平成 29 年 5 月 13 日

そのレパートリーは幅広く、宗教曲、オペラ、クラシカル・クロスオーバー、ミュージカ

JRA 報道室

ル、映画音楽、日本の唱歌・ポップスと多岐にわたり、フジテレビフィギュアスケート中継
のオープニングソング「ボレロ」ではまさにその真骨頂を聴くことが出来る。

平成 29 年第 2 回東京競馬（後 2 週間）開催日イベントのお知らせ

また、ライフワークとして取り組んでいる全国各地の学校訪問コンサートは年間数十公演
に及び、子供達とのふれあい活動を通して音楽の楽しさや喜びを伝えている。

“競馬の祭典”ダービーへようこそ。日本で行われる競馬のレースのうち、競馬の祭典と

温かく心の奥底に響いてくるその唯一無二の奇跡の歌声は、自身のソロコンサートやオペラ、

呼ばれるのは『日本ダービー』ただ一つ。そのダービーを熱く盛り上げるべく、今年はＪＲ

ミュージカル出演等で会場を沸かせ、毎回多くの人々に感動を与えている。

Ａ年間プロモーションキャラクターである松坂桃李さん、柳楽優弥さん、高畑充希さん、土

高知県宿毛市出身。株式会社ホリプロ所属。

屋太鳳さんの 4 名が全員集合！表彰式に登場します！
もちろん、ビギナーからファミリー、女性の皆様にもお楽しみいただけるような“ダービ
ーへようこそ。
”の名にふさわしいイベントを沢山ご用意しております。ぜひ皆様お誘いあわ
せの上、春の東京競馬場にご来場ください！

○最高の名誉に向けて！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たちが、当日のお昼休み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、皆様の熱い声援をお送りください！
【日

時】5 月 28 日（日） 12：05 頃～

ダービースペシャルイベント

【場

所】ウイナーズサークル

○日本ダービー表彰式にＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの４名が登場！

【司

会】杉本清

ＪＲＡ年間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演している松坂桃李さん、柳

【 そ の 他 】★花束贈呈キッズプレゼンター募集！

楽優弥さん、高畑充希さん、土屋太鳳さんが日本ダービーの表彰式に登場。

会場において日本ダービー騎乗ジョッキーに花束を贈呈するキッズプレゼン

【日

ターを募集します。ご希望の方は 5 月 21 日（日）
【オークス当日】10：00～

時】5 月 28 日（日） 15：55 頃～

【場所】ゴール前表彰式会場

16:00 の間に、お子様同伴のうえセンターコートまでお越しください。
※小学 1～6 年生のお子様が対象となり、応募多数の場合は抽選となります。

○岡本知高さんによる国歌独唱

その他詳細については応募用紙にてご確認ください。

岡本知高さんが日本ダービーの発走前に国歌独唱を行います。
【日

時】5 月 28 日（日） 15：30 頃

【場

所】ウイナーズサークル

【岡本知高さんプロフィール】

○ダービージョッキーも登場！日本ダービーレース回顧トークショー
最終レース終了後に、日本ダービー優勝ジョッキーを招いてレース回顧を行います。
【日

時】5 月 28 日（日） 17：15 頃～

ソプラニスタ（男性ソプラノ歌手）
。同氏の場合は変声後も強靭なソプラノ音域が自然に維

【場

所】パドック

持され続けている世界的にも大変希有な「天性の男性ソプラノ歌手」である。本人は“コン

【出

演】日本ダービー優勝ジョッキー

トラバスにヴァイオリンの弦が張られている”などと自身の体型になぞらえて愉快な表現で

ＴＩＭ 谷桃子

説明している。

※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

国立音楽大学を卒業後、フランスのプーランク音楽院を首席で修了。その実力は各方面か

めご了承ください。

ら高い信頼を得ており、様々なアーティストや国内オーケストラとの共演のみに留まらず、
モスクワ・フィルハーモニー交響楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団等、海外オー
ケストラからの呼び声も高い。

○「勝負服ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾗｯｸﾞ（騎手直筆ｻｲﾝ入り）」＆「ｵﾘｼﾞﾅﾙ Migaki Meister ﾋﾞｱﾀﾝﾌﾞﾗｰ」抽選会
「日本ダービー出走馬勝負服デザインフラッグ（騎手直筆サイン入り）
」と「第 84 回日本
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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」をセットでプレ

当日はパフォーマーによるサプライズ演出もお楽しみいただけます。

ゼントするスペシャル抽選会を行います！

★英国製ロンドンバス展示

【日

時】5 月 28 日（日） 9：30～13：00

【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】当日購入された『日本ダービー』の勝馬投票券 1,000 円分以上（複数枚可）を
ご提示いただきます（お一人様 1 回限り）
。
※ご希望の勝負服デザインフラッグをお一つお選びいただいたうえで、ご応募
いただけます。
※15：00 頃に当選者を抽選会場及びターフビジョンにて発表いたします。
※その他詳細は応募用紙にてご確認ください。

ロンドン周辺で実際に活躍した往年のロンドンバスを展示します。なお、5 月 22 日（月）
～26 日（金）は都内各所（渋谷・新宿）を随時周遊します！
【日

時】5 月 27 日（土）
・28 日（日）

【場

所】正門前ローズガーデン

★ビートルズのトリビュートバンド「ＴＨＥ ＨＩＴＭＥＮ」生演奏！
今大注目の外国人ポップスバンド「ＴＨＥ ＨＩＴＭＥＮ」が、誰もが知っているビート
ルズの名曲を生演奏いたします。
【日

◇第 84 回日本ダービーオリジナル Migaki Meister ビアタンブラー

※各回 10 分程度の演奏を行います。

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」。
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。

時】5 月 28 日（日） 開門～14：00 頃まで適宜
※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

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。

○日本ダービー前日は「フリーパスの日」で入場無料！
日本ダービー前日は「フリーパスの日」として入場料が無料になります！

○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

時】5 月 28 日（日）
11：50 頃～ お昼の演奏会（芝コース内）
15：40 頃

日本ダービーファンファーレ生演奏（ウイナーズサークル）

【陸上自衛隊中央音楽隊プロフィール】
防衛大臣直轄の音楽隊として、国賓・公賓に対する歓迎行事での演奏や国家的行事に数
多く参加するとともに、定期演奏会、ＣＤ録音をはじめ、全国各地へのコンサートツアー

★ダービー前日「東京競馬場オリジナルマイクロファイバークロス」プレゼント
【日

時】5 月 27 日（土） 開門～ 先着 30,000 名様

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

※お一人様お１つずつのプレゼントとさせていただきます。
★再来場誘引抽選会
【日

時】5 月 28 日（日） 9：30～ 先着 4,000 名様

【場

所】馬場内フアフア広場

【詳

細】前日に配布する「東京競馬場オリジナルマイクロファイバークロス」に同

や、海外での軍楽祭参加など多彩な演奏活動を行っています。2008 年「日本管打吹奏楽ア

封されているアンケートにお答えいただき、かつ当日購入された勝馬投票

カデミー賞」
、2009 年アメリカのスーザ財団より「ジョージ・ハワード大佐顕彰優秀軍楽隊

券 100 円分以上を提示されたお客様が抽選会にご参加いただけます。

賞」
、2013 年「日本レコード・アカデミー賞吹奏楽部門」をそれぞれ受賞しています。
○“競馬の祭典”ダービーならではの雰囲気をお楽しみください！
日本ダービーを盛り上げるべく、場内は特別仕様に！
★ダービーガーデン装飾
日本ダービーを迎えるにあたり、ローズガーデンを特別仕様に装飾いたします。なお、
キッチンカーによる出店もあり、美味しいグルメもご堪能いただけます。また、ダービー

【賞

品】Ａ賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルクオカード(2,000 円分)

100 名様

Ｂ賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルトートバッグ

300 名様

Ｃ賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルマフラータオル

450 名様

Ｄ賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルビニールポーチ

3,150 名様

※定員に達し次第終了とさせていただきます。
※お一人様 1 回限りの参加とさせていただきます。
※必ずアンケートにお答えいただいた上でご持参ください。アンケートをご持参いた
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だけない方は抽選会にご参加いただけません。

【第 84 回 日本ダービーオリジナルビアグラスペアセット】
ビールの旨み、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良さを追求したグラスです。

○日本ダービー当日はスクラッチくじ付き記念入場券を発売！

きらきらする特殊なフロスト加工でビールをより美味しく魅せます。適度なくびれが持ちや

日本ダービー当日は、場内の各入場門において「スクラッチくじ付き記念入場券」を発売
いたします。

すく、飽きがこないシンプルなフォルムで長く愛着を持って使用して頂けます。
84 回目の日本ダービーを記念し、デザインには過去の優勝馬を表す馬蹄を 83 個プリント。

【日

時】5 月 28 日（日） 開門～

そして第 84 回をラインストーンで表現いたしました。

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

※スワロフスキー®・クリスタルを使用しています。

【発売枚数】100,000 枚（1 枚 200 円）
※東京競馬場のみでの限定発売となるため、売り切れ次第終了となります。
※記念入場券の指定は出来ませんので、予めご了承ください。

○キングダムダービー抽選会
人気アニメ「キングダム」キャラクターと歴代ダービー馬のオリジナル描き下ろしイラス

※当日は一般入場券・JRA 競馬場共通入場回数券でもご入場いただけます。

トがデザインされた『オリジナルマウスパッド＆クリアファイル』を抽選で 1,000 名様にプ

※当日の「レーシングプログラム」も特別版となります。

レゼントいたします。

★日本ダービー記念入場券抽選会！
当日各入場門にて発売する日本ダービー記念入場券（1 枚 200 円、合計 100,000 枚販売）
はスクラッチくじ付き。削って当たりが出たら素敵な賞品をもれなく差し上げます。また

【日

時】5 月 28 日（日） 9：30～

【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】当日購入された『日本ダービー』の勝馬投票券 100 円分以上をご提示いただい

Ｗチャンスでさらに豪華な賞品を抽選でＧＥＴ！

た先着 8,000 名様に「枠色入り抽選カード」をお渡しします。日本ダービーの

【時

間】9：30 頃～

優勝馬の枠色と同じ「枠色入り抽選カード」をお持ちの 1,000 名様が的中とな

【場

所】正門付近特設ブース

ります。

【賞

品】Cartwright＆Butler（ｶｰﾄﾗｲﾄｱﾝﾄﾞﾊﾞﾄﾗｰ）ﾃﾞﾒﾗﾗ（ざらめ）ｼｮｰﾄﾌﾞﾚｯﾄﾞ（ｲｷﾞﾘｽ）
Cartwright＆Butler（ｶｰﾄﾗｲﾄｱﾝﾄﾞﾊﾞﾄﾗｰ）塩ｷｬﾗﾒﾙﾋﾞｽｹｯﾄ（ｲｷﾞﾘｽ）

※出走頭数により、抽選会参加可能人数が変更となる場合があります。

500 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（枠色入り抽選カード

500 名様

はお選びいただけません。なお、枠色入り抽選カード配布後に取消・除外が

※上記賞品の中からお選びいただけます。各賞品はなくなり次第終了となります。

発生し、枠色該当馬がいなくなった場合も不的中となります）。

◆さらに的中者にはＷチャンスとして、下記豪華賞品を抽選でプレゼント！
第 84 回 日本ダービーオリジナルビアグラスペアセット

※賞品の引換えは当日限り、17:30 までとなります。

100 名様

※賞品の引換えは当日限り、17:30 までとなります。
※Ｗチャンスにご参加いただくには当日購入された勝馬投票券 1,000 円分以上（複数枚可）

○キングダムダービー展
東京競馬場内・ＪＲＡ競馬博物館ではアニメ「キングダム」の大規模企画展示『キングダ

をご提示いただきます。

ムダービー展』を開催いたします。アニメ「キングダム」の名シーン場面写真や設定画等の

【Cartwright＆Butler（ｶｰﾄﾗｲﾄｱﾝﾄﾞﾊﾞﾄﾗｰ）ﾃﾞﾒﾗﾗ（ざらめ）ｼｮｰﾄﾌﾞﾚｯﾄ、塩ｷｬﾗﾒﾙﾋﾞｽｹｯﾄ（ｲｷﾞ

展示に加え、本企画のために特別に描き下ろした「キングダム」人気キャラクターと歴代ダ

ﾘｽ）
】

ービー馬がコラボしたイラストのパネル展示を行います。

Cartwright and Butler は、1981 年にイギリス、ヨークシャーの海辺の小さな町でクラフ

【日

時】5 月 27 日（土）～6 月 25 日（日）

トギャラリーから自家製食品の販売を開始しました。ホームメイドスタイルのビスケット、

東京競馬開催日（毎週土・日曜日） 10:00～17:00

紅茶やコーヒーなど、スタイリッシュなデザインと高い品質から Harrod’s、Selfridge、John

毎週水・木・金曜日 10:00～16:00 ※毎週月･火曜日は休館日となります。

Lewis などのプレミアムグロサリーで販売されています。

【場

所】JRA 競馬博物館 ※東京競馬場内東門付近
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【入 館 料】無料 ※東京競馬開催日については、競馬場の入場料 200 円が必要となります。
※日本ﾀﾞｰﾋﾞｰｽﾍﾟｼｬﾙ WEB ｺﾝﾃﾝﾂ「ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑﾀﾞｰﾋﾞｰ」
（https://umabi.jp/kingdomderby/)も併せ
てお楽しみください！
○ＨＯＴ

【日

時】5 月 27 日（土）・28 日（日） 開門～

【場

所】馬場内東側特設エリア

※通常の東京優駿ハイボールは 1 杯 700 円、第 84 回日本ダービーオリジナルカップ付東京優
駿ハイボール（数量限定）は 1 杯 1,000 円にて販売します。

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、

○「ザ・プレミアム・モルツ

日本ダービー缶」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！現地で購入

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

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！

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 29 日（祝・土）～5 月 28 日（日） 開門～17：00

【日

時】 4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日）

【場

所】 正門付近特設ブース

【会

場】 イーストホール 1 階

【詳

細】 ザ・プレミアム・モルツ 日本ダービー缶 350ml×6 本セット

開門～17：00 頃

：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
○「日本ダービー仕様オリジナルゼッケン」販売！

降となります。

日本ダービーで使用されるゼッケンは唯一金刺繍入りの特別版。それにお好みの文字を入

※東京競馬場正門前特設ブースで 6 本セットをご購入いただいた方は、「東

れた世界で 1 枚だけのオリジナルゼッケンは、プレゼントにも最適です！

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

【日

時】 5 月 28 日（日） 開門～

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

【場

所】 正門付近特設ブース

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

【詳

細】 第 84 回日本ダービー仕様のゼッケン【白地（金刺繍入り）
・黒文字】の両側に

円分以上の勝馬投票券（複数枚可）をご提示いただきます。

お好きな番号・文字を入れたオリジナルゼッケン（3,000 円）＆ミニゼッケン

※入荷状況により当日分が売切れの場合がございます。

（1,500 円）を、ダービー当日のみ限定販売いたします。

※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」

※番号は 1～18 まで、文字はカタカナ 2～9 文字までご自由にお選びいただけま

＆吟醸「優駿」2 本セット（300ml×2 本・1,500 円）、大吟醸「優駿」（3,300

す（実在する競走馬の馬名はお選びいただけません）。
※両ゼッケンとも開門～11：00 までにお申込みいただいた各先着 100 名様につ
いては、当日 15：30～17:30 の間に商品をお渡しいたします。それ以外の方
については、後日郵送（一律 700 円元払い）によるお渡しとなります。
※その他、会場では第 84 回日本ダービー出走馬番・馬名入りミニゼッケン（各 1,000 円：計
1,000 枚）や、過去 15 年歴代ダービー馬の「勝負服ゼッケンコースター（各 500 円：計 900

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」。
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。

枚）
」
、
「額入りオリジナル優勝レイゼッケンコースター（各 1,900 円：計 700 個）」を数量
限定で販売いたします。

○「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
ダービー当日までの開催期間中、「第 84 回日本ダービー記念オリジナルステッカー」をご

○日本ダービーオフィシャルドリンク・東京優駿ハイボール「Best of Luck」販売！
国産の素材にこだわり製作した、爽快ですっきりとした飲み心地のオリジナルハイボール
を販売します。

希望の方全員に無料でプレゼントいたします。
【日

時】4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日） 開門～17：00 頃

【場

所】場内の全てのインフォメーション及び投票所
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○2017 スポニチダービー祭り
スポニチ予想陣が日本ダービー前日大予想会を開催！全精力を懸けて的中を狙います。
★日本ダービー前日大予想会

◇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。

【日

時】5 月 27 日（土） 11：50 頃～

【場

所】ゴール前特設ステージ

○日本ダービー限定オリジナルグッズ販売

【出

演】小田哲也・鳥谷越明・梅崎晴光（スポニチ記者陣）

【販 売 日】 5 月 27 日（土）・28（日）

司会：古崎瞳

※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

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

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。

★スポニチ大抽選会

【場

【日

時】5 月 27 日（土） 開門～ ※無くなり次第終了

【 グ ッ ズ 】 ◇マフラータオル

【場

所】正門付近特設ブース

◇ＧⅠ全出走馬ストラップ

：

400 円

【詳

細】5 月 27 日（土）付のスポニチ(140 円)を持参されるか、会場にて購入された

◇ＧⅠ全出走馬ボールペン

:

500 円

方が抽選会にご参加いただけます。

◇ＧⅠ全出走馬応援フラッグ

:

500 円

※賞品は「日本ダービーレプリカゼッケン」や「スポニチオリジナルグッズ」

◇想い出馬券ホルダー

：

500 円

◇馬番Ｔシャツ

： 2,000 円

など、ハズレくじなし！

所】 場内各ターフィーショップ
： 1,000 円

※「ＧⅠ全出走馬ストラップ」および「ＧⅠ全出走馬ボールペン」については、通信販売
○サンスポ「ダービー前夜祭 2017」

を実施します。詳細はターフィー通販クラブ（http://shop.prc.jp/）をご覧ください。

サンケイスポーツ・競馬エイト・週刊 Gallop・ニッポン放送が主催するダービー前夜祭
を今年も開催します！

○実使用レースゼッケン付グッズ限定販売

【日

時】5 月 27 日（土） 16：40 頃～

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

【場

所】パドック

販売いたします！

【出

演】横山ルリカ

【販 売 日】5 月 27 日（土）

サンスポ・ギャロップ記者、エイトＴＭ

【場

司会：清水久嗣（ニッポン放送アナウンサー）

所】ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ
※10：30 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

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

引き続き販売いたします。
【 グ ッ ズ 】◇5 月 27 日（土）開門から限定 400 セット販売

○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クリアボトルセット

： 2,000 円

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。

○ダービーウィークは「馬連」がおトク！

【販 売 日】4 月 22 日（土）～5 月 28 日（日）
【場

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

所】場内各ターフィーショップ

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。

【 グ ッ ズ 】◇ネクタイ

： 3,000 円

◇キャップ

： 2,500 円

※詳しくはこちら（http://www.jra.go.jp/news/201703/030601.html）をご覧ください。
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オークススペシャルイベント
○ 航空自衛隊航空中央音楽隊によるファンファーレ演奏
オークスのファンファーレは、航空自衛隊航空中央音楽隊による生演奏を行います。
【日

時】5 月 21 日（日）

○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。

11：45 頃～ お昼の演奏会（芝コース内）

【日

時】 5 月 13 日（土）～21 日（日） 開門～16：30

15：40 頃

【場

所】 ローズガーデン

オークス生ファンファーレ（ウイナーズサークル）

【航空中央音楽隊プロフィール】
1961年「航空音楽隊」として東京都立川市に発足し、1982年「航空中央音楽隊」となり、

※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。

防衛大臣直轄の音楽隊として防衛省の式典及び各地での演奏会など年間約100回の演奏活
動を行っています。これまで1964年の東京オリンピックや今上天皇即位の礼など数多くの
国際行事にも参加し、1992年には世界の優秀な軍楽隊に贈られる「ジョージS.ハワード大
佐顕彰優秀軍楽隊賞」をアジアで初めて受賞。これら数々の功績により、2015年4月に日本
管打・吹奏楽学会より「第25回日本管打・吹奏楽アカデミー賞（演奏部門）
」を受賞しまし

○女性限定ＵＭＡＪＯオークス抽選会！
オークス（ＧⅠ）当日に、女性限定の抽選会を実施します。オークス当日は女性同士でレ
ースやイベントを思いっきり楽しんでみませんか。
【日

た。航空中央音楽隊は、航空自衛隊を代表する音楽隊として今後も活動を続けていきます。

時】5 月 21 日（日） 9：30～15：00 ※先着最大 3,200 名様
※出走頭数により、抽選会参加可能人数が変更となる場合があります。

【抽選会場】正門付近特設ブース
○オークス優勝ジョッキーも登場！オークスレース回顧トークショー

【詳

最終レース終了後に、オークス優勝ジョッキーを招いてレース回顧を行います。

細】当日購入されたオークス（ＧⅠ）の勝馬投票券 500 円分以上（複数枚可）を
会場にてご提示頂いた女性のお客様先着 3,200 名様に、
「枠色入り抽選カード」

【日

時】5 月 21 日（日） 16：40 頃～

をお渡しします。オークス確定後、オークス優勝馬の枠色と同じ枠色が記載

【場

所】パドック

されたカードをお持ちの 400 名様が的中となります。的中者には、もれなく

【出

演】オークス優勝ジョッキー

「ＵＭＡＪＯ圧縮プチタオル」をプレゼント。さらに、的中された方の中か

谷桃子 ＴＩＭ

ら抽選で 200 名様には「ＵＭＡＪＯアロマディフューザー」をプレゼントし

※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

ます。

めご了承ください。

※20 歳以上の女性お一人様につき、1 回限りの参加とさせて頂きます（枠色入
り抽選カードはお選びいただけません。なお、抽選カード配布後に取消・除

○オークス出走馬の「ベストターンドアウト賞」！

外が発生し、枠色該当馬がいなくなった場合も不的中となります）。

“もっとも美しく手入れされた馬を担当する厩務員”の努力を称え表彰する「ベストターン

※賞品の引換えは当日限り、17:00 までとなります。

ドアウト賞」
（Best Turned Out Award）の審査を、オークスのパドックで行います。
【審査基準】
『馬がよく躾けられ、美しく手入れされ、かつ人馬の一体感を感じさせる引き馬
（リード）が行われているか。
』

※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。

【審査委員】松山康久氏（元ＪＲＡ調教師）鈴木淑子氏
※審査結果は当日、ターフビジョン等にて発表します。

○馬場内で盛り上がろう！「洋楽ポップスバンド」生演奏！
オークス当日は洋楽ポップスバンドが生演奏し、会場を盛り上げます。
【日

時】5 月 21 日（日） 開門～14：00 頃まで適宜
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※各回 10 分程度の演奏を行います。

【 グ ッ ズ 】◇5 月 20 日（土）開門から限定 200 セット販売

※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

ｵｰｸｽｵﾘｼﾞﾅﾙﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ&ｽﾀｼﾞｱﾑｸｯｼｮﾝｾｯﾄ

： 2,000 円

所】馬場内東側特設エリア

【出 演 者】ＧＯＷ（ガウ）

○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）

○オークス当日は記念入場券を発売

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

オークス当日は、場内の各入場門において「記念入場券」を発売いたします。
【日

時】5 月 21 日（日） 開門～

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

上乗せして払戻しいたします。
【対象レース】5 月 21 日（日）：オークス（ＧⅠ）

【発売枚数】男性用 40,000 枚（1 枚 200 円）
女性用 24,000 枚（1 枚 100 円）
※東京競馬場のみでの限定発売となるため、売り切れ次第終了となります。
※当日は一般入場券・JRA 競馬場共通入場回数券でもご入場いただけます。
※記念入場券を購入された女性の方のみ、入場料が 100 円（通常 200 円）となります。

春のスペシャルイベント!
○まだまだ続く東京競馬場メガグルメフェスティバル！【4 月 22 日（土）～】

○オークス限定グッズ販売
【日

【場

開幕週から実施しているメガグルメフェスティバルは引き続き開催中！また、ビアフェス

時】 5 月 20 日（土）・21 日（日）

（Ｒ）や、東京競馬場限定のオリジナルクラフトビールもご用意しています！

※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

【日

時】 4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日） 9：30～17：00

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】 馬場内東側特設エリア

所】 場内各ターフィーショップ

【 グ ッ ズ 】 ◇マフラータオル

【フードコンテンツ】
： 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

★どんぶりフェス！ 【5 月 20 日（土）～28 日（日）】
全国のどんぶりを集めたどんぶりフェスが東京競馬場に初お目見え！
【販売品目】米沢牛ステーキ丼、讃岐牛たべまい丼、神戸牛メンチカツ丼、桜エビと釜揚
げしらすの 2 色丼、ケバブ丼、かごしま黒豚三昧丼
※かごしま黒豚三昧丼は 5 月 20 日（土）
・21 日（日）のみの出店となります。
★アイスクリーム＆ポップコーンの販売 【4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日）】

○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！

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

【販 売 日】5 月 20 日（土）

※その他、大分中津から揚げや焼き小龍包等、東京競馬場名物メニューも販売いたします。

【場

※週毎に出店内容が異なりますので、予めご了承ください。

所】ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ
※10：30 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。

【ビールコンテンツ】
★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）】
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【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。

【ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞー設置場所】

★ブルックリンラガー販売！【4 月 22 日（土）～6 月 4 日（日）】

フジビュースタンド 2 階 総合インフォメーション横

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！

フジビュースタンド 3 階 中央インフォメーション横

【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。

メモリアルスタンド 2 階 インフォメーション横

★国産プレミアムビール販売！【5 月 13 日（土）～21 日（日）】
【商品名】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）

【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

琥珀エビス（サッポロ）
、香るエール（サントリー）

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

※1 杯 500 円で販売いたします。

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）
。

★常陸野ネストビール販売【5 月 13 日（土）～21 日（日）】

【獲得ﾎﾟｲﾝﾄ】1 ポイント

【商品名】常陸野ネストラガー ※1 杯 600 円で販売いたします。

※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

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。

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」！

★クラフトビールの祭典！ビアフェス（Ｒ）【5 月 27 日（土）～6 月 4 日（日）】

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！

【クラフトビール出店業者】

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）

神楽坂ラ・カシェット、富士桜高原麦酒、イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン

おがわじゅりオリジナルグッズ など

ＴＹハーバーブルワリー、サンクトガーレン、猪苗代地ビール

★「Today’s チャンス賞」！

※クラフトビール（地ビール）については 20 銘柄を 1 杯 600 円で販売いたします。

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！

※お試しセット（4 種 1,400 円）も限定数で販売予定です。

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）

※神楽坂ラ・カシェットではノンアルコールビール（1 杯 300 円）の販売もございます。
【ビアフェス（R）
】
クラフトビアアソシエーション（日本地ビール協会）が主催する日本最大級のビアイベ
ントです。当イベントは商標権利者の使用承諾を受けています（BeerFes（R）は登録商標

※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。
★【日本ダービー当日 特別企画】日本ﾀﾞｰﾋﾞｰＴＶＣＭで登場！ﾀﾞｰﾋﾞｰﾘﾎﾞﾝが当たる！
日本ダービー当日の「Today’s チャンス賞」は特別版！ポイントリーダーにタッチして、
その場で「当たり」が出た 20,000 名様に、日本ダービーＴＶＣＭで登場しているダービー
リボンをプレゼント！みんなでダービーリボンを身につけてダービーを盛り上げよう！

です）
。

【日
※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。
※安田記念週のコンテンツは後日発表いたします。

時】5 月 28 日（日） 開門～

【引換場所】ウオッカ馬像付近特設ブース
※当日 16：00 までにポイントリーダーにタッチされた方が抽選対象となります。
※当選者が 20,000 名に達した時点で抽選は終了となります。

○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

※ダービーリボンの引換えは、当日限り 17：30 までとさせていただきます。
※ダービーリボンの色は、お選びいただくことは出来ません（全 8 色）。
※日本ダービー当日の「Today’s チャンス賞」は、ダービーリボンのみのプレゼントと
なり、オリジナルミニタオルのプレゼントはありません。

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。

※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
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ください。

※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/）

※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

にてご確認ください。

び現地にてお配りする専用チラシ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】
○ＪＲＡ競馬博物館イベント

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

東京競馬開催中ワークショップなどのイベントを行います。

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

【主なイベント】

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。

★馬像試乗会（サラブレッド）【5 月 20 日（土）】

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

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

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。

間】11：50～12：20

【日

時】1 月 28 日（土）～8 月 27 日（日）

※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。

前期：1 月 28 日（土）～5 月 14 日（日）

★オリジナルグッズプレゼント＆クイズラリー【5 月 20 日（土）・21 日（日）】

後期：5 月 20 日（土）～8 月 27 日（日）

当日、東京競馬場で開催される「日本在来馬保護チャリティーイベント」において、募

競馬開催日・・・10：00～17：00

金時に配布する専用用紙を持って競馬博物館にお越しいただいた方に、先着でオリジナル

その他の日・・・10：00～16：00 ※月・火及び 2 月の金曜日は休館

ミニポーチバッグをプレゼントします。さらに「クイズラリー」にご参加いただくと、後

【場

日正解された方の中から抽選で賞品をプレゼントします。

※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

【時

間】10：00～

各日先着 500 名様

所】JRA 競馬博物館 ※東京競馬場内東門付近

ご確認ください。

※クイズラリーには未成年者はご参加いただけません。
※当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
★ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（お子様向け工作教室）
『馬が走る！？ｿﾞｰﾄﾛｰﾌﾟ（回転のぞき絵）を作ろう！』
【5 月 27 日（土）】
【時

間】①11：00～12：00 ②14：00～15：00

【詳

細】お子様向け工作教室を実施します。参加費は無料です。ワークショップ参
加後は、馬像試乗も体験できます。各回先着 20 名様。開館より 1 階案内に
て受付。
※小学生以下のお子様のみとなります（要保護者同伴）

★博物館ガイドツアー 【5 月 28 日（日）】

“競馬の魅力”満喫イベント
○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引き続き開催中！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

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

（２）5 月 28 日（日）※日本ダービー当日

いて解説を行います。
【時

間】11：45～12：15

【詳

細】先着 20 名様。開館より 1 階案内にて受付。

時】（１）5 月 21 日（日）※オークス当日
① 東京 4 レース終了～13：00 頃
② 14：00 頃～東京 12 レース終了

【場

所】 センターコート

【出 演 者】
（１）谷桃子 天童なこ 竹内紫麻 辻三蔵
9

（２）谷桃子 ＴＩＭ 井内利彰 津田麻莉奈

【日

※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

5 月 21 日（日）10：30 頃～15：00 頃

ください。

（２）5 月 27 日（土）10：30 頃～16：00 頃

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

5 月 28 日（日）10：30 頃～15：00 頃
【場

○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

時】（１）5 月 20 日（土）10：30 頃～16：00 頃

所】馬場内東側特設エリア
※雨天時は場所を変更する場合があります。

【詳

細】馬連または3連複（500円分）の勝馬投票券を特製ポチ袋に入れて発売いた

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

します。

にはスペシャルゲストが現れるかも!?

※特製ポチ袋に「あたりくじ」が入っていたら、もれなく「グルメグラン

【日

時】5 月 20 日（土）
・5 月 27 日（土）

プリ2016プレミアムクーポン」400円分をプレゼントいたします。

16：40 頃～

※特製ポチ袋は①で計4,000枚、②で計6,000枚限定での販売となり、無く

【 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。

なり次第終了となります。
【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。

○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

○Gallop「丸ごと POG2017～2018」即売抽選会
週刊 Gallop 臨時増刊「丸ごと POG2017～2018」を持参の先着 500 名様がご参加いただける、

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！

Gallop オリジナルグッズ等が当たる即売抽選会を開催いたします！

【日

【日

時】5 月 21 日（日） 開門～ 先着 500 名様

【場

所】正門付近特設ブース

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

※「丸ごと POG2017～2018」(定価 1,650 円)は、当日抽選会場でも販売いたします。

※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。

※週刊 Gallop マスコットキャラクター「ジーにぃ・ジスター」も登場します。

○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）」

○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

のワゴン販売を行います。おみくじ馬券を買って「グルメグランプリ 2016 プレミアムク

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。

ーポン」をＧＥＴしよう！

【時

間】 9：30～16：30

【会

場】 センターコート

【発売ﾚｰｽ】（１）オークス
（２）日本ダービー

※「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
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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

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【全開催日】

ます。

【時

間】 開門～16：30

＜i-Seatお試しサービスについて＞（ＷＩＮ５発売日のみ）

【場

所】 フジビュースタンド5階10番柱付近

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。

★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

（ご利用受付時間）9：30～ＷＩＮ５最初のレースの発走時刻３０分前

※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）。

（払戻時間）

※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）。

ＷＩＮ５確定後～当日16：30

※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。

※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す。
★ＳＮＳ投稿プレゼント【全開催日】

※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、Ｉ
Ｃカードご返却時にお返しいたします。

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

※ＷＩＮ５の勝馬投票券（紙としての投票券）は、発券されません。

ゼントいたします。

※払戻金等は、ご利用日当日中にご精算いただきます。

【時

間】 開門～ ※各日先着 20 名様・なくなり次第終了

※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。

【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

みんなで競馬を楽しもう！女性・ファミリー向けイベント！

※各講座１回につき 10 名様までとなります。

○女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」オープン！

※参加をご希望の方は、開始時間までに「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」

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

にお集まりください。

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

※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。

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

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

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

【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

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

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

チ講座」の実施も！

はぜひご参加ください。

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

※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。

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？
11

○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！

Ｂ賞：ＪＲＡオリジナルグッズ

馬場内西側エリアに「ウエストファミリーパーク」がＧＷに引き続き登場！今回のワーク

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。

ショップはオリジナルエコバッグづくり！キッズプレイスペースやキッチンカーもあるから

※当選数は 2 日間の合計数となります。

しっかり遊んで、おなかも満足！馬場内の広い芝生の上で、お子様と優雅な一日をお過ごし
ください！

○ミカン＆サンゴとのふれあい

【日

時】5 月 27 日（土）
・28 日（日） 10：00～15：00

【場

所】馬場内西側エリア

馬の博物館（根岸）から日本在来種の野間馬のミカンと、競馬場でのチャリティーイベン
トデビューの与那国馬のサンゴが来場します。

★元気いっぱいあそぼう！キッズプレイスペース

【日

【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。

時】5 月 20 日（土）・21 日（日）
（１）10：00～10：20 (２）12：50～13：10 （３）14：30～14：50

【場

所】ローズガーデン

※会場にて「在来馬保存チャリティー募金」の受付（開門～17：00）も行います。100 円以上

※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。

の募金をいただいた方には、ミカンとサンゴのかわいいオリジナル缶バッジをプレゼント
いたします（2 日間合計 先着 1,200 名様限定）

★おやこでつくろう！オリジナルワークショップ

※馬の体調等により、予告なく内容を変更または中止することがございます。

【製作物】オリジナルスタンプエコバッグ
【時 間】
（１）11：00～ （２）13：00～

（３）14：00～

○食べて応援しよう！畜産フェア

※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

【日

時】5 月 20 日（土）・21 日（日） 9：30～16：00 各日先着 1,510 名様

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

【場

所】日吉が丘付近

円分以上の提示が必要となります。また、参加される皆様お揃いの上、受付

【主

催】全国食肉事業協同組合連合会

をお願いします。

【詳

細】当日購入された勝馬投票券 500 円分以上（複数枚可）をご提示いただくと、

※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

各日先着 1,510 名様が福島県の畜産物が当たる抽選会にご参加いただけます。

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！

○鹿児島県志布志市物産展

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

志布志市の名産をご購入いただける物産展を開催いたします。
【日

時】5 月 20 日（土）
・21 日（日） 開門～

【場

所】日吉が丘付近

★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！

○新潟物産展
新潟の名産をご購入いただける物産展を開催いたします。

【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 ＷＥＳ

【日

時】5 月 27 日（土）・28 日（日） 開門～

Ｔ！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

【場

所】日吉が丘付近

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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○「優駿」大吟醸酒の販売
「優駿」大吟醸酒の試飲販売を行います。
【日

時】 5 月 20 日（土）～28 日（日） 開門～

【場

所】 正門付近特設ブース

【商 品 名】 優駿（大吟醸 720ml・3,300 円）
※お酒は購入時に引換券をお渡しいたします。お引渡しは 15：00 以降となります。
○函館競馬ＰＲキャラバン隊来場！

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。
○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

ミスはこだてとイカール星人が来場し、函館競馬と函館観光をＰＲします。
【日

時】5 月 28 日（日） 9：00 頃から適宜

【場

所】中央インフォメーション付近等

○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン

○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。
【時

間】開門～16：00

【場

所】乗馬センター展示パドック

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

○体験乗馬【全開催日】

ャンペーンを行います。

気分はジョッキー。馬の背中の揺れを体験してください！

【日

程】5 月 20 日（土）
・27 日（土）

【時

間】 10：30～12：00

【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

【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

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。

○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。
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【時

間】14：30～14：45

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！

○馬とのふれあい【全開催日】

○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】

馬ってかわいい！あたたかい！！さわって感じてみてね♪

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）10：30～12：00 （２）14：30～15：00

【時

間】（１）11：00～11：30 （２）13：40～14：10

【場

所】乗馬センター

【場

所】イーストホール 3 階

※「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。

○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）

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。

○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。

※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。

【時

間】10：00～15：00

※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

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場

の案内看板等でご確認いただけます。
○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。
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○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

○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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