０日（日）はエイト＆Gallop で素敵な賞品をゲットしよう！
【日

時】 ４月３０日（日） 開門～

【場
【人

所】 テラスプラザ 特設ブース
数】 ７００名様

【賞
品】 エイト TM 推奨馬券、エイト＆Gallop オリジナルグッズなど
【参加方法】 「競馬エイト」（４月３０日付）または「週刊 Gallop」(４/３０号）をご持参ください。
※抽選会は１部につき１回、賞品が無くなり次第終了となります。
○サンケイスポーツ大抽選会
５月１４日（日）はサンケイスポーツで素敵な賞品をゲットしよう！
【日
【場

時】 ５月１４日（日） 開門～
所】 テラスプラザ 特設ブース

【人
【賞

数】 ５００名様
品】 ジョッキーサイン、オリジナルグッズなど

【参加方法】 「サンケイスポーツ」（５月１４日付）をご持参ください。
※抽選会は１部につき１回、賞品が無くなり次第終了となります。
※定期購読、電子新聞のお申し込みでも抽選に参加できます。

グルメイベント
○新潟競馬特別レース名にちなんだ物産展
【実施場所】 テラスプラザ
実施日
４月３０日（日）
５月６日（土）
５月７日（日）

特別競走名

出店自治体

主な販売品目

春日山特別

上越市

じゃこ天ボール、揚げかまぼこ、和菓子

五泉特別

五泉市

米粉クレープ、さといも麺のクリームパスタ、ジャム

三条特別

三条市

カレーラーメン、金属加工製品（調理器具等）

荒川峡特別

関川村

地鶏コロッケ、地鶏串焼き

中ノ岳特別

南魚沼村

南魚沼きりざい丼

新潟大賞典（GＩＩＩ）

新潟県ふるさと村

もち豚串焼き、もち豚ソーセージ

胎内市

胎内高原ビール、

５月１４日（日） 胎内川特別

○期間限定！ 新潟グルメ販売
【実施場所】 場内各所
店舗名/イベント名

実施日

こども広場できたて

４月２９日（土・祝）

キッチンカー

～５月１４日（日）

新潟名物駅弁販売

全日

Ｔｗｏ ｄａｙｓ

全日

競馬場オリジナル
酒類販売

実施場所

主な販売品目

こども広場付近

タレカツドッグ、かき氷

テラスプラザ

えび千両ちらし、鮭とヤナギカレイの直千勝
負弁当、駿馬茶など

ニルススタンド１Ｆ、
アイビススタンド１Ｆ

全日

テラスプラザ

駿馬茶
新潟競馬場オリジナル日本酒「直千（ちょく
せん）」、ザ・プレミアム・モルツ＜´１７日本
ダービー缶＞

※ザ・プレミアム・モルツ＜´１７日本ダービー缶＞は５月１３日（土）からの販売となります。
※オリジナル酒類については、本数限定のためなくなり次第、販売を終了いたします。
○競馬場スイーツコレクション
【実施場所】 テラスプラザ
店舗名
わらび屋

実施日
４月２９日（土）～５月７日（日）

ケーキハウス村恭

５月１３日（土）～２１日（日）

ジョイフルエンドー

全日

主な販売品目
しあわせフルーツロール
わらびもちクレープ
ＧⅠ焼き

■パークウインズ新潟競馬場 日本ダービー（ＧⅠ）イベント【５月２７日(土)・２８日(日)】
来場ゲストイベント
○どぶろっく「日本ダービー（ＧⅠ）レース予想＆スペシャルライブ！」
■レース予想
【日 時】 ５月２８日（日） １１：４５頃～
【場 所】 ウイナーズサークル
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
■ライブ
【日 時】 ５月２８日（日） １６：１５頃～
【場 所】 パドック
【司 会】 鈴木秀喜（NST アナウンサー）
キャラクターイベント
○「宇宙戦隊キュウレンジャー」 キャラクターショー
【日 時】 ５月２８日（日） ①１１：４０頃～ ②１５：４５頃～
【場 所】 芝の広場
※ショー終了後、握手会を行います。
※雨天時は握手会のみ行います。

○キャラクターグッズ抽選会
【日 時】 ５月２８日（日） ９：３０頃～
【場 所】 芝の広場付近
【人 数】 先着２００名様
※保護者の方が当日ご購入された勝馬投票券５００円以上をご提示ください。
※お一人様１回限りとさせていただきます。
ファミリーイベント
○Run！ラン♪ポニーパーク
大人も子供も楽しめる！乗馬玩具に乗って遊ぼう！これであなたもジョッキー気分！？
【日 時】 ５月２７日（土） １０：００～１５：００頃
５月２８日（日） １０：００～１４：００頃
【場 所】 こども広場付近
○ターフィーと遊ぼう！相性ピッタンコゲーム
ミニゲームでターフィーに挑戦！ 当たれば賞品をゲット！外れても参加賞がもらえるよ。
【日
時】
【場
所】
【人
数】
【参加方法】

５月２７日（土）・２８日（日） ①１１：００～ ②１３：３０～ ③１５：００～
こども広場付近
各回先着３０名様
実施会場にて整理券を配布します。 ※小学生以下のお子様がご参加いただけます。

日本ダービー[ＧⅠ]特別イベント
○ＢＳＮラジオ公開生放送「競馬の祭典 日本ダービースペシャル」
日本ダービー当日を盛り上げるべく、今年もＢＳＮラジオ中央競馬中継を拡大し、新潟競馬場から公開生放送
を行います。
【日 時】 ５月２８日（日） １４：００～１６：００
【場 所】 テラスプラザ
【ゲスト】 おばたのお兄さん、いくのひろし
【司 会】 近藤丈靖、水島知子
○ワークショップ
「お絵かきビニール傘づくり」・「クラフト動物づくり」・「ジグソーづくり」というお子様が楽しめるワークショップを開
催します！
【日 付】 ５月２７日（土）・２８日（日）
【時 間】 ２７日（土） ①１０：３０～ ②１２：００～ ③１４：００～ ④１５：３０～
２８日（日） ①１０：３０～ ②１３：００～ ③１５：３０～
【場 所】 芝の広場付近
【人 数】 各回先着２０名様
【参加方法】 実施会場にて整理券を配布します。
※小学生以下のお子様がご参加いただけます。
※保護者の方が当日ご購入された勝馬投票券１００円以上をご提示ください。
※参加時間帯によって、参加できるワークショップが異なります。
※参加はお一人様１コンテンツとなります。

○Run！ラン♪ポニーレースｉｎパドック
乗馬玩具を使ったレースをパドックで開催。見事勝利した方には、ＪＲＡオリジナルグッズをプレゼントいたしま
す。
【日 時】 ５月２８日（日） 受付１０：００～（こども広場付近）、レース１４：３０頃～（パドック）
【司 会】 関田将人（吉本住みます芸人）
※保護者の方が当日ご購入された勝馬投票券１００円以上をご提示ください。
グルメイベント
○期間限定！ 新潟グルメ販売
店舗名/イベント名
こども広場できたて
キッチンカー

実施日
５月２７日（土）・２８日（日）

新潟春競馬イベント一覧表

実施場所
こども広場付近

主な販売品目
タレカツドッグ、かき氷

■第１回新潟競馬開催中の UMAJO イベント【４月２９日（土・祝）～５月２１日（日）】
UMAJO SPOT
女性だけの特別なスペース「UMAJO SPOT」が、この春よそおいも新たにオープンいたします。
【日時】開催日全日 開門～１６：３０
【場所】アイビススタンド２階
※ご利用はお一人様１日１回、最長６０分までとさせていただきます。
※男性のお客様は未就学児童のみご利用いただけます。
UMAJO SPOT 期間内全日開催企画
今年も、競馬場の遊び方が大きく大きく変わります。
〇スイーツ販売＆ドリンク無料サービス
新潟で話題の人気店がプロデュース！UMAJO オリジナルパン・スイーツが登場！
【時間】開門～１６：３０
【スイーツ販売】新潟競馬場オリジナルスイーツ
ポニーパン、ひづめパン、オリジナルサブレ、アイシングクッキー
※スズキ食堂車・CAKE RITA など週替わりスイーツも登場！
※無くなり次第終了となります。
【無料ドリンク】ヤスダヨーグルト（各日先着５０名）、雪室珈琲（各日先着５０名）、
ホットコーヒー、紅茶、アイスコーヒー、麦茶、オレンジジュース
※お一人様１杯まで無料。
〇MISS JUICE が UMAJO に登場！
人気のショップのドリンクが UMAJO で限定販売されます。
【日時】５月２０日（土）、２１日（日） 開門～１６：３０
【場所】UMAJO SPOT
※無くなり次第終了となります。
〇フォトパネルコーナー
フォトスポットで撮影した写真を SNS に投稿した方に「UMAJO オリジナルグッズ」をプレゼントします。
【日時】開催日全日 開門～１６：３０
【参加条件】「#s2umajo」を付けて SNS に投稿したページを UMAJO SPOT スタッフにご提示ください。
※ヘルメット、ゴーグル、鞭、勝負服など JRA コスプレグッズをご用意しております。
〇メイクルーム
あぶらとり紙、絆創膏、綿棒、コットン等をご用意しています。

UMAJO イベント
ますます楽しみ広がる、充実の UMAJO イベントです！！
〇「的中」疑似体験！枠色カード抽選会
対象レースの１着、２着、３着のいずれかの枠色と、お配りしたカードの色が一致した方全員に、素敵な UMAJO
オリジナルグッズをプレゼントします。
【実施日】４月２９日（土・祝）、５月６日（土）、１３日（土）、２０日（土）
【対象レース】新潟第９レース
【カード配布時間】９：００～１４：００頃 ※無くなり次第終了
【参加条件】UMAJO SPOT 内で２００円以上お買いものされた方
【受付・グッズ交換】UMAJO SPOT 内インフォメーション
【参加人数】各日先着１００名様
※枠色カードは選べません。
※枠色カード配布はお一人様 1 枚限りとさせていただきます。
〇春の UMAJO 抽選会
春の UMAJO SPOT 誕生を記念して素敵な UMAJO グッズが当たる抽選会を行います。
【実施日】４月３０日（日）、５月７日（日）、１４日（日）、２１日（日）
【抽選券配布時間】９：３０～１５：００
【参加条件】当日ご購入いただいた勝馬投票券５００円以上をご提示ください。
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション
【抽選会場】UMAJO 抽選会場
【参加人数】各日先着１５０名様
A 賞：馬蹄型ネックレス
B 賞：トラベルポーチ
C 賞：ペーパークリップ
D 賞：ランチ巾着
〇UMAJO BEAUTY
UMAJO スポット内で週替わりの BEAUTY 体験をお楽しみください。
【内容】４月２９日（土・祝）、３０日（日）パーソナルカラー診断
５月６日（土）、７日（日）ポプリ「サシェ」作り
５月１３日（土）、１４日（日）ハンドマッサージ
５月２０日（土）、２１日（日）ネイルサービス
【時間】各日①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
※お一人様１０～１５分程度となります。
〇Komachi サンプルバー
女性に人気の食品・飲料・コスメなど話題のアイテムのサンプルを選んで持ち帰ろう!
【実施日】５月１４日（日）
【抽選券配布時間】９：３０～１５：００頃
【参加条件】当日ご購入いただいた勝馬投票券５００円以上をご提示ください。
【会場】ニルススタンド２F コンコース
【参加人数】先着４００名様

〇来場スタンプカード
３回（計３日間）来場されたお客様に JRA オリジナルグッズをプレゼント！
【日時】開催日全日 開門～１６：３０
【参加条件】初回来場時に、当日ご購入いただいた勝馬投票券５００円以上をご提示ください。
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション
〇ポニーとふれあい体験
ポニーにふれよう！いっしょに写真撮影も！癒されたい女子集合！
【実施日】４月３０日（日）、５月７日（日）、１３日（土）
【時間】１４：３０～１５：００
【参加申込】９：３０～（定員に達し次第終了）
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション
【参加人数】各日先着１５組（１組４名様まで）
〇バックヤードツアー＆誘導場撮影会
地下馬道や検量エリアなど普段入ることができない競馬場の裏側をご案内。誘導馬と一緒に記念撮影もできま
す。
【実施日】４月３０日（日）、５月７日（日）、１３日（土）
【時間】１０：５０頃～１１：１５頃（新潟３R 終了後～４R 発走までを予定）
【参加申込】９：３０～１０：３０
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション
【参加人数】各日抽選１０名様
【当選発表】１０：４５頃 UMAJO SPOT 内インフォメーション
＜イメージパース＞

※その他のイベントは決定次第、発表致します。JRA ホームページ等でご確認ください。
※天候その他の理由により、イベントを中止または変更する場合がございます。予めご了承ください。
※イベントに関するお問い合わせは「新潟競馬場 お客様事業課」までお願いいたします。（TEL
025-259-3141）

