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平成２９年６月１７日 

ＪＲＡ報道室 

 

イベント情報 

 

平成２９年度 第２回福島競馬開催日イベントのお知らせ 

 

『夏の思い出 馬（バ）ッチリ！ふくしま』 

７月１日(土)から始まる夏の福島競馬は最終週までイベント目白

押しです。 

７月２日（日）のラジオＮＩＫＫＥＩ賞当日は、テレビ等で大人気

のお笑いコンビ・アンガールズ、９日（日）七夕賞当日は、ドラマ・

映画を中心に大活躍中、女優の足立梨花さんが来場し、重賞デーを大

いに盛り上げます！ 

更に、１６日（日）は、グリーンチャンネル出演者と特別ゲストの

橋本マナミさんによるスペシャルトークショーを開催。また開催最終

日の２３日（日）は、ものまねタレントの古賀シュウさん、実力派お

笑いコンビ・アルコ＆ピースが来場。毎週、多彩なゲストが福島をア

ツくします。 

また、仮面ライダーエグゼイドショーやキラキラ☆プリキュアアラ

モードショー、ストリートパフォーマンスなど、夏休みにお楽しみい

ただけるお子様向けのイベントも数多くご用意いたしました。 

県内のお客様も県外のお客様も、みなさんお誘い合わせのうえ夏の

福島競馬場にこらんしょ！ 

※「こらんしょ」とは福島の方言で「おいでください」の意味。 

 

 

 

 

 

記 

 

期 間：平成２９年７月１日（土）～７月２３日（日）の計８日間 

場 所：ＪＲＡ福島競馬場 

イベント内容：次のとおり 

 

夏の福島競馬を盛り上げる豪華ゲスト 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）当日はアンガールズ来場 

「ジャンガジャンガ」のネタでおなじみ、アンガールズによるお笑

いステージ。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）のプレゼンターも務めま

す。    

＜お笑いステージ＞ 

【日 時】 ７月２日（日）１１：５０頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ７月２日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

七夕賞（ＧⅢ）当日は足立梨花さん来場 

ドラマ・映画を中心に大活躍中、女優の足立梨花さんによるトーク

ショー。七夕賞（ＧⅢ）のプレゼンターも務めます。 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月９日（日）１１：５０頃～ 
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【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜七夕賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ７月９日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

グリーンチャンネル・スペシャルトークショーin福島競馬場 

グリーンチャンネル出演者が、今年も夏の福島競馬場に登場！番組

の裏話や思い出のレースなど、夏の暑さに負けない、熱い競馬トーク

を繰り広げます。また、函館競馬場で行われる「函館記念（ＧⅢ）」の

勝馬検討も行います！！ 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１６日（日）１１：５０頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

 【出演者】 小堺 翔太 

（中央競馬全レース中継（土）午後担当キャスター） 

岡部 玲子 

（中央競馬全レース中継（土）午後担当キャスター） 

久光 匡治 

（「地・中・海ケイバモード」出演・競馬専門紙「優馬」

トラックマン） 

  【ゲスト】  橋本 マナミ 

（女優・タレント） 

 

 

古賀シュウ・アルコ＆ピースお笑いライブ 

福島テレビオープン（７月２３日（日）福島競馬第１１レース）当

日は、数々のものまねでおなじみ、古賀シュウさんと、実力派お笑い

コンビ・アルコ＆ピースによるお笑いライブ 

＜お笑いライブ＞ 

【日 時】 ７月２３日（日）１１：５０頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

＜福島テレビオープンプレゼンター＞ 

【日 時】 ７月２３日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

Ｔａｋｕｙａ Ｎａｇａｂｕｃｈｉミニライブ 

歌手長渕剛さんのものまねでおなじみ、Ｔａｋｕｙａ Ｎａｇａｂ

ｕｃｈｉによるミニライブ！！ 

＜ミニライブ＞ 

【日 時】 ７月１日（土） １１：５５頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

 

シューマッハお笑いステージ 

福島競馬開催告知ＣＭでおなじみ、お笑いコンビのシューマッハに

よるお笑いステージ。当日のメインレースである安達太良ステークス

のプレゼンターも務めます。 

＜お笑いステージ＞ 

【日 時】 ７月１５日（土） １１：５５頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

＜安達太良ステークスプレゼンター＞ 

【日 時】 ７月１５日（土） １５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 
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競馬予想の参考に！レース展望 

 

馬サブロー「七夕賞（ＧⅢ）レース展望＆抽選会」 

主催：馬サブロー 

専門紙『馬サブロー』が七夕賞（ＧⅢ）のレース展望や素敵なグッ

ズが当たるプレゼント抽選会を行います。 

＜七夕賞（ＧⅢ）レース展望＞ 

【日 時】 ７月８日（土） １１：５５頃～  

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

【出 演】 長谷川仁志（馬サブロー） 

      玉川  祝（馬サブロー） 

【司 会】 中野 雷太（ラジオＮＩＫＫＥＩ アナウンサー） 

＜馬サブロープレゼント抽選会＞ 

当日の馬サブローを持参の方にジョッキーサイン入りグッズや写 

真パネルなどが当たる抽選会を行います。 

 ※競馬場内で馬サブローを販売しております。 

【日 時】 ７月８日（土） 開門～ （先着２００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（ＧⅢ）レース展望 

福島民報社高橋利明記者がラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（Ｇ

Ⅲ）のレース展望を行います！  

【日 時】 ７月２日（日）・９日（日） １１：５０頃～  

【場 所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

 

 

 

福島競馬場でプレゼントをもらおう！  

 

福島競馬場プレ１００周年特別企画！トヨタ・ヴィッツプレゼントキ

ャンペーン 

優れた走りとうれしい低燃費。幅広い世代から愛されるトヨタ・ヴ

ィッツを、抽選で１名様にプレゼントいたします。 

【応募方法】①トヨタ・ヴィッツプレゼント特設ＨＰ 

      ②各インフォメーション 

【受付日時】①６月１７日（土）１１：００ 

～７月２３日（日）２４：００ 

②７月１日（土）～７月２３日（日）の土日 

※プレゼント車種は『トヨタ・ヴィッツ（グレードＦ）』となります。 

※車体色は、『クリアブルークリスタルシャイン』となります。 

※実際にプレゼントとなる車体を馬場内広場にて展示いたしますの

で、そちらも是非ご覧ください！ 

※本キャンペーンはオープン懸賞となります。応募方法など詳細は、

特設ＨＰ等でご確認ください。 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）当日は「フリーパスの日」入場無料＆

来場記念品プレゼント！ 

７月２日（日）はフリーパスの日！ご来場の皆様に先着で「福島競

馬場オリジナルマイクロファイバークロス」をプレゼント！ 

【日 時】 ７月２日（日）開門～ 

【記念品】 福島競馬場オリジナルマイクロファイバークロス 

【場 所】 各階入場口 

【人 数】 先着９，０００名様 
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フリーパス再来場抽選会 

７月２日（日）に配布の「福島競馬場オリジナルマイクロファイバ

ークロス」に同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・確定前の勝馬投票券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。 

【日 時】 ７月９日（日） ９：３０～ （先着１，５００名様） 

【場 所】 スタンド１Ｆあっぷる広場付近 

【抽選賞品】  

 Ａ賞 「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」 

オリジナルクオカードセット（２，０００円分） 

 ４０名様 

 Ｂ賞 「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」 

オリジナルトートバッグ 

１００名様 

 Ｃ賞 「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」 

オリジナルマフラータオル 

２００名様 

Ｄ賞 「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」 

オリジナルビニールポーチ 

１，１６０名様 

※参加はお一人様１回限り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だけない方は抽選会にご参加いただけませ

ん。 

 

 

 

夏の福島 ２０１７競馬エイト＆Ｇａｌｌｏｐ大抽選会 

主催：競馬エイト・週刊Ｇａｌｌｏｐ 

当日付の「競馬エイト」、「週刊Ｇａｌｌｏｐ」（７/２号）もしくは

「臨時増刊ウォッカ」をご持参の方に競馬エイト・週刊Ｇａｌｌｏｐ

オリジナルグッズなどが当たる抽選会を開催いたします！ 

【日 時】 ７月２日（日） 開門～ （先着７００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

サンケイスポーツ大抽選会  主催：サンケイスポーツ 

当日付のサンケイスポーツをご持参の方にサンケイスポーツオリジ

ナルグッズなどが当たる抽選会を開催いたします！ 

【日 時】 ７月１５日（土） 開門～ （先着５００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

スポニチ大抽選会  主催：スポーツニッポン  

当日付のスポニチを持参の方に、ＧⅠ優勝馬の写真パネルなどが当

たる抽選会を開催いたします！ 

【日 時】 ７月２２日（土） 開門～ （先着３００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

『夏の２歳単勝』ご愛顧企画！メイクデビュー福島勝馬当て抽選会 

各日、対象レースの馬番と馬名をご記入の上投票していただき、勝

馬を的中された方の中から抽選で賞品の当たる抽選会を開催いたしま

す。 

【対象レース】 開催日各日 福島競馬第５レース 

【受付時間】 ＜応募カード配布＞９：００～ 
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※各日１，０００名様 

       ＜抽選会＞各日対象レース確定後 ※各日５０名様 

【場  所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

【ル ー ル】 競馬ステーション等で、応募カードを配布いたしま

す。対象レースの勝馬を予想・ご記入いただき、投

票してください。投票の際には、当日購入・確定前

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。勝馬を的中された方の中から抽

選で各日５０名様に、豪華賞品やＪＲＡオリジナル

グッズをプレゼントいたします。 

        ※確定前であれば、対象レース以外の勝馬投票券

も可。 

 

【抽選賞品】 Ａ賞 ７月１日（土） 

近江「松喜屋」近江牛すき焼き 

７月２日（日） 

「銀座千疋屋」銀座プレミアムアイス 

７月８日（土） 

「夢一喜」ドイツ国際ハムコンテスト金賞受

賞セット 

７月９日（日） 

うなぎ割烹「一愼（いっしん）」 

鰻のひつまぶし 

７月１５日（土） 

三崎恵水産 三崎まぐろの骨付きカルビ 

７月１６日（日） 

宮城 伊達前佳鐉（かせん）  

牛たん三昧セット 

７月２２日（土） 

静岡産うなぎ「静生旅鰻」 

７月２３日（日） 

北海道 鶏白湯鍋 

各日５名様 

       Ｂ賞 ＪＲＡオリジナルターフィー鍋つかみ 

各日１０名様 

       Ｃ賞 ＪＲＡオリジナルお馬さんスタンドメジャー 

各日１０名様 

       Ｄ賞 ＪＲＡオリジナルターフィーお箸ケース 

各日１０名様 

Ｅ賞 ＪＲＡオリジナル３色ボールペン 

各日１５名様 

 

※参加はお一人様各日１回限りとさせていただきます。 

※賞品引換は当日１７：００までとさせていただきます。 

 

２０１７来場ポイントキャンペーン  

福島競馬開催期間中、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

る！さらに、「Ｔｏｄａｙ’ｓチャンス賞」が誕生。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】  開催日全日 開門～１７：００ 

【場 所】 ≪ポイントリーダー設置場所≫ 

スタンド１Ｆ中央口 階段付近 

スタンド２Ｆ南口広場 投票所跡壁面付近 
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≪賞品引換所≫ 

スタンド１Ｆあっぷる広場 

※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。 

※上記のカードをお持ちでない方には、参加用カード 

を貸し出しいたします。 

※詳しくは、ＪＲＡホームページをご確認ください。 

（http://www.jra.go.jp/special/point_cpn2017/） 

 

＜七夕賞週特別企画 ＴＶＣＭで登場！レジャーシートが当たる！＞ 

７月８日（土）・９日（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２日計

２，０００名様に、ＴＶＣＭで登場しているレジャーシートをプレ

ゼント！ 

※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。 

※当選者が各日定数に達した時点で、抽選は終了となります。 

※レジャーシートの引換えは、当日限り、１７：００までとさせ

ていただきます。 

※七夕賞週の「Today’s チャンス賞」は、レジャーシートのみの

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。 

 

 

 

 

『夏の２歳単勝』がオトク！！ 

 ６月３日（土）～９月３日（日）の期間、ＪＲＡの「２歳戦全場・

全レース（新馬・未勝利・オープン：合計１８５レース）」の「単勝」

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。 

 

 

「おみくじ馬券」Ｗチャンス販売 

予想いらずでお楽しみいただける「おみくじ馬券（クイックピック

投票券）」を特製ぽち袋入りで限定販売いたします。さらに、ぽち袋の

中に「特大吉・大吉・中吉・小吉」のいずれかのおみくじが入ってい

れば、その場で素敵な賞品をプレゼントいたします。「運試し」にいか

がですか？ 

※「クイックピック投票」とはコンピューターに馬番号・組番号

の選択をお任せする投票方法です。 

【日  時】 ７月 ８日（土）１０：３０頃～１４：３０頃 

７月２２日（土）１０：３０頃～１４：３０頃 

【場  所】 馬場内８１号投票所付近 

【発売金額】 １袋５００円 

【発売内容】 ７月８日（土） 

阿武隈ステークス 

七夕賞（ＧⅢ）（前日発売） 

（３連複１００円×５ベット） 

       ７月２２日（土） 

        いわき特別 

        白河特別 

http://www.jra.go.jp/special/point_cpn2017/
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（３連複１００円×５ベット） 

【賞  品】 特大吉賞 カタログギフト（５，０００円相当） 

                 各日１０名様 

大吉賞 アイドルホースぬいぐるみほか 

                 各日１５名様 

        中吉賞 ターフィーハンドタオルほか 

                         各日２０名様 

        小吉賞 名馬ボールペンほか 

                         各日６０名様 

 

《海外競馬も買える》即ＰＡＴに加入して競馬グッズを当てよう！ 

＜ネット投票サポートデスク＞ 

インターネットでお手軽に勝馬投票券を買える「即ＰＡＴ」への新

規登録受付中！即ＰＡＴに登録し、その場でインターネット投票され

た方に、抽選で競馬グッズなどをプレゼント！ 

また、サポートデスクでは、専門スタッフが加入方法や投票操作方

法などをご案内いたします。すでに会員のお客様も、まだ会員になら

れていないお客様もお気軽にお立ち寄りください。 

【日 時】 開催日全日  ９：００～最終レース発走時刻 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

【その他】 即ＰＡＴにご登録の際は、三菱東京ＵＦＪ銀行・三井

住友銀行・ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天

銀行・住信ＳＢＩネット銀行の普通預金口座が必要と

なります。銀行ごとに以下の情報をお持ちください。 

三菱東京ＵＦＪ銀行：店番号、口座番号、暗証番号、通帳または

三菱東京ＵＦＪダイレクトご契約カード 

三井住友銀行：店番号、口座番号、ＳＭＢＣダイレクト第一暗証、

パスワードカード（任意） 

ゆうちょ銀行：総合口座の記号・番号、暗証番号 

ジャパンネット銀行：店番号、口座番号、ログインＩＤ（設定さ

れている方）、ログインパスワード 

楽天銀行：店番号、口座番号、ユーザＩＤ、ログインパスワード、

暗証番号 

住信ＳＢＩネット銀行：店番号、口座番号、ユーザーネーム、Ｗ

ＥＢ（モバイル）ログインパスワード、

ＷＥＢ（モバイル）取引パスワード 

 

Highway Walker（ハイウェイウォーカー）７月号を持って競馬場へＧ

Ｏ！オリジナルせんすプレゼント抽選会 

ＮＥＸＣＯ東日本管内のサービスエリア・パーキングエリア（ＳＡ・

ＰＡ）において、高速道路をご利用のお客様に無料配布しているＭＡ

Ｐ付きフリーマガジン「Highway Walker（ハイウェイウォーカー）」７

月号を競馬場にご持参の上、当日購入・確定前の勝馬投票券１００円

分以上提示いただいたお客様の中から抽選で１，５００名様に、福島

競馬場オリジナルせんすをプレゼントいたします。 

【日 時】  ７月１日（土）～７月２３日（日）の土日 

９：３０～１６：００ 

【場 所】  スタンド１Ｆ総合インフォメーション 

※お一人様１回限りとさせていただきます。 

※なくなり次第終了いたします。 

 

福島にこらんしょ！抽選会  

協力：日本騎手クラブ、福島競馬振興会、福島県観光物産交流協会 

県外の競馬場・ウインズ等でお配りしている「福島にこらんしょ！
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抽選会参加券」の付いたチラシを持って福島競馬場に来場すると騎手

サイン入りグッズや福島の県産品等が当たる抽選会にご参加いただけ

ます！  

【日 時】 全開催日  ９：３０～１４：００頃 

【場 所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

【賞 品】 Ａ賞 温泉宿泊補助券（１万円分）  各日 １名様 

Ｂ賞 ジョッキーサイン入りゴーグル 各日１０名様 

Ｃ賞 ももりんピンバッジ 

                  各日２０名様 

Ｄ賞 福島名産ラーメン５食セット 

各日３０名様 

    Ｅ賞 入浴剤（ふくしまの湯）・ウェットティッシュ 

       ゆるきゃらシールのいずれか２点 

        各日１３９名様 

※チラシは県外の競馬場・ウインズでお配りしております。 

（福島競馬場、ウインズ新白河、一部競馬場および一部ウイ

ンズではお配りしておりません。） 

※抽選会参加の際、当日購入・確定前の勝馬投票券５００円   

 分以上（複数枚可）をご提示ください。 

※参加はお一人様１日１回限りとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

騎手とふれあうチャンス！ジョッキーイベント 

 

ジョッキーチャリティイベント 

 

※当チャリティでお寄せいただいた寄附金は東日本大震災ふくしまこ

ども寄附金へ全額寄附します。皆様の温かいご支援よろしくお願い

します。 

 

＜ジョッキーチャリティ記念撮影会＞ 

人気ジョッキーのサイン入り福島競馬場オリジナルキャップを販売

いたします。購入された方はジョッキーとの記念撮影会にもご参加い

ただけます。 

【日  時】 ７月１日（土）・１５日（土） 

＜キャップ販売＞   ９：００頃～ 

＜記念撮影会＞   １６：４５頃～ 

【場  所】 ＜キャップ販売＞  スタンド３Ｆ３番柱付近 

       ＜記念撮影会＞   ウイナーズサークル 

【販 売 数】 各日１００個限定 

【販売価格】 １個１，０００円 

※参加ジョッキーは当日発表いたします。 

※キャップご購入時に記念撮影会への参加券をお渡しいたします。 

※カメラはご用意ください。 

※雨天時はスタンド１Ｆ総合インフォメーション付近で行います。 

 ※お一人様１個限りとなります。 

 ※状況によっては、発売開始時刻を早める場合もございます。 

 ※物を置いたままでの場所取りは、ご遠慮ください。 
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＜ジョッキーチャリティサイン入りキャップ販売＞ 

ジョッキーサイン入りの福島競馬場オリジナルデザインキャップの

販売を行います！  

【日  時】 ７月２日（日）・９日（日） ９：００頃～ 

【場  所】 スタンド３Ｆ３番柱付近 

【販 売 数】 各日１００個限定 

【販売価格】 １個１，０００円 

※ジョッキー名は当日発表いたします。 

※お一人様１個限りとなります。 

  ※状況によっては、発売開始時刻を早める場合もございます。 

  ※物を置いたままでの場所取りは、ご遠慮ください。 

 

＜チャリティゼッケン販売＆ジョッキー握手会＞ 

実際に福島競馬等で使用された競走用ゼッケンをチャリティ販売い

たします。また、ご購入いただいた方はジョッキーとの握手会にご参

加いただけます。 

さらに、ゼッケンの中に当たりくじが入っていたお客様１名様に、

ジョッキーサイン入りオリジナルゼッケンをプレゼントいたします。 

【日  時】 ７月８日（土）１６：４５頃～ 

【場  所】 ウイナーズサークル付近 

【販売枚数】 ２００枚  ※お一人様１枚限り 

【販売価格】 １枚１，０００円 

※なくなり次第終了いたします。 

※雨天時はスタンド１Ｆ総合インフォメーション付近で行います。 

 

 

＜寄附金贈呈式＞ 

チャリティイベントでお寄せいただいた寄附金の贈呈式を行います。 

【日 時】 ７月２２日（土）１１：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

【寄付先】 東日本大震災ふくしまこども寄附金 

 

 

ジョッキーと巡るプレミアムバックヤードツアー 

ジョッキーが競馬の舞台裏を説明します。参加ジョッキーとの記念

撮影会も行います。 

【日 時】 ７月１日（土）・２２日（土） 

＜抽選受付＞ ９：００～１３：００ 

＜当選発表＞ １４：００頃 

＜ ツアー ＞ １６：４５頃～１７：３０頃 

※当選の方はスタンド１Ｆ総合インフォメーションに１６：４０

にお集まりください。 

【場 所】 スタンド１Ｆ総合インフォメーション付近 

【人 数】 抽選で５組様（１組４名様まで） 

※カメラはご用意ください。 

※参加ジョッキーは当日決定いたします。 

 

リーディングジョッキー表彰式 

第２回福島競馬のリーディングジョッキーの表彰式を行います。 

【日 時】 ７月２３日（日）１６：４０頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 
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他にもイベント盛りだくさん！ 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）生ファンファーレ演奏 

７月２日（日）のメインレース、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）の

ファンファーレは、陸上自衛隊東北方面音楽隊による生演奏でお送り

します！  

また当日は、演奏会や主要装備品の展示も行います。 

＜生ファンファーレ＞ 

【日 時】 ７月２日（日） １５：４５頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜演奏会＞ 

【日 時】 ７月２日（日） １６：４０頃～ 

【場 所】 パドック 

＜主要装備品展示＞ 

【日 時】 ７月２日（日） 開門～ 

【場 所】 馬場内広場 

 

＜東北方面音楽隊プロフィール＞ 

 陸上自衛隊東北方面音楽隊は昭和３５年に創隊し、仙台市宮城野

区の仙台駐屯地に所在しています。東北６県を活動範囲として隊員

の士気高揚、儀式、広報のための演奏を任務とし、定期演奏会、青

少年コンサート、音楽フェスティバル、東北管内巡回演奏、各学校

における音楽鑑賞会等、部内外からの要請による演奏に幅広く従事

しています。近年では東日本大震災における災害派遣演奏、また、

日本武道館で行われる自衛隊音楽まつりに出演するなど、国民と陸

上自衛隊の懸け橋として演奏を行っています。 

 

 

七夕賞（ＧⅢ）生ファンファーレ演奏 

７月９日（日）のメインレース、七夕賞（ＧⅢ）のファンファーレ

は、福島大学吹奏楽団による生演奏でお送りします！ 

【日 時】 ７月９日（日） １５：４５頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

福島商工会議所創立１００周年記念イベント主催：福島商工会議所青

年部 

福島市夏の風物詩、ふくしまわらじまつりのＰＲ・体験（わらじ作

り）ブース設置や、市のご当地グルメ代表各である【餃子】、【焼き

鳥】の販売などを行います！ 

＜わらじまつりＰＲブース＆わらじ作り体験＞ 

【日 時】 ７月９日（日） １０：００～１６：００ 

【場 所】 馬場内ステージ 

＜円盤餃子＆焼き鳥販売＞ 

【日 時】 ７月９日（日） １０：００～１６：００ 

【場 所】 馬場内８１号投票所付近 

 ※なくなり次第販売を終了いたします。 

＜観光ＰＲコーナー＞ 

【日 時】 ７月８日（土）・９日（日）１０：００～１６：００ 

【場 所】 スタンド１Ｆ南側 投票所跡壁面（２３番柱）付近 

 

 

「七夕賞（ＧⅢ）仕様オリジナルゼッケン」販売 

 実際に七夕賞（ＧⅢ）で使用するゼッケンにお好みの文字を入れて、

世界で１枚だけのオリジナルゼッケンを作製・販売いたします。 
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【場 所】 スタンド１Ｆ南側 投票所跡壁面（２３番柱）付近 

＜オリジナルゼッケン・オリジナルミニゼッケン販売＞ 

【日 時】 ７月８日（土）・７月９日（日） 開門～ 

      （オリジナルゼッケンは７月９日のみ販売となります） 

【内 容】 第５３回七夕賞（ＧⅢ）仕様のゼッケン【深緑地・白

文字】の両側にお好きな番号・文字を入れたオリジナ

ルゼッケン（３，０００円）＆ミニゼッケン（１，５

００円）を、販売いたします。  

※番号は１～１６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５０名様については、当日１５：３

０～１７：００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。  

＜その他販売物＞ 

【日 時】 ７月８日（土）・９日（日） 開門～ 

【販売物】  第５３回七夕賞出走馬番・馬名入りミニゼッケン 

各１，０００円（先着３００名様） 

過去１５年歴代七夕賞優勝馬の「勝負服ゼッケンコー

スター 

各５００円（先着２００名様） 

名馬メモリアルミニゼッケン 

                各１，５００円 

 

 

レースの余韻を味わおう！芝コース開放 

夏の福島開催のラストを飾るスペシャルイベント「芝コース開放」。

競走馬たちの熱戦の舞台を実際に歩いてみよう。ゲートや散水車、ハ

ロー車も見学できます。 

【日 時】 ７月２３日（日）１６：５０頃～１７：２０頃 

【場 所】 スタンド前芝コース 

※天候や馬場状態により直前で中止になる場合があります。予め

ご了承ください。 

 

競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー  

ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる初心者向けセミナーを開

催！競馬の魅力、馬券の買い方等を短時間に紹介いたします。 

【日 時】  開催日全日 

１０：００～１４：４０（受付締切） 

※１回３０分程度 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 特設ブース 

【講 師】 髙橋雄一（フリーアナウンサー）他 

 

おがわじゅりさん作品展 

競走馬に関する漫画や、競馬場施設内のイラストなどを手がけてい

る「おがわじゅりさん」の作品を展示いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション前通路付近 

 

七夕飾り場内装飾 

福島競馬開催期間中、「七夕飾り」を場内に装飾します。 

【場 所】 スタンド３Ｆ中央テラス、南テラス 
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女性専用ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴオープン 

女性専用のくつろぎスペースがリニューアルオープン！スイーツ販

売・無料ドリンクサービスなど、女性限定のサービスを多数ご用意し

ました。女性スタッフによるコンシェルジュも常駐しますので、競馬

初心者の方も安心！キッズコーナーもありますので小学生以下のお子

様連れでもご利用いただけます。 

【日 時】 ７月１日（土）～７月２３日（日） 

９：００～１６：００ 

【場 所】 スタンド３Ｆ北側 

  ※男性はご利用いただけません。 

  

＜ＵＭＡＪＯＳＰＯＴ限定！トークイベント＞ 

①７月２日（日） お笑いコンビ・アンガールズ 

②７月９日（日） 女優・足立梨花 

③７月１６日（日）グリーンチャンネル出演者・ 

小堺翔太、岡部玲子、久光匡治、橋本マナミ 

 【時  間】 １４：００頃～１４：２０頃 

 【観覧方法】 トークイベント各開催日の開門から先着７０名様に

整理券をお配りいたします。整理券をお持ちのお客

様は１３：５０頃よりＵＭＡＪＯＳＰＯＴにご入場

いただけます。 

※席数に限りがあり、お座りいただけないこともございます。 

    ※１３：５０頃～１４：２０頃は、整理券をお持ちでないお

客様はＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴをご利用いただけませんので

ご了承ください。 

 

＜馬のイラストレーターおがわじゅりさんサイン会＆トークショー＞ 

 【日  時】 ７月２３日（日） １４：００頃～１４：２０頃 

※整理券配付はございません。 

 

＜真夏のヘルシークッキング講座＞ 

  話題のヘルシー食材を使ったお料理講座を実施いたします。タメ

になる話しの後にはお楽しみの試食会も！ 

①７月１日（土） ～飲んで健康！～ 

「フレーバーウォーター」の作り方 

②７月８日（土） ～カラダの中からキレイに！～ 

「玄米」の美味しい炊き方 

③７月１５日（土）～魅惑の発酵調味料～ 

「塩麹」の賢い使い方 

 【時  間】 １１：３０頃～ 

  ※試食可能人数は５０名様となります。 

  ※整理券の配付はございません。お気軽にご参加ください。 

※席数に限りがあり、お座りいただけないこともございます。 

 

＜やっぱりおトクなことがスキ！ＵＭＡＪＯ ｄｅ ＢＩＮＧＯ＞ 

  競馬初心者のアナタも、ハマり始めているアナタも、どちらも気

軽に参加できるビンゴ大会を実施いたします。 

 【日  時】 ７月２２日（土） １４：００頃～ 

 【参加方法】 開催当日の１３：００から当日購入・確定前の２０

０円分以上の勝馬投票券をご提示して頂いた方先着

５０名様にビンゴカードをお配りいたします。ビン

ゴカードをお持ちのお客様は１４：００頃にＵＭＡ

ＪＯ ＳＰＯＴにご入場ください。 
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＜名店厳選！スイーツコレクション＞ 

 アルバジョンやラグノオ、鳳庵など、名店のお菓子を集めたスイー

ツ販売コーナー。自分の好きな組み合わせで厳選スイーツを楽しめま

す。 

※なくなり次第販売を終了いたします。 

 

＜お気に入りの１杯セレクション＞ 

 ドリンクコーナーには様々なフレーバーティーをご用意。その日の

気分や好みに合わせて、お気に入りの１杯をお選びいただけます。 

※セルフサービスとなります。 

※お一人様１杯まで。 

 

＜福を呼ぶ！福うま張り子＞ 

 馬をモチーフにした、縁起物である張り子の人形“ふくちゃん”。レ

ースの必勝祈願やお願い事、待ち合わせにご活用ください！“ふくち

ゃん”と写真を撮ってＳＮＳに投稿すると、素敵なプレゼントも！ 

 

＜ＵＭＡＪＯキッズコーナー＞ 

 小学生以下のお子様限定のキッズコーナーもご用意しております。 

  ※お子様の預かり保育等は行いません。 

  ※お子様のみでのご利用はできません。必ず保護者の方が付き添 

いください。 

 

＜ＵＭＡＪＯデビュー応援キャンペーンキットカットプレゼント＞ 

女性の競馬デビューを応援すべく「ＵＭＡＪＯデビュー応援キャ

ンペーン」を実施！期間中、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴにて当日購入・

確定前の１００円分以上の勝馬投票券をコンシェルジュにご提示し

て頂いた方に抽選で「日本酒味キットカット」と「贅沢味キットカ

ット」をプレゼント！ 

【日  時】 ７月１日（土）～７月２３日（日）の土日 

９：３０～１６：００ 

【賞  品】「日本酒味キットカット」＆「贅沢味キットカット」 

※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴご利用のお客様１日２００名様（賞品な

くなり次第終了） 

※２０歳以上の女性のお客様限定 

   ※お一人様１セットまで 

 

＜スタンプを集めて賞品ゲットのチャンス！＞ 

  第２回福島競馬開催期間中、１日に１回、確定前の勝馬投票券１

００円分以上をご提示いただくと、スタンプを１個押印いたします。

スタンプを２個集めた方には抽選で、素敵な賞品をプレゼントいた

します。 

 ※スタンプカードはＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴなどで配布しております。 

※スタンプ押印は、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内で行っております。詳

しくはスタッフにお尋ねください。 

 ※参加はお一人様１回までです。 

※賞品がなくなり次第終了となります。 

 

＜ふくしまＵＭＡＪＯシート（女性専用競馬観覧席）もオープン！＞ 

  女性専用競馬観戦シート（スタンド３Ｆ観覧席・３番柱付近）を

ぜひご利用ください。 
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福島競馬場ターフィーショップ限定グッズ販売 

スタンド１Ｆのターフィーショップでは福島競馬場限定グッズを販

売いたします。ぜひお立ち寄り下さい！ 

【開催日】 開催日全日 

【場 所】 スタンド１Ｆターフィーショップ 

【商 品】＜福島競馬場限定発売 マフラータオル＞ 

福島夏競馬マフラータオル     １，０００円 

七夕賞マフラータオル      １，０００円 

   ※７月８日（土）・９日（日）のみの発売となります。 

＜福島競馬場限定発売 夏競馬グッズ＞ 

ハンドタオル            ５００円 

キャップ            １，５００円 

Ｔシャツ            １，６００円 

ショルダーバッグ        ２，３００円 

※商品によっては早々に完売する場合もございます

ので、予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週末はご家族で福島競馬場へ！ファミリーイベント 

 

仮面ライダーエグゼイドショー 

大人気の仮面ライダーエグゼイドがやってくる。ショーの後には握

手会も行います！  

【日 時】 ７月８日（土） 

①１１：５５頃～ ②１４：１５頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 

 

キラキラ☆プリキュアアラモードショー 

みんなのお友達・プリキュアがやってくる。ショーの後には握手会

も行います！   

【日 時】 ７月２２日（土） 

①１１：５５頃～ ②１４：１５頃～  

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 

 

ファンタジックホースショー 

人馬一体となった美しい演技と様々な馬の表情をお楽しみください。 

【日 時】 ７月１５日（土）①１１：５５頃～ 

②１６：４０頃～ 

      ７月１６日（日）①１１：５０頃～ 

②１６：４０頃～ 

【場 所】 ①馬場内広場テニスコート ②パドック 

※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。予めご了承ください。 
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ストリートパフォーマンス協力：東北パフォーマンスネットワーク 

ジャグリングなど、迫力あるライブパフォーマンスでみなさんに笑

顔をお届けします！！ 

【日 時】 ７月１５日（土）・１６日（日） 

①１０：５０頃～ ②１３：１０頃～   

③１４：１０頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

 

〈まみたん presents〉ワクワクほーすぱーく 

親子写真撮影会、手作りうちわワークショップなど、親子で参加可

能なイベントを開催いたします。 

【日 時】 ７月２３日（日）１０：００～  

【場 所】 馬場内ステージ 

 

＜親子写真撮影会＞ 

 来場の思い出にパチリ♪撮影した写真はオリジナル台紙と一緒に

プレゼントいたします。 

 

＜オリジナルミニうちわづくり＞ 

 ターフィーの消しゴムハンコを押してオリジナルミニうちわをつ

くろう！ 

 ※先着１，０００名様限定。なくなり次第終了となります。 

 

＜輪投げゲーム＆抽選会＞ 

  輪投げの点数に応じて、お菓子がもらえるよ！抽選会ではＪＲＡ

グッズ、レジャー施設チケット等が当たるかも！？ 

  ※輪投げゲーム＆抽選会の参加には、当日購入・確定前の勝馬投

票券２００円分以上の提示が必要となります。 

 

「ちょっと一息。」畳敷エリア開設 

お子様、親子がくつろげる場として、畳敷エリアを開設！また開催

期間中は、各週ワークショップを開催いたします。 

【日 時】 開催日全日  開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆあっぷる広場 

 

＜風鈴短冊に願いを＞ 

 風鈴短冊に願い事を書くワークショップを開催いたします。 

【日 時】 ７月１日（土）・２日（日） ９：００～ 

 ※各日先着９９名様がご参加いただけます。 

 ※作成した風鈴は、スタンド１Ｆ中央口および１Ｆ南口に設置さ

せていただきます。 

 

＜縁日アトラクション＞ 

 輪投げコーナーや射的コーナーなど、お子様が喜ぶ縁日アトラク

ションを設置いたします。 

【日 時】 ７月８日（土）・９日（日） ９：００～ 

 ※各日先着２００名様がご参加いただけます。 

 

＜わたあめ作りコーナー＞ 

 夏の縁日の風物詩、わたあめを自由に作って食べられるアトラク

ションを行います。 

【日 時】 ７月１５日（土）・１６日（日）  

９：００～ 
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 ※各日先着２００名様がご参加いただけます。 

 

＜馬のぬりえ大会＞ 

 馬のぬりえをして遊べるコーナーを設置いたします。 

【日 時】 ７月２２日（日）・２３日（日）  

９：００～ 

※各日先着２００名様がご参加いただけます。 

 

おいしいものが大集合！グルメイベント 

 

夏の週替わりフードフェア 

福島競馬開催期間中毎日、馬場内広場ではキッチンカーが出店！馬

場内広場で、週替わりの各種グルメを堪能しよう。 

【場 所】 馬場内広場 

＜会津ウィーク＞ 

【日 時】 ７月１日（土）・２日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①串鶴 

      『会津地鶏ソース串』  ３００円など 

       ②たこ福 

      『会津元祖ふわとろたこ焼き』 ５００円など 

      ③トミーフーズ 

      『会津カレー焼きそば』  ５００円など 

      ④スタンドトリガー 

      『会津産バンズのハンバーガー』 ５００円など 

 

 

 

＜県北ウィーク＞ 

【日 時】 ７月８日（土）・９日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①ら・さんた 

      『カレーパン』   ２５０円など 

      ②スタンドトリガー 

      『麓山高原豚ホットドック』 ５００円など 

       ③ロマンドーロール 

      『フランスロール』  ４５０円など 

      ④スイートリッチクレープ 

      『ふくしまのフルーツを使ったクレープ』  

５００円など 

       ⑤ロイヤルヒル 

       『のむすいーつ』    ５００円など 

       ⑥屋台村  

    『やきそば』   ５００円など 

 

＜県中ウィーク＞ 

【日 時】 ７月１５日（土）・１６日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①ウメツフーズ 

      『郡山グリーンカレー』  ８００円など 

       ②丸福 

      『なみえ焼きそば』  ５００円など 

      ③リリーズカフェ 

      『花畑牧場の生キャラメルメロンパン』 

       ３５０円など 

      ④焼肉 くろげ 

      『米沢牛コロッケ』  ２５０円など 
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＜いわきウィーク＞ 

【日 時】 ７月２２日（土）・２３日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①アロハスタイル 

      『いわき ケバブ』         ６００円など 

       ②千葉商事 

      『海鮮お好み焼き』  ６００円など 

      ③大金商店 

      『さざえの串焼き』  ５００円など 

      ④Cahe kokopelli 

      『イカぽっぽ焼き』  ５００円など 

⑤焼肉 くろげ 

       『山形牛さがり串』  ７００円など 

 

食べて応援しよう！東北の畜産 

主催：全国食肉事業協同組合連合会・福島県食肉事業協同組合連合会 

福島県産のおいしい牛肉と豚肉の試食＆販売。アンケートに答えて

プレゼントをゲットしよう！ 

【日 時】 ７月８日（土）・９日（日） １０：００～ 

【場 所】 馬場内広場 

 

横手物産展 

７月２３日（日）に行われるウインズ横手２０周年記念横手特別（１

０Ｒ）にちなんで、横手グルメを販売いたします。 

【日 時】  ７月２２日（土）・２３日（日）  

開門～予定数終了まで 

【場 所】  馬場内８１号投票所付近 

【商 品】  横手焼きそば ５００円など 

 

夏の福島競馬グルメ応援企画！ 

福島市の飲食店が、夏の福島競馬開催期間中グルメで応援します！

地元で評判の飲食店がラインアップ。ご来店の際は第２回福島競馬イ

ベントチラシをご持参の上、お店のスタッフにご提示ください。（ドリ

ンクサービスなどの特典があります。） 

【対象期間】 ６月２３日（金）～７月２３日（日） 

 また、応援店舗に設置してあるコースターを競馬場にご持参の上、

スタンド１Ｆ総合インフォメーションで、当日購入・確定前の勝馬投

票券１００円分以上ご提示いただいた方にＪＲＡグッズをプレゼント

いたします。 

【日 時】  ７月１日（土）～７月２３日（日）の土日 

９：３０～１６：００ 

【場 所】  スタンド１Ｆ総合インフォメーション 

※お一人様１日１枚限りとさせていただきます。 

 

グルメスタンプラリー 

競馬場の食堂・売店２８店によるスタンプラリーを実施いたします。

スタンプを３個集めたお客様には抽選で賞品を贈呈いたします。 

【日 時】  開催日全日 

＜スタンプ押印＞ 開門～ 

＜抽 選 会＞ １０：００～１６：４５ 

【参加店舗】 ２８店舗 

【抽選会場】 スタンド２Ｆ南口広場 投票所跡壁面付近 

【賞 品】    

Ａ賞：商品券（１０，０００円相当）       計４名様 
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Ｂ賞：ＪＲＡオリジナル 

ティファール２in１スチームアンドプレス 

       計２０名様 

Ｃ賞：ジョッキープロデュース清酒「夢馬（火入れ）」 

         計１００名様 

Ｄ賞：Ｔｗｏｄａｙｓ（スタンド内売店）クーポン券 

（５００円相当） 計２００名様 

参加賞：Ｔｗｏｄａｙｓ（スタンド内売店）クーポン券 

   （５０円相当） 参加者全員 

※クーポン使用可能場所：福島競馬場のみ 

※クーポン使用期限  ：平成２９年１１月１９日（日）まで 

【投票方法】 

①各食堂・売店店頭や各インフォメーションに設置のパンフレッ

ト（スタンプ押印用台紙）をお手元にご用意ください。 

②対象商品を食べられたお客様に、店頭でスタンプ１個を押印い

たします（１品につき１回）。 

③スタンプが３個貯まると、抽選会に１回参加いただけます。た

だし、抽選会に参加するには当日購入した５００円分以上（複

数枚可）の勝馬投票券の提示が必要となります。 

 

Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ Ｒａｃｅｃｏｕｒｓｅ Ｂａｒ 

新定番カクテル！夏競馬の限定販売です！ 

【日 時】  ７月１日（土）～９日（日） 開門～ 

【場 所】  スタンド１Ｆ２０２号売店 

【商 品】  ミルキーウェイ（天の川） ６００円など 

 

 

七夕賞当日限定！「七夕ビール」販売 

【日 時】  ７月９日（日） 開門～ 

【場 所】  馬場内 福島路ビール 

【商 品】  七夕ビール   ６００円  

       おりひめビール レギュラー ５００円 

               ロング   ９００円 

         ひこぼしビール レギュラー ５００円 

                  ロング   ９００円 

 

競馬場スイーツコレクション 

人気スイーツ店が出店！  

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆ１０３号売店 

【商 品】 北の綿雪 

『北の綿雪（いちご）』     ５５０円など 

 

福島競馬場限定！「夏のふくしま競馬 万福べんとう」販売 

駅弁でおなじみの「福豆屋」が福島競馬場オリジナル弁当、そのほ

か福島県の駅弁を販売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ南口エスカレーター付近 

【商 品】 夏のふくしま競馬 万福べんとう １，０００円など 

※各日約２００食販売（すべてなくなり次第販売を終了いたします） 

 

炭火焼肉「上杉」弁当販売 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド４Ｆインフォメーション付近（指定席エリア） 



   



19/20

【商 品】 上杉特製焼肉弁当   １，５００円 など 

※各日約２００食販売（すべてなくなり次第販売を終了いたします） 

 

福島競馬場限定！ＪＲＡジョッキープロデュース清酒「夢馬（ゆめう

ま）」販売  協力：日本騎手クラブ 

ＪＲＡジョッキープロデュースの福島競馬場限定清酒「夢馬（ゆめ

うま）」、そのほか福島県の地酒を販売いたします！ 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ南口エスカレーター付近 

【商 品】 夢馬 火入れ（１，４００円）など 

※福島県産米（夢の香）使用 

※製造元：大和川酒造店（福島県喜多方市） 

 

競馬場オリジナルペットボトル「駿馬茶」販売 

本年は「ゴールドシップ号」をデザインしたペットボトル緑茶を販

売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 Ｔｗｏ ｄａｙｓ各店舗 

【商 品】 駿馬茶     １５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

車はあいのりで！バスがお得で便利！ 

 

みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン 

７月１日（土）～９日（日）各日、３名以上乗り合いでＪＲＡ福島

競馬場の有料駐車場をご利用になると、駐車料金が半額の５００円

に！  

【対象駐車場】  第１・第２・第３・第４駐車場 

※駐車場については福島競馬場ホームページからご確認下さい。 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（ＧⅢ）当日は臨時無料駐車場

を開設 

７月２日（日）ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）、９日（日）七夕賞（Ｇ

Ⅲ）当日は、あぶくま親水公園臨時駐車場（阿武隈川河川敷）が無料

でご利用いただけます。臨時駐車場から福島競馬場間で無料シャトル

を運行いたしますので、どうぞご利用ください！ 

 

＜あぶくま親水公園臨時無料駐車場＞ 

【開設日】  ７月２日（日）・９日（日） 

【駐車場開設時刻】 ８：００～１７：３０ 

【住 所】  福島県福島市岡部字上川原 

【駐車台数】 約１，０００台 

【駐車料金】 無料 

＜あぶくま親水公園⇔競馬場南口臨時バス停 無料シャトルバス＞ 

【運行時間帯】 あぶくま親水公園始発        ８：３０ 

        競馬場南口臨時バス停発最終便   １７：１０ 

※概ね１０分に１本間隔で運行いたします。  

【運賃】 無料 
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お帰りは福島駅東口行き直行の臨時バスが便利！ 

 夏の福島競馬開催期間中は競馬場南口臨時バス停発、福島駅東口行

きの直行臨時バスを運行いたします。 

 お帰りも便利な福島交通（株）バスをご利用ください。 

【運行期間】開催日全日 

【運行時間】１５：５０～１６：５０ 

【発車場所】競馬場南口臨時バス停（スタンド南口脇第２駐輪場内） 

【運  賃】２３０円 

 

 

 

 

 

 

※イベント内容は当日の天候、出演者等の都合・その他の理由により

変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

※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、１枚の

勝馬投票券を複数のイベント・キャンペーンに併用することはでき

ません。また、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、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。 


