
平成 29年 6月 17日 

ＪＲＡ関西広報室 

 

 

お知らせ 

 

「ハジケル テンション！SUMMER CHUKYO」第 3回中京競馬開催日イベントについて 

 

 

 

 

 7/1（土）≫23（日）全期間実施グルメイベント  

◆ハイボールデ、ケイバ CHUKYO SUMMER GARDEN 

期間限定でキンキンに冷えた「ハイボール」とアツアツの「からあげ」「フランクフルト」を楽し

める CHUKYO サマーガーデンが OPEN！ハイボール原酒となるウイスキーは、国内外か

ら様々な銘柄をご用意。ハイボールにピッタリのからあげは、ご当地からあげを豊富にご用

意。この機会に、ぜひご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回からあげグランプリ塩ダレ部門の最高金賞を受賞し

た話題店「からあげ！ごっち」が初登場！7/1（土）・2（日）・

22（土）・23（日）の 4日間出店します。 

 

 

 

 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【時  間】開門～16：30頃 

【場  所】サイレンススズカ広場       

   



◆アクアイグニス Presents「パノラマ・スイーツ」 

三重県湯の山温泉に位置する話題の複合リゾート「アクアイグニス」から、トップパティシエ

である辻口博啓氏プロデュースのカキ氷などを堪能できる「パノラマ・スイーツ」が期間限定

でOPEN！ 

 

＜メニュー＞ 

・キャラメルナッツタルト 1個 380円（税込） 

・苺まるごとカキ氷 500円（税込） 

・もぎたてジュレ 1個 350円（税込）～ 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【時 間】開門～16：30頃 ※売り切れ次第終了となります。 

【場 所】パノラマカー内  

※7/15（土）・16（日）・22（土）・23（日）はサイレンススズカ広場付近となります。 

 

 

 7/1（土）≫23（日）全期間実施UMAJOイベント  

◆UMAJOコンシェルジュがケイバデビューをサポート！女性専用エリアUMAJO SPOT 

女性が自由にケイバを楽しむリラックススペースがペガサススタンド 3F パドックテラスにオ

ープン。ドリンク 1 杯無料サービスや愛知県内から取り寄せた週替わり人気スイーツ、名古

屋・栄の人気カフェ「CAFE FLOW」オリジナルのスイーツ＆ドリンクが楽しめる期間限定

SPOTです♪   

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【時  間】9：00～16：30頃 

【場  所】ペガサススタンド 3Fパドックテラス（3Fスタンド側入り口からのみ入場できます。） 

 

◎UMAJO SPOTご利用の方、毎日先着300名様にUMAJOオリジナルうちわプレゼント！ 

 

◎ドリンクサービス（期間中毎日無料） 

  無料のコーヒー・紅茶やジュースを楽しんでね！ 

  ※お一人様 1杯とさせていただきます。 

  ※セルフサービスとなります。 

 

◎中京競馬場オリジナルスイーツ＆ドリンク 

  名古屋・栄の人気カフェ「CAFE FLOW」プロデュース、UMAJO限定スイーツとドリンクで

ケイバトークを楽しもう♪ 

  ・ピンクグレープフルーツタピオカドリンク 400円（税込） 

  ・マンゴーカルピスタピオカドリンク 400円（税込） 

  ・ウマカロン 250円（税込） 

  ・ニューヨークチーズケーキ 450円（税込） 

  ※商品が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。 



◎愛知県内から厳選！週替わり人気スイーツ 

  7/1（土）・2（日）・・・不朽園「大納言最中」1個 200円（税込） 

  7/8（土）・9（日）・・・シェ・シバタ「ミニケイク」1個 240円（税込） 

  7/15（土）・16（日）・・・Patissier Labo TETSUYA「チーズプラスミニ」1個 450円（税込） 

  7/22（土）・23（日）・・・備前屋「あわ雪豆腐」1個 250円（税込） 

  ※商品が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。 

 

◎継続来場プレゼント！（期間中抽選 200名様） 

  期間中に 2 回以上ご来場いただくと、抽選会に参加できる！「何度も来場してかわいい

グッズをゲットしよう！ 

  ※お一人様につき当日ご購入の 100円以上の勝馬投票券（確定前のレースのみ）を 

ご提示ください。  

  ※プレゼントのご提供には条件があります。 

 

◎お友達紹介プレゼント！（期間中先着 150名様） 

  友達を誘ってからだに優しいハーブティーをもらっちゃおう♪  

  ※プレゼントのご提供には条件があります。 

 

◎SNS投稿でUMAJOオリジナルサインペンをもらっちゃおう！（各日先着 30名様） 

  ハッシュタグ「# s2umajo」をつけてアップ！ 

  UMAJOオリジナルピンクのペンをゲット！ 

  ※投稿はUMAJOサイトに掲載される可能性がございます。 

  ※20歳以上の女性のお客様お一人につき 1回限りの参加とさせていただきます。 

 

◎UMAJO流ビューティーサロン（各日抽選 40名様） 

  限定イベントでもっとカワイクなっちゃおう！ 

  7/2（日）・・・ネイルアート 

  7/9（日）・・・ビューティーハンドマッサージ 

  7/23（日）・・・20分でモデルメイク＆ヘアアレンジ 

  ※お一人様につき当日ご購入の 500 円以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレースの

み）をご提示ください。 

  ※すぐにご案内できない場合は整理券をお渡しして再来場いただきます。 

 

◎中京オリジナル アロマクリスタルソープバーづくり（各回抽選 30名様） 

本物のクリスタルを削りだしたような、きらきらとした美しいアロマクリスタルソープバー 

づくりを体験しよう。 

【実施日】7/8（土） 

【受 付】UMAJO SPOT内 受付カウンター 

【発 表】UMAJO SPOT入口付近                                

【時 間】①12：00～13：00 ②14：00～15：00 

※お一人様につき当日ご購入の 300円以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレース 



のみ）をご提示ください。                             （協力）Lita 

◎競馬場の裏側見せます「馬
バ

ックヤードツアー」（各回抽選 20名様） 

普段は入ることができないパドックや検量室など競馬場の裏側が見られるチャンス！ 

 【実施日】7/9（日）・16（日） 

 【受 付】UMAJO SPOT内受付カウンター 

 【発 表】UMAJO SPOT入口付近 

 【時 間】16：20頃～16：50頃 

  

◎女性のための「UMAJUKU」（各回先着 10名様） 

レースを目の前で見ながら競馬の楽しみ方、予想、新聞の見方がわかる競馬セミナー 

を開催。模擬投票の予想が的中すると競馬グッズがもらえるよ！ 

【実施日】7/22（土）・23（日） 

【受 付】UMAJO SPOT内受付カウンター 

【時 間】①10：30～ ②12：20～ ③14：30～ 

※1回 45分程度となります。 

※アンケートにもお答えいただきます。 

 

※UMAJO SPOT は女性のお客様のみ入場できます。（小学生未満のお子様は保護者の

方と一緒にご入場いただけます。） 

※ご利用は 1日 1回とさせていただきます。 

※20歳以上のお客様が対象となります。 

※混雑状況によっては利用時間を制限させていただきます。 

※イベント詳細は JRAホームページをご覧ください。 

 

 

 7/23（日）トヨタ賞中京記念（GⅢ）トークイベント  

◆浜口京子さん アニマル浜口さん スペシャルトークショー 

女子レスリング選手 浜口京子さん、元プロレスラー アニマル 

浜口さん親子のトークショーを行ないます。また、浜口京子さん 

はトヨタ賞中京記念（GⅢ）のプレゼンターとして登場します。 

 

 

◎トークショー                   ◎表彰式 

【実施日】7/23（日）                【実施日】7/23（日） 

【時 間】11：40頃～                【時 間】15：45頃～ 

【場 所】メディアホール              【場 所】ウイナーズサークル 

【出 演】浜口京子さん、アニマル浜口さん  【プレゼンター】浜口京子さん 

【司 会】ビタミン S・お兄ちゃん 

 



 7/2（日）CBC賞（GⅢ）トークイベント  

◆CBC賞にズバリ！レース検討会＆回顧 

CBC ラジオのパーソナリティ北野誠さんによる、レース検討会、レース回顧を実施します！

ゲストには JJ専属モデルの大川藍さん、タレントの佐藤実絵子さん、戸井康成さんも登場！ 

 

◎レース検討会      ◎レース回顧 

【実施日】7/2（日）     【実施日】7/2（日） 

【時 間】11：40頃～    【時 間】16：25頃～ 

【場 所】メディアホール  【場 所】メディアホール 

 

◎JJ専属モデル大川藍さん表彰式プレゼンター 

【実施日】7/2（日） 

【時 間】15：45頃～ 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

 

 CBC賞（GⅢ）ウィーク実施イベント  

◆LINE＠登録者限定プレゼント 

LINE＠に登録し、アンケートに回答していただいた方、各日先着 1,000 名様にオリジナル

爽快ボディシートをプレゼント！ 

【実施日】7/1（土）・2（日） 

【時 間】開門～なくなり次第終了 

【場 所】パドック裏特設ブース 

 

 

 プロキオンステークス（GⅢ）ウィーク実施イベント  

◆競馬エイト・週刊ギャロップ抽選会（主催：サンケイスポーツ） 

オリジナルグッズが当たるガラポン抽選会を開催！ 

【実施日】7/8（土） 

【時 間】開門～ 

【場 所】木馬園付近特設ブース 

【参加条件】当日の競馬エイト、最新号の週刊ギャロップを持参された方 

 

 

 

 

 

 



◆スポーツ新聞ご愛読感謝DAY！2017 

（主催：名古屋地区新聞即売懇談会 後援：中部スポーツ紙代表者会） 

◎各スポーツ紙の競馬担当者が大集合！プロキオンステークス（GⅢ）の予想検討会を行

ないます。 

【実施日】7/9（日） 

【時 間】11：40頃～ 

【場 所】メディアホール 

 

◎先着 6,000名様にオリジナルクリアファイルプレゼント！ 

【実施日】7/9（日） 

【時 間】開門～なくなり次第終了 

【場 所】東西入場門 

 

 名鉄杯ウィーク実施イベント  

◆競馬エイト×六車奈々さんレース検討会（主催：サンケイスポーツ） 

タレントとして活躍中の六車奈々さんを招いてレース検討会を開催します。 

【実施日】7/15（土） 

【時 間】11：45頃～ 

【場 所】メディアホール 

 

◆名鉄杯夏のワクワク抽選会（協力：名古屋鉄道株式会社） 

【実施日】7/16（日） 

【時 間】9：20～15：30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【参加条件】お一人様につき当日ご購入の 2,000 円以上の勝馬投票券（合算可・確定前の

レースのみ）をご提示ください。 

       ※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 

 

特賞／Instax SQUARE SQ10（2名様） 

A賞／ステンチューブグリル（5名様） 

B賞／日本モンキーパーク ペアご招待券<プール利用券付>（20組 40名様） 

     ※利用期間：平成 29年 9月 10日まで 

C賞／家庭用流しそうめん器（10名様） 

D賞／アイスクリームメーカー（10名様） 

E賞／JRAオリジナルボールペン（500名様） 

名鉄賞／①【中京競馬場限定】「中京競馬場前駅」キーホルダー（100名様） 

      ②manacaハンドタオル（100名様） 

      ※いずれかお選びいただけます。 

      ※なくなり次第終了となります。 

      ※キーホルダーは非売品です。 



 

 トヨタ賞中京記念（GⅢ）ウィーク実施イベント  

◆ご当地ターフィーが登場！ 

【実施日】7/22（土）・23（日） 

 

◆入場料無料フリーパスの日 

フリーパス記念グッズ「中京競馬場オリジナルマイクロファイバークロス」を先着 12,000 名様

にプレゼントします。 

【実施日】7/23（日） 

【時 間】開門～なくなり次第終了 

【場 所】東西入場門 

 

◆親子で遊ぼう！夏のワイワイ抽選会 

夏休みにぴったりなお子様向けのアイテムが当たる抽選会を実施します。 

【実施日】7/22（土）・23（日） 

【時 間】9：20～15：30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【参加条件】大人お一人様につき当日ご購入の 500 円以上の勝馬投票券（合算可・確定前

のレースのみ）をご提示ください。 

        ※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 

 

特賞／Rody（各日 5名様） 

A賞／レゴ クリエイターおもちゃ屋と町の小さなお店（各日 10名様） 

B賞／リトルライブペット キューティタートル親子（各日 10名様） 

C賞／JRAオリジナルクレヨンセット（各日 100名様） 

D賞／JRAオリジナルシールブック（各日 200名様） 

E賞／JRAオリジナルお絵かきセット（各日 600名様） 

 

◆気分は競走馬 芝コース開放イベント 

レースの興奮冷めやらぬ芝コースの直線部分を今年も開放します。西日本最大の直線の

坂を体験してみませんか？ 

【実施日】7/23（日） 

【時 間】16：40頃～17：20頃 

※天候や馬場状態等により中止させていただく場合があります。 

※コース内への入場は 17：15頃までとさせていただきます。 

※当日の混雑状況により、入場制限をさせていただく場合がございます。 

 

 

 

 



 

◆ジョッキー登場！スペシャルバックヤードツアー 

検量室前での質問コーナーや写真撮影会などジョッキーとのふれあいも楽しめるスペシャ

ルバックヤードツアーを最終レース後に開催。 

【実施日】7/23（日） 

【受付時間】開門～15：00 ※当選者発表時間は 15:30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【ジョッキーイベント司会】ビタミン S・お兄ちゃん 

【ツアー実施時間】16:30頃～17:30頃 

※参加ジョッキーは当日、受付場所にて発表いたします。 

 

◆愛知トヨタ車両展示コーナー（協力：愛知トヨタ自動車株式会社） 

“この夏のイチ推し”、「プリウス PHV」「C-HR」「ルーミー」を特別展示。 

【実施日】7/23（日） 

【時 間】開門～閉門 

【場 所】ツインハット 1階パドック側 

 

 

 スペシャルサマーイベント  

◆Special Thanks Day（主催：名新会） 

総計 400名様に当たる！ 

その場でGET！CHUKYOオリジナル・ワンタッチボトルプレゼント！ 

【実施日】7/16（日） 

【時 間】開門～ 

【場 所】ペガサススタンドのレストラン及び売店（新聞販売店は除く） 

【参加条件】対象店舗で 600 円以上お買い求めいただくと、お一人様 1 回、店舗スタッフと

じゃんけんができます。じゃんけんの結果が「勝ち」または「あいこ」のお客様に

はオリジナルワンタッチボトルをプレゼントいたします。 

        ※色はお選びいただけません。 

        ※各店舗先着 20名様となります。 

 

◆名鉄「オリジナル鉄道グッズ」販売（主催：名古屋鉄道株式会社） 

名鉄杯当日に「パノラマカー」内にて、「名鉄杯キーホルダー」や「名鉄レジャーシート」など、

名鉄オリジナルグッズを販売いたします。 

【実施日】7/16（日） 

【時 間】開門～16：00頃 

【場 所】パノラマカー内 

※商品によっては完売する場合がございます。予めご了承ください。 

※「名鉄杯キーホルダー」は同日実施の抽選会の賞品とは別商品となります。 

 



 

 

◆実使用ゼッケンプレゼント 

中京競馬場のレースで実際に走った馬のゼッケンを抽選でプレゼントします。ぜひご応募

ください！ 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【時 間】[受付]開門～14：30 [発表]15：30 [引換]15：30～閉門 

【場 所】東入場門付近イベントブース 

 

◆参加費無料 ビギナーズセミナー 

20分で覚えられるお手軽競馬教室を開催します。また、7/1（土）・8（土）・15（土）・16（日）は、

レースの予想から、購入、レース観戦までをお手伝いする競馬体験コース（60 分程度）を開

設！ 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【時 間】10：00～15：00 適宜実施 

【場 所】ペガサススタンド 1階特設ブース 

 

◆競馬場の裏側みせます！バックヤードツアー 

大好評のバックヤードツアー。パドックはもちろん地下馬道や検量室、さらにはジョッキーを

間近で見られるチャンスです。ぜひご応募ください！ 

【実施日】7/1（土）・8（土）・15（土）・22（土） 

【時 間】[受付]開門～11：30 [発表]12：00 [ツアー]12：30頃～ 

【場 所】東入場門付近イベントブース 

 

◆特別競走名にちなんだ物産展 

【実施日】7/2（日）・8（土）・9（日）・22（土）・23（日） 

【時 間】開門～閉門まで 

【場 所】西入場門付近特設ブース 

 

7/ 2（日）犬山市（木曽川特別） 

7/ 8（土）豊明市（豊明ステークス）、豊根村（茶臼山高原特別）、有松絞商工協同組合 

7/ 9（日）有松絞商工協同組合（有松特別） 

7/22（土）長久手市（長久手特別） 

7/23（日）田原市（渥美特別） 

 

◆おみくじ馬券ユニット「ちゅあーず」来場！！おみくじ馬券で運試し！ 

ポチ袋の中に「当たり」が入っていた方には、素敵な賞品をプレゼント！ 

【日 時】7/22（土）10：30～15：00頃 7/23（日）10：30～14：00頃 

【場 所】東入場門付近イベントブース 

【発売金額】1セット 500円 

※なくなり次第、販売終了とさせていただきます。 



 

 親子で楽しむ夏競馬 キッズ＆ファミリーイベント  

◆夏の中京競馬場でテンションMAX！ 

CHUKYO SUMMER LAND（協力：名古屋競馬株式会社） 

◎パドルボート 

水の上をスイスイと！上手に操縦できるかな？ 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地ステージ 

【対 象】小学生以下のお子様 

※混雑状況により、体験時間を制限させていただきます。 

※安全上の理由から、中止させていただく場合がございます。 

※雨天時は、中断もしくは中止とさせていただく場合がございます。 

 

◎ブリキの乗り物 

アメリカンレトロの本格的なスチールカー！車や飛行機、いろんな乗り物が楽しめます。 

【実施日】7/1（土）・2（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】小学生以下のお子様 

※混雑状況により、体験時間を制限させていただきます。 

※安全上の理由から、中止させていただく場合がございます。 

※雨天時は、中断もしくは中止とさせていただく場合がございます。 

 

◎キャプテンキッド 

いつ飛び出す？！ボタンを押してキャプテンキッドが飛び出したらお菓子をプレゼント！ 

【実施日】7/1（土）・2（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】小学生以下のお子様 

※プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。 

※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 

 

◎麦わら帽子作り 

夏のマストアイテム！好きな色や絵を描いて自分だけのオリジナル麦わら帽子を作ろう！ 

【実施日】7/2（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】先着 150名様（小学生以下のお子様） 

※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 



 

◎サイバーホイール 

ぐるぐるゴロゴロ！上手に回転できるかな？ 

【実施日】7/8（土）・9（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】小学生以下のお子様 

※混雑状況により、体験時間を制限させていただきます。 

※安全上の理由から、中止させていただく場合がございます。 

※雨天時は、中断もしくは中止とさせていただく場合がございます。 

 

◎ぶるぶるフィッシング 

リアルな釣りを体験？！ぶるぶる動く魚をうまく釣り上げたらお菓子をプレゼント！ 

【実施日】7/8（土）・9（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】小学生以下のお子様 

※プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。 

※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 

 

◎竹水鉄砲作り 

昭和にタイムスリップ！好きな色や絵を描いて自分だけのオリジナル水鉄砲を作ろう！ 

【実施日】7/9（日） 

【時 間】開門～16：00 

【場 所】馬場内遊園地特設ブース 

【対 象】先着 150名様（小学生以下のお客様） 

※お一人様 1回のご参加とさせていただきます。 

 

◎キラキラ☆プリキュアアラモード ショー 

【実施日】7/16（日） 

【時 間】11：35頃～ 

【場 所】馬場内遊園地ステージ 

※ショー終了後、握手会を実施いたします。 

※雨天時は握手・撮影会を馬場内連絡通路にて開催します。 

※撮影はお客様のお手持ちのカメラでお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



◎ウルトラマンジード ショー 

【実施日】7/23（日） 

【時 間】11：35頃～ 

【場 所】馬場内遊園地ステージ 

※ショー終了後、握手会を実施いたします。 

※雨天時は握手・撮影会を馬場内連絡通路にて開催します。 

※撮影はお客様のお手持ちのカメラでお願いいたします。 

 

 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、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。来場したその日にも

オリジナル賞品が当たるチャンス！ 

【実施日】7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 

【ポイント発行時間】開門～17：00 

【ポイントリーダー設置場所】木馬園付近特設ブース、東入場門イベントブース横 

【引換場所】ツインハット１階パドック付近特設ブース 

【引換時間】開門～17：00 

 

さらに、7/22（土）・23（日）は TVCM 登場の HOT HOLIDAYS！レジャーシート（中京競馬

場限定）が当たるチャンス！ 

【実施日】7/22（土）・23（日） 

【数 量】7/22（土）先着 1,500名様 7/23（日）先着 3,000名様 

※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。 

※定数に達した時点で抽選は終了となります。 

※その他、引換に関する運用につきましては、通常と同様になります。 

 

※「おサイフケータイ」は、株式会社NTT ドコモの登録商標です。対応機種には「Felica（フ 

ェリカ）マーク」が付いています。 

※NTT ドコモ以外の「おサイフケータイ」対応の携帯電話でもご参加可能です。 

※来場ポイントキャンペーンは実施する全ての競馬場で共通してご利用できます。 

※2017 年のポイントは一年間継続してたまります。 

 

イベントに関するご注意 

※天候その他の理由により、イベント内容が変更・中止になる場合もございますので、予め

ご了承ください。 

※各イベントにてお預かりいたしました個人情報は、適切に管理し、各イベントに係る業務

以外には使用いたしません。 

※イベントでの当選発表の際に、ご応募いただきましたお名前を提示させていただくことが

あります。予めご了承ください。 


