平成 29 年 7 月 15 日
JRA 関西広報室
第 2 回小倉競馬開催イベントのお知らせ
小倉競馬場では 7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）の小倉競馬開催期間中、競馬をもっと好き
になる、たくさんの楽しいイベントをご用意して皆様のご来場をお待ちいたしております。夏の
小倉競馬をどうぞお楽しみください。
小倉競馬開催直前ＰＲイベント(7/27)
○競馬 BEAT presents 駅前 KEIBA 2017 夏
7 月 27 日（木）に福岡県の博多駅・博多口特設ステージにて「競馬 BEAT presents 駅前
KEIBA 2017 夏」を開催します。
当日は、武豊騎手、世界最速で戦う現役レーシングドライバーの中嶋一貴さん、競馬好きとし
て知られるお笑いトリオ「ジャングルポケット」らによるトークショーをはじめ、第 2 回小倉競馬
で誘導馬を引退となる『小倉三冠馬』メイショウカイドウのお披露目や様々なステージイベント
も行います。
夏の小倉をさらに熱くする！スペシャルゲスト
○林修トークショー＆表彰式プレゼンター
林修が小倉記念（ＧⅢ）をはじめ当日のレースを予想し、小倉記念（ＧⅢ）の表彰式プレゼンタ
ーをつとめます。
・トークショー
【日 時】8 月 6 日（日） 第 1 回 11：35 頃～ 第 2 回 13：55 頃～ 第 3 回 16：20 頃～
【場 所】第 1 回イベントステージ 第 2 回プラザ 99 第 3 回パドック（雨天時はイベントステー
ジ）
【Ｍ Ｃ】松岡俊道
・表彰式
【時 間】小倉競馬第 11 レース終了後
【場 所】ウイナーズサークル
○中村静香トークショー
グラビアアイドルや女優として幅広く活躍中の中村静香さんをお招きしたトークショーを開催し
ます。
【日 時】7 月 29 日（土） 11：30 頃～
【場 所】イベントステージ

○シャンプーハットトークショー
シャンプーハットが今年も夏の小倉競馬にやってくる！小倉競馬場の楽しさをたっぷり語りま
す。
【日 時】7 月 30 日（日） 16：20 頃～
【場 所】パドック（雨天時はイベントステージ）
○村田諒太トークショー＆表彰式プレゼンター
競合ひしめくミドル級での世界王者獲得が期待されるプロボクサーの村田諒太選手が来場。
テレビ西日本賞北九州記念（GⅢ）の表彰式プレゼンターをつとめトークショーを行います。
・トークショー
【日 時】8 月 20 日（日） 16：10 頃～
【場 所】パドック（雨天時はイベントステージ）
【Ｍ Ｃ】倉田恵美
・表彰式
【時 間】小倉競馬第 11 レース終了後
【場 所】ウイナーズサークル
○尾上松也トークショー＆表彰式プレゼンター
歌舞伎の舞台にとどまらずＮＨＫ大河ドラマなどでも活躍中の尾上松也さんが来場。トークシ
ョーに加えて、小倉２歳ステークス（ＧⅢ）の表彰式プレゼンターもつとめます。
【日 時】9 月 3 日（日） 第 1 回 11：35 頃～ 第 2 回 13：55 頃～
【場 所】イベントステージ
【Ｍ Ｃ】馬場阿紀子
・表彰式
【時 間】小倉競馬第 11 レース終了後
【場 所】ウイナーズサークル
○ステージゲストの特別イベントにチャレンジ！
来場スタンプを貯めて、ステージゲストの特別イベントに挑戦！
【参加方法】期間中、勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただくごとに 1
日 1 回スタンプを押印。ゲスト来場日に押印の数だけガラポンを回すことができます。
【スタンプ受付・抽選会場所】1 階メインエントランス（屋内）
■中村静香トークショー最前列席＆サイン色紙プレゼント
【抽選会日時】
7月29日（土）

勝馬投票券発売開始（通常9：20）～11：30（定員に達し次第終了）
【当選者】5名様
※スタンプカードは発行いたしません
■林修トークショー（3 回目）最前列席＆サイン色紙プレゼント
【スタンプ受付期間】7 月 29 日(土)～8 月 6 日(日) 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：30
※8 月 6 日（日）のみ定員に達し次第終了
【抽選会日時】8 月 6 日(日) 開門～定員に達し次第終了
【当選者】10 名様
■村田諒太トークショー最前列席＆サイン色紙プレゼント
【スタンプ受付期間】8 月 12 日(土)～8 月 20 日(日) 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：
30
※8 月 20 日（日）のみ定員に達し次第終了
【抽選会日時】8 月 20 日(日) 開門～定員に達し次第終了
【当選者】5 名様
■尾上松也ファンミーティング＆サイン色紙プレゼント
【スタンプ受付期間】8 月 26 日(土)～9 月 3 日(日) 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：30
※9 月 3 日（日）のみ定員に達し次第終了
【抽選会日時】9 月 3 日(日) 開門～定員に達し次第終了
【当選者】ファンミーティングご招待 5様名
サイン色紙プレゼント 10 名様（各ステージ 5 名様）
【ファンミーティング日時】9 月 3 日(日) 15:20～15:40 頃
家族みんなで楽しもう！ファミリーイベント
○「宇宙戦隊キュウレンジャー」ショー＆写真撮影会
「宇宙戦隊キュウレンジャー」が小倉競馬場にやってきます。
【日 時】7 月 30 日（日） （ショー）11：35 頃～ （撮影会）13：55 頃～
【場 所】イベントステージ
※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。
○「キラキラ☆プリキュアアラモード」ショー＆写真撮影会
「キラキラ☆プリキュアアラモード」が小倉競馬場にやってきます。
【日 時】8 月 13 日（日） （ショー）11：35 頃～ （撮影会）13：55 頃～
【場 所】イベントステージ
※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。
○「ハローキティ＆ぐでたま」ショー＆写真撮影会

「ハローキティ＆ぐでたま」が小倉競馬場にやってきます。
【日 時】8 月 27 日（日） （ショー）11：25 頃～ （撮影会）13：45 頃～
【場 所】イベントステージ
※写真撮影会は、ハローキティのみの登場となります
※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。
○お盆休み特別イベント Part1！「カブトムシ王国 in 小倉競馬場」
世界のカブトムシが小倉競馬場にやってきます。
【日時】 8 月 13 日（日）勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：00
【場所】 イベントステージ付近

〔受付〕 1 階メインエントランス（屋内）

【内容】
① カブトムシとのふれあいコーナー
② カブトムシプレゼント抽選会
【参加方法】勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた小学生以下の
お子様連れのご家族に参加券 1 枚をお渡しいたします。また、ご希望の方は参加券 1 枚で 1
回ガラポン抽選会にご参加いただき、当たりが出た方先着 200 名様には会場にてカブトムシ
をプレゼントいたします。なお、参加券への引換えはお一人様１回限りとさせていただきます。
※混雑時は入場までお待ちいただく場合がございます。
※未成年の方のみのご参加は不可とさせていただきます。
※カブトムシのプレゼントはオスとメスとのセットとなり、個体をお選びいただくことはできませ
ん。
○お盆休み特別イベント Part2！「小倉競馬場夏の大縁日！」
子どもにも大人にも大人気の縁日が１日限りで小倉競馬場に登場！
【日時】 8 月 13 日（日）勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：00
【場所】 イベントステージ付近

〔受付〕 1 階メインエントランス（屋内）

【内容】 ①射的 ②ヨーヨー釣り ③輪投げ ④ジャンボサイコロゲーム ⑤キャラ人形すくい
【定員】 各店舗先着 200 名様
【参加方法】 勝馬投票券 1,000 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた小学生以下
のお子様連れのご家族に参加券 3 枚をお渡しいたします。参加券 1 枚ごとに上記 5 種類のゲ
ームから 1 つをお選びご参加いただけます。なお、参加券への引換えはお一人様１回限りと
させていただきます。
※混雑時は入場までお待ちいただく場合がございます。
※未成年の方のみのご参加は不可とさせていただきます。

ジョッキーイベント
○ジョッキーと行く！障害コースバックヤードツアー
障害ジョッキーの案内のもと、この日だけ特別に障害コースへご案内します。
【イベント日時】7 月 29 日（土） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：20 頃～）
【イベント場所】障害コース
【受付時間】開門～13：00 ※先着 300 名様に抽選券を配布いたします。
【受付場所】1 階メインエントランス（屋内）
【当選発表】14：00 1 階メインエントランス（屋内）・各階インフォメーション
【当選者】10 組様（１組 4 名様まで）
※参加騎手は当日発表いたします。
※雨天時は中止となる場合がございます。
○ジョッキートークショー in 小倉競馬場
恒例のジョッキートークショーを今年も行います！お客様からの質問コーナーも設けた、騎手
によるトークショーをぜひご覧になってください！
【日時】8 月 5 日（土） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：40 頃～）
【場所】パドック（雨天時はイベントステージ）

【その他】ジョッキーへの質問は 7 月 29 日（土）開門～8 月 5 日（土）11：00 まで 1 階メインエ
ントランスで募集いたします。質問が採用されたお客様には、オリジナルグッズをプレゼントい
たします。
※参加騎手は当日発表いたします。
○ジョッキーとの写真撮影会＆ファミリー限定バックヤードツアー
ご家族揃って騎手と一緒に写真撮影をして、この夏の思い出に！
【イベント日時】8 月 12 日（土） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：20 頃～）
8 月 27 日（日） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：10 頃～）
【イベント場所】ウイナーズサークル付近、装鞍所、パドック
【受付時間】開門～13：00 ※先着 300 名様に抽選券を配布いたします。
【受付場所】１階メインエントランス（屋内）
【当選発表】14：00 １階メインエントランス（屋内）・各階インフォメーション
【当選者】10 組様（１組 4 名様まで）
※1 組 1 名以上のお子様（小学生以下）および保護者（20 歳以上）のご参加が必須となりま
す。
※写真撮影の際のカメラはお客様各自でご用意ください。
※参加騎手は当日発表いたします。

○ジョッキーと行く！プレミアムバックヤードツアー
通常のバックヤードツアーに加えて騎手と一緒に馬場を歩くことができるプレミアムなバック
ヤードツアーです！
【イベント日時】8 月 19 日（土） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：20 頃～）
【イベント場所】ウイナーズサークル付近、装鞍所、パドック、馬場
【受付時間】開門～13：00 ※先着 300 名様に抽選券を配布いたします。
【受付場所】１階メインエントランス（屋内）
【当選発表】14：00 １階メインエントランス（屋内）・各階インフォメーション
【当選者】10 組様（１組 2 名様まで）
※参加騎手は当日発表いたします。
※キャリーケース・ベビーカーを押して馬場に入ることはできません。
※雨天時は中止となる場合がございます。
○熊本地震復興支援 チャリティゼッケン販売＆握手会
熊本地震の被災地復興支援のため、ジョッキーによる、実使用ゼッケンのチャリティ販売およ
び騎手との握手会を行います。一部のゼッケンは、実際に騎乗したジョッキーのサイン入りで
す！
【イベント日時】9 月 2 日（土） 小倉競馬第 12 レース終了後（16：30 頃～）
【イベント場所】パドック（雨天時はイベントステージ）
【ゼッケン販売額】1,000 円
【受付場所】1 階メインエントランス（屋内）
【参加方法】
開門から 1 階メインエントランスにて先着 300 名様に参加券をお配りいたします。参加券をお
持ちの方を対象に、16：30 頃よりゼッケン販売および握手会を行います。
※ゼッケン販売時および握手会での写真撮影はご遠慮ください。
※会場にお集まりいただく際に、1,000 円をお釣りのないようご用意ください。
※参加騎手は当日発表いたします。
※ゼッケン販売は、お一人様１枚限りとさせていただきます。
○特別競走プレゼンター＆記念撮影会
特別競走（小倉競馬第 9 レース）の表彰式のプレゼンターを募集します。勝利ジョッキーと間
近で会えるチャンスです！
【イベント日時】毎週日曜日 小倉競馬第 9 レース終了後
【イベント場所】ウイナーズサークル
【受付時間】開門～12：00 ※先着 200 名様に抽選券を配布いたします。
【受付場所】1 階メインエントランス（屋内）

【当選発表】13：00 1 階メインエントランス（屋内）・各階インフォメーション
【当選者】各日 1 組 2 名様
※ジーパン・サンダル等軽装でのご参加はできません。
※こちらが用意したカメラで撮影し、現像した写真を 15：30 以降にお渡しします。
小倉競馬開催中スペシャルイベント
○小倉記念（ＧⅢ）当日はフリーパスの日！「小倉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！
8 月 6 日（日）【小倉記念（GⅢ）当日】は、『フリーパスの日』として入場料が無料となります。
ご来場の方（先着 10,000 名様）には、「小倉競馬場オリジナルマイクロファイバークロス」をプ
レゼントいたします。
【日 時】8 月 6 日（日） 開門～なくなり次第終了
【場 所】メインゲート・モノレール入場門
○HOT HOLIDAYS！オリジナルグッズ抽選会
8 月 6 日（日）に配布の「小倉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、かつ当日購入された勝馬投票券 100 円分以上（未確定のレース）
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】8 月 20 日（日） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～なくなり次第終了
【場 所】イベントステージ付近
【賞 品】Ａ賞 ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！クオカードセット（2,000 円分） 40 名様
Ｂ賞 ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！トートバッグ 100 名様
Ｃ賞 ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！マフラータオル 200 名様
Ｄ賞 ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！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。
○ショッカーが小倉競馬場に出現！
世界征服をたくらむショッカーが小倉競馬場部隊を結成！
優秀な隊員のスカウトのため、場内各所に現れます。
【日時】8 月 6 日（日）、20 日（日）、9 月 3 日（日） 開門～16：00 頃
【場所】場内各所
※写真撮影は自由に行えますが、カメラはお客様各自でご用意ください。
また、小倉競馬場部隊の隊員証がもらえる「ショッカー入隊テスト」をおこないます。

【日時】8 月 6 日（日）、20 日（日）、9 月 3 日（日） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～16：00
【場所】3 階特設エリア（サラブレッドプラザ付近）
【定員】各日 200 名様
【参加方法】勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた先着 200 名様に
ご参加いただけます。
○おみくじ馬券販売
ビギナーの方でもおみくじ感覚で気軽にご購入いただける、「おみくじ馬券」をぽち袋に入れて
販売します。
【日 時】8 月 6 日（日） 10:30 頃～なくなり次第終了
【場 所】イベントステージ付近
【発売内容】小倉記念（ＧIII）を対象に、機械がランダムに選択した 3 連複 100 円×5 点の勝馬
投票券を１枚 500 円で販売いたします（数量限定）。
【特典】ぽち袋に「あたり」くじが入っていた方に、ワンタッチスリムボトルやトーキングクロック、
ＪＲＡオリジナルグッズ等をプレゼントいたします。
【Ｗチャンス抽選】おみくじ馬券の購入枚数に応じて、林修サイン色紙が当たるＷチャンス応
募券をお渡しします。応募券にお名前を書いて受付箱にいれていただいたお客様の中から、
抽選で 5 名様にお客様の名前入り林修サイン色紙をプレゼントいたします。抽選結果は、8 月
6 日（日）15:00 に１階メインエントランスにて発表いたします。
○小倉競馬場オリジナルゼッケン販売
第 53 回小倉記念（ＧⅢ）で使用するゼッケンにお好みの文字を入れた世界で 1 枚だけのオリ
ジナルゼッケンの作製・販売をはじめ、ゼッケンをモチーフにしたグッズの販売を行います。
【日 時】8 月 6 日（日） 開門～なくなり次第終了
【場 所】1 階中央コンコース付近
≪第 53 回小倉記念（ＧⅢ）仕様オリジナルゼッケン＆オリジナルミニゼッケン≫
「1 番～18 番までのお好きな番号」「2～9 文字のお好きな文字（カタカナのみ、実在の馬名は
不可）」を入れた第 53 回小倉記念（ＧⅢ）仕様オリジナルゼッケンおよびオリジナルミニゼッケ
ンを作成し、販売いたします。
【販売価格】
オリジナルゼッケン 3,000 円（税込）
オリジナルミニゼッケン 1,500 円（税込）
※両ゼッケンとも当日 11：00 までにご購入いただいたお客様、または先着 50 名様は当日 15：
30 以降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 1,200 円）でのお
渡しとなります。

≪第 53 回小倉記念（ＧⅢ）馬番＆馬名入りミニゼッケン≫
第 53 回小倉記念（ＧⅢ）出走馬の馬番および馬名を入れたミニゼッケンを販売します。
【販売価格】1,000 円（税込）
【数

量】合計 300 枚

【日 時】8 月 5 日（土）、6 日（日） 開門～なくなり次第終了
【場 所】1 階中央コンコース付近
≪小倉記念（ＧⅢ）優勝馬勝負服ゼッケンコースター≫
過去 15 年の小倉記念（ＧⅢ）優勝馬の勝負服をモチーフにしたゼッケンコースターを販売しま
す。
【販売価格】500 円（税込）
【数

量】合計 200 枚

≪名馬メモリアルミニゼッケン≫
過去 15 年の日本ダービー・ジャパンカップ・有馬記念優勝馬の馬名や馬番、日付を入れた小
型ゼッケンをランダムに販売いたします。
【販売価格】1,500 円（税込）
【数

量】合計 300 枚

○陸上自衛隊第 40 普通科連隊音楽隊によるファンファーレ生演奏
小倉記念（ＧⅢ）のファンファーレを、陸上自衛隊第 40 普通科連隊音楽隊が生演奏いたしま
す。
【日 時】8 月 6 日（日） 15：30 頃～
【場 所】ウイナーズサークル
○九州馬主協会 presents!旅行券を当てて秋の GⅠを見に行こう！ひまわり賞抽選会
【抽選券配布日時】8 月 26 日（土） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～14：00
【抽選券配布場所】１階メインエントランス（屋内）
【当選発表日時】8 月 26 日（土） 第 9 レースひまわり賞表彰式
※抽選会終了後、1 階メインエントランスおよび各階インフォメーションでも当
選番号を掲出いたします。
【賞品】天皇賞（秋）（ＧⅠ）当日の東京競馬場馬主席ペア＋旅行券 90,000 円分 2 組（1 組 2
名）様
菊花賞（ＧⅠ）当日の京都競馬場馬主席ペア＋旅行券 90,000 円分 2 組（1 組 2 名）様
【参加方法】当日購入された、ひまわり賞を含む勝馬投票券 5,000 円分以上（未確定のレー
ス）をご提示いただいたお客様に抽選券を配布いたします。ひまわり賞表彰式にて公開抽選
会を行い、当選者をウイナーズサークルで発表いたします。

※賞品引換は当日 16:30 まで１階メインエントランスで行います。時間までにお越しいただけ
ない場合は、補欠の方を繰り上げ当選いたします。
○芝コース＆ダートコース開放
第 2 回小倉競馬にご来場いただいたお客様へ感謝の意を込めまして、小倉競馬場の芝コー
スおよびダートコースを一般開放いたします。
【日 時】9 月 3 日（日） １6：35 頃～17：00 頃
※レースの発走時刻等により時間が変更となる場合があります。
※馬場への入場時刻は 16：55 までとさせていただきます。
【場 所】芝コース（スタンド前直線部分）および一部ダートコース
※当日の天候や馬場状態によって中止となる場合があります。
○ターフィーグリーティング
ＪＲＡマスコットキャラクターのターフィーが皆様のご来場をお出迎えします。
【日 時】7 月 29 日（土）、8 月 6 日（日）、20 日（日）、9 月 3 日（日） 開門～
【場 所】場内各所
○競走馬の牧場で働こう BOKUJOB 2017
競馬場で活躍する競走馬の生産・育成を行う牧場への就業を紹介するスペースを開設いた
します。当日は、BOKUJOB 相談員に業務内容や職場の雰囲気等を直接質問いただけます。
業界の現状、牧場で働くことについての説明など、BOKUJOB 事務局員がご案内いたします
ので、競走馬の牧場での仕事にご興味をお持ちの皆様はぜひこの機会をご利用ください。
【日時】9 月 2 日（土）・3 日（日） 10：00～15：00
【場所】2 階中央コンコース
※ 「牧場就業促進事務局」とは、(公社)競走馬育成協会、(公社)日本軽種馬協会、（一社）日
本競走馬協会、(公財)軽種馬育成調教センターおよび JRA 日本中央競馬会の 5 団体で構成
され、「多くの若者に競走馬の生産育成の現場をつぶさに紹介し、やる気に満ちた若者の牧
場への就業促進を目指す」ことを目的に、2008 年 8 月に設立されました。詳細は牧場就業応
援サイトをご覧ください。
馬券検討の参考に！予想会＆新聞社主催イベント
○競馬エイト・週刊 Gallop 主催イベント
【日 時】8 月 6 日（日） 開門～賞品がなくなり次第終了
【場 所】プラザ 99
【賞品】競馬エイトオリジナルグッズ他

【参加方法】当日の競馬エイトまたはその週の週刊 Gallop をご持参いただいた先着 500 名の
お客様に抽選会にチャレンジしていただきます。
※抽選はお一人 1 回限りとさせていただきます。
○西部日刊スポーツ杯当日日刊スポーツ主催イベント
佐藤哲三元騎手による当日のメインレース「西部日刊スポーツ杯」の予想・解説を行います。
また、メインゲートおよびモノレール入場門にて開門から先着 5,500 名様に日刊スポーツオリ
ジナル団扇を配布いたします。
【トークショー日時】8 月１3 日（日） ①11：35 頃～ ②13：55 頃～
【トークショー場所】プラザ 99
○西部スポニチ賞当日スポーツニッポン主催イベント
スポーツニッポン記者（オサム）による西部スポニチ賞のレース展望・予想を行います。
また、メインゲートおよびモノレール入場門にて開門から先着 3,000 名様にスポーツニッポン
オリジナルペンを配布いたします。
【トークショー日時】8 月 20 日（日） 12：45 頃～
【トークショー場所】プラザ 99
○北九州記念（ＧⅢ）当日スペシャル予想会（協力ＪＲＡ－ＶＡＮ）
北九州記念当日に元グリーンチャンネルアナウンサーの松岡俊道さん、グリーンチャンネル
関西パドックキャスターの藤原美佳さん、井上達也さん（デイリースポーツ）、米満浩生さん
（競馬ブック）らによる北九州記念予想会を行います。
【トークショー日時】8 月 20 日（日） 11：40～
【トークショー場所】イベントステージ
〔ＪＲＡ-ＶＡＮサポートブース開設〕
ＪＲＡ-ＶＡＮの使い方をサポートする特設ブースを開設します。オリジナルグッズプレゼントの
チャンスも！
【日時】8 月 20 日（日） 開門～16：00
【場所】1 階中央コンコース
ありがとうメイショウカイドウ！誘導馬引退イベント
「小倉三冠」を達成し、現在は小倉競馬場の誘導馬をつとめるメイショウカイドウが第 2 回小
倉競馬をもって誘導馬を引退します。小倉競馬場の看板誘導馬の雄姿をぜひご覧になってく
ださい！
※メイショウカイドウは、第 2 回小倉競馬にて誘導馬を引退いたしますが、引き続き小倉競馬
場にて乗馬訓練用馬として活躍する予定です

○誘導馬引退セレモニー
小倉競馬場の看板誘導馬メイショウカイドウの誘導馬引退セレモニーを行います。
【セレモニー日時】8 月 20 日（日） 16：30 頃～17：00 頃
【セレモニー場所】パドック
※天候や馬の体調によって急遽中止とさせていただく場合がございます
○メイショウカイドウスペシャル抽選会
メイショウカイドウ関連グッズをはじめとしたプレゼントが当たる抽選会を実施します。
【抽選券配布日時】8 月 20 日（日） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～14：00
【抽選券配布場所】１階メインエントランス（屋内）
【賞品】メイショウカイドウ関係者サイン入りレプリカゼッケン 5 名様
メイショウカイドウフォトカードセット 10 名様
【参加方法】勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた方先着 300 名様
に抽選券を配布し、当日 15：00 に 1 階メインエントランスにて抽選結果を発表いたします。
○メイショウカイドウお守りプレゼント
第 2 回小倉競馬に向けたトリミングにおいてカットしたメイショウカイドウの「たてがみ」を、お守
りにしてプレゼントいたします。
【日時】8 月 20 日（日） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～なくなり次第終了
【場所】１階メインエントランス（屋内）
【参加方法】勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた先着 1,000 名様
にプレゼントいたします。
○メモリアル写真展＆メイショウカイドウ物語展
メイショウカイドウのデビューから誘導馬としての活躍を当時の写真で振り返ります。また、メ
イショウカイドウの馬生をモチーフにした「メイショウカイドウ物語」をおがわじゅりさんのイラス
ト付きパネルにて展示します。さらに、6 週連続でおがわじゅりさんのイラスト付きパネルが当
たる抽選会を実施します。
【抽選会日時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）
～14：00
【抽選会場所】１階メインエントランス（屋内）
【賞品】「メイショウカイドウ物語」パネル ※展示されたパネルの中から毎日 1 種類を 10 名様
にプレゼントいたします
【参加方法】勝馬投票券 500 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた方先着 300 名様
に抽選券を配布し、当日 15：00 に 1 階メインエントランスにて抽選結果を発表いたします。

開催中継続イベント
○小倉競馬場オリジナルバー「Cherry’s Horse Bar」OPEN！
第 2 回小倉競馬開催期間限定で小倉競馬場オリジナルバー「Cherry’s Horse Bar」が開店。
バーテンダーがつくる、小倉競馬場でしか飲めない本格的なカクテルをお楽しみください。
【日 時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 開門～16:30
【場 所】4 階イベントルーム
※商品ご購入の方のみご入店いただけます。
※敷物等での席取りはご遠慮ください。撤去させていただく場合がごさいます。
【商 品】
■飲み物 各 500 円
〔カクテル〕 小倉競馬場オリジナルカクテル、枠色カクテル 他
〔ビール〕 生ビール
■軽食 各 300 円
ホットドック、フライドポテト 他
○小倉競馬場に SnSnap が登場
今話題の SnSnap が小倉競馬場に登場！競馬場で撮影した写真を「♯小倉競馬場」をつけて
SNS に投稿することで、小倉競馬場オリジナルデザインのフォトカードがつくれます！
【日 時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～
16:30
【場 所】1 階メインエントランス（屋内）
【定 員】各日 300 名様
【参加方法】「♯小倉競馬場」をつけた SNS 投稿画面と勝馬投票券 100 円分以上（未確定のレ
ース）をご提示いただいた方にオリジナルフォトカードをプレゼントいたします。また、カードに
「当たり」が出ると小倉競馬場内のレストラン・売店でご利用可能な 500 円分のクーポン券をプ
レゼントいたします。
※クーポンはレストラン・売店のみでご利用いただけます（ターフィーショップ、各物産展、キッ
チンカー、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ、Cherry’s Horse Bar ではご使用いただけません）。
※クーポンご利用可能期間は、7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）となります。
○林修からの宿題にチャレンジ！
8 月 6 日（日）に来場する林修から毎週競馬に関するクイズが出題されます。正解すると林修
オリジナルグッズがもらえるチャンス！
【日 時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 勝馬投票券発売開始（通常 9：20）～
16:30 ※出題は 8 月 27 日（日）までとなります

【場 所】1 階メインエントランス（屋内）
【参加方法】勝馬投票券 100 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた方に答案用紙
をお渡ししますのでご解答ください。翌週解答を発表し、正解数の多い上位 10 名様（10 名様
以上の場合は抽選）で林修オリジナルグッズをプレゼントいたします。
○小倉競馬場オリジナルＷＩＮ３×２
毎週小倉競馬場に来場して、小倉競馬メインレースの予想を登録しましょう。ランキング上位
者には豪華賞品をプレゼント！
【受付期間】
第 1 回 7 月 29 日（土）～8 月 13 日（日）
第 2 回 8 月 19 日（土）～9 月 3 日（日）
【受付時間】
土曜：勝馬投票券発売開始（通常 9:20）～16：00
日曜：勝馬投票券発売開始（通常 9:20）～15：00
【受付場所】1 階メインエントランス（屋内）
【賞 品】
［第１回］
1 位 JCB ギフトカード 50,000 円分
2 位 JCB ギフトカード 30,000 円分
3 位 JCB ギフトカード 15,000 円分
4 位 SHARP 冷風除湿機
5 位 SHARP 扇風機
6 位 タカラトミー そうめんスライダー
7 位 揖保乃糸 特級品縄縛りそうめん
8 位 ティファール 2in1 スチームアンドプレス（JRA オリジナルグッズ）
9 位 パーカーボールペン（JRA オリジナルグッズ）
10 位 競走馬ぬいぐるみ
［第 2 回］
1 位 JCB ギフトカード 50,000 円分
2 位 JCB ギフトカード 30,000 円分
3 位 JCB ギフトカード 15,000 円分
4 位 象印 炊飯器
5 位 わがんせ エアフライヤー
6 位 ワンダーシェフ 圧力鍋
7 位 アイリスオーヤマ IH クッキングヒーター

8 位 ティファール 2in1 スチームアンドプレス（JRA オリジナルグッズ）
9 位 パーカーボールペン（JRA オリジナルグッズ）
10 位 競走馬ぬいぐるみ
【参加方法】
（１）当日購入された勝馬投票券 3,000 円分以上（未確定のレース）をご提示いただいた方に
「小倉競馬場オリジナルＷＩＮ3」参加証をお渡しいたします。受付時にニックネームなど
の簡単な登録を行っていただきます。
（２）当該週日曜日の小倉競馬第 11 レースに出走する馬の中から 2 頭を登録してください。お
選びいただいた 2 頭の着順に応じて、それぞれポイントを付与いたします。なお、予想の
受付は当該週のレースのみが対象となり、次週以降の予想受付はできません。また、2
レース目以降の登録の際は勝馬投票券の提示は不要です。
（３）毎週集計を行い、翌週の開催期間で受付にて順位の発表を行います。
（４）第 1 回は 8 月 13 日（日）の小倉 12 レース終了後、第 2 回は 9 月 3 日（日）の小倉 12 レ
ース終了後にそれぞれ上位 10 名様を発表いたします。賞品は参加カードと交換とさせて
いただきます。
【獲得ポイント数】
8 月 6 日（日）【小倉記念（GⅢ）】および 8 月 20 日（日）【テレビ西日本賞北九州記念（GⅢ）】
はポイントが 2 倍になります。
■7 月 30 日（日）、8 月 13 日（日）・27 日（日）、9 月 3 日（日）
着順

1着

2着

3着

4着

5着

6 着以下

ポイント

10P

5P

4P

3P

2P

1P

■8 月 6 日（日）・20 日（日）
着順

1着

2着

3着

4着

5着

6 着以下

ポイント

20P

10P

8P

6P

4P

2P

■来場ポイント
ご来場 1 日ごとに、来場ポイントとして 1 ポイント加算されます。
※小倉競馬場オリジナル WIN3 への登録はお一人様各回１回限りといたします。
※最終結果発表時点でポイントが同点の場合は、上位着順が多い方を上位といたします。な
お、上位着順も同点の場合は抽選を行います。
※一度登録した勝ち馬予想を変更することはできません。ただし、出走取消・競走除外となっ
た場合は、レース発走前であれば変更可能です。変更がない場合は 6 着以下と同様のポ
イントとなります。

※受付時間を越えての登録はできません。受付終了間際は受付が大変混雑いたします。お
早目のご登録をお勧めいたします。
※登録証の記載事項を故意に変更した場合は失格といたします。
○2017 夏の来場ポイントキャンペーン
小倉競馬開催期間中、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ステキな賞品が当たります！さらに、来場したその日に賞品が当たる「Ｔｏ
ｄａｙ‘ｓチャンス賞」も誕生！
【日時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 開門～17：00
【場所】
≪ポイントリーダー設置場所≫
・２階馬主・来賓受付横
・１階メインエントランス（屋内）
≪賞品引換所≫（引換時間：9：30～17：00）
・２階馬主・来賓受付横
【獲得ポイント】 2 ポイント ※東京・中山・京都・阪神は 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。
小倉記念週特別企画 TVCM で登場！レジャーシートが当たる！
8 月 5 日（土）・6 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 日間合計 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。
※小倉記念週の「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。
◯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ます。
詳細は来場ポイントキャンペーンページをご覧ください。
○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー

「馬券の買い方がわからない」「競馬新聞の読み方がわからない」そんな方を対象に、ビギナ
ーズセミナーを行います。毎週土曜日は、レースの予想から、購入、観戦までをお手伝いする
競馬体験コースを開設します。
【日 時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 10：00～14：30
【場 所】2 階ファストフードプラザ付近
※ビギナーズセミナー受講者には「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」クリアファイルをプレゼントいたし
ます。
○小倉競馬場限定グッズ販売
第 2 回小倉競馬開催中、ターフィーショップでは 2017 年サマーシリーズにちなんだ夏競馬限
定グッズをはじめ、各種ホースグッズ、さらにはノーザンホースパークのオリジナルグッズ、人
気イラストレーターおがわじゅりさんのグッズなど、競馬開催時ならではの商品をご用意して、
皆さまのご来場をお待ちしております。
【日

時】第 2 回小倉競馬全開催日 開門～17：00

【場

所】１階ターフィーショップ

【限定商品】第 53 回小倉記念マフラータオル 1,000 円
2017 夏競馬ハンドタオル 500 円
2017 夏競馬メッシュキャップ 1,500 円
2017 夏競馬 T シャツ 1,600 円
2017 夏競馬ショルダーバッグ（7 色） 2,300 円
…上記商品については 7 月 29 日（土）から販売いたします
2017 サマーホースレーシングマフラータオル 1,000 円
…上記商品については 8 月 12 日（土）から販売いたします
※マフラータオル等、限定商品につきましては売り切れる場合がございますので
ご了承ください。
○「幸運の馬蹄」アクセサリー販売
第 2 回小倉競馬開催中、ターフィーショップでは下記の日時に、アクセサリーの特設販売を
おこないます。
【日

時】8 月 5 日（土）、6 日（日） 小倉記念当該週
8 月 19 日（土）、20 日（日） 北九州記念当該週
開門～17：00

【場

所】１階ターフィーショップ前

【商

品】幸運の馬蹄アクセサリー各種

1,620 円～

※ヨーロッパでは伝統的にお守りとして親しまれている馬蹄。イタリアの職人が一つ
一つ丁寧に手作業で作る馬蹄に、金運、恋愛運、健康運など様々な意味を込め

たラッキーチャームが組み合わされた『幸運の馬蹄』。紐やチェーンを通してペン
ダントにしたり、ストラップをつけて携帯やバッグ等にもお使いいただけます。
○あなたもオーナー気分！『馬主席にご招待！』
第 2 回小倉競馬開催期間中、馬主席へのご招待企画を行っています。
詳細は馬主席にご招待ページをご覧ください。
食のイベント
○小倉競馬場オリジナル弁当「騎手弁」「ジョッキーランチ」「馬くのうち弁当」「お子さまランチ
ボックス」販売
毎年夏の小倉競馬開催で大人気の、ジョッキープロデュース「騎手弁」・「ジョッキーランチ」と、
小倉競馬場オリジナル「馬くのうち弁当」を販売いたします。お買い上げいただいたお客様の
中から抽選でジョッキーサイン入り写真パネル（アルアイン・松山弘平騎手）など豪華賞品が
その場で当たります。また、今年はＪＲＡオリジナルグッズがもらえる「お子さまランチボック
ス」も販売いたします。
【日 時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 開門～なくなり次第終了
【場 所】2 階ファストフードプラザ横
【内 容】騎手弁

1,200 円

ジョッキーランチ

900 円

馬くのうち弁当

1,500 円

お子さまランチボックス

600 円

【景 品】
ジョッキーサイン入り写真パネル 計 12 名様（各日 1 名様）
ジョッキーサイン入り色紙 計 50 名様程度
ＪＲＡオリジナルグッズ（今治タオルハンカチセット、折りたたみ傘 他） 計 230 名様程度
○小倉競馬場オリジナル芋焼酎『鼓鞍乃夏（こくらのなつ）』販売
九州の有名酒蔵である「白金酒造」が造るオリジナル芋焼酎『鼓鞍乃夏（こくらのなつ）』が今
年で10周年を迎え、ボトルデザインを一新しました。
オリジナルグラスも数量限定で制作しましたので、小倉競馬場のお土産に是非お買い求めく
ださい！
【日時・場所】（Ａ）全開催日（7月29日（土）～9月3日（日）） 開門～ 2階ファストフードプラザ
横、Two days（1階・3階）
（Ｂ）8月6日（日）、20日（日）、9月3日（日） 15:00～ スタンド2階モノレール門付近
【価 格】鼓鞍乃夏 1,500円 （オリジナル紙袋版1,650円）
（オリジナルグラスセット版2,400円）

※瓶製品になりますので、予約券をお渡しし、お帰りの際に商品と交換いたします。
※売切れ次第終了となります。
※オリジナルグラスはターフィーショップでも販売いたします（1 個 1,000 円）。

○食べて応援しよう！東北の畜産
【日時】7 月 29 日（土）、30 日（日） 9：30～
【場所】メインエントランス付近（屋外）
【内容】①福島県産食肉（牛肉、豚肉）の試食 各日 700 食
② 熊本県産牛モモ肉の丸焼き 500 円
③ フランクフルト 200 円
主催：全国食肉事業協同組合連合会 福岡県食肉事業協同組合連合会
○宮崎物産展
【日時】8 月 12 日（土）、13 日（日） 開門～
【場所】メインエントランス付近（屋外）、1 階中央コンコース付近
【商品】
宮崎おやこ焼 300 円、宮﨑のチーズ饅頭 800 円、かるかん 800 円、流しかるかん 530 円、
いこもち 530 円、手作りおやつドーナツ 450 円
甘乳蘇ソフトクリーム 300 円、甘乳蘇 1080 円
チキン南蛮 500 円、からあげ 500 円、ポテト 300 円、やきそば 500 円、カボスサイダー 300
円
○鹿児島県いちき串木野市物産展
【日時】8 月 19 日（土）、20 日（日） 開門～
【場所】１階中央コンコース付近
【商品】
ばふーん饅頭 400 円、丸ボーロ 400 円、かるかん饅頭 100 円、いこ餅 250 円、
ビスケット饅頭 100 円
さつまあげ詰合せ 500 円、とうふ入り 5 枚 500 円、チーズ角天 500 円、まぐろラーメン 1000 円
海童祝の赤(720ml） 1,188 円、海童蒼（720ｍｌ）

972 円、隠し蔵（300ｍｌ） 540 円

○全日開催の満腹グルメフェアー
【日時】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 開門～
【場所・商品】
店舗・場所

内容

チャーミースノーアイス

新感覚スノーアイス・タピオカドリンク

1 階コース側売店
博多いなほ焼き

手に持って食べられる「たこ焼き」「お好み焼き」

1 階 Two days
元祖中津からあげ もり山

からあげグランプリ‼®塩ダレ部門で、前人未到の５年連続

1 階ファストフードプラザ

「最高金賞受賞」。”本当の中津のからあげ”

ばさらか

競馬場限定メニューとして、鶏白湯親子ラーメンを

1 階ファストフードプラザ

1 日限定 20 杯を発売致します。

ミスタードーナツ

ドーナツ各種 110 円～

2 階ファストフードプラザ横
Sweet Boｘ

博多あまおう苺ソフトクリーム 3５０円ほか

3 階 Two days
○競馬場オリジナルペットボトル『駿馬茶』の販売
ゴールドシップ号をパッケージデザインにしたペットボトル緑茶を販売いたします。期間限定と
なりますので、この機会にぜひお試しください！
【販売日】全開催日（7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）） 開門～
【場 所】ファストフードプラザ 2 階横特設ブース、Two days（1 階・3 階）、新聞売店（1 階）
【価 格】500ｍｌペットボトル 150 円
※売切れ次第終了となりますので、ご了承ください。
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴがＯＰＥＮ！
今年の小倉競馬場は、地元で人気の福岡在住タレント「小雪ちゃん」がプロデュースした、女
性のためのエリア UMAJO SPOT が誕生！ ここでしか食べられない限定スイーツの販売や
UMAＪＯ限定イベントなど、アロマが香る空間で女性の皆様をおもてなしいたします。
【日

時】全開催日（7 月 29 日<土>～9 月 3 日<日>

【場

所】4 階 UMAJO SPOT

【営業時間】10：00 ～ 16：30
【利用条件】小倉競馬場に来場された女性のお客様
※男性（未就学児除く）はご入場いただけません。
○スイーツ販売 期間中数量限定で毎日販売
思わず写真を撮りたくなる、冷たくて美味しいスイーツ。
・ひんやりスムージー ４５０円
１枠 白のスムージー（バナナスムージー）
２枠 黒のスムージー（アサイースムージー）
３枠 赤のスムージー（赤の野菜スムージー）

４枠 青のスムージー（ブルースカイスムージー）
・コットンキャンディソーダ ３５０円
５枠 黄のソーダ（レモネードマンゴーソーダ）
６枠 緑のソーダ（グリーンアップルミントソーダ）
７枠 橙のソーダ（オレンジソーダ）
８枠 桃のソーダ（ピーチソーダ）
・小雪ちゃんデザインのかわいい馬イラスト入りフラッグがあしらわれたオリジナル植木鉢スイ
ーツ！
本命ティラミス ４５０円
万馬券ブラウニー ３５０円
大穴抹茶パウンド ３５０円
・スコーン ２００円
プレーンスコーン
アールグレイとホワイトチョコスコーン
カプチーノスコーン
・マフィン ２５０円
プレーンマフィン
ナッツとバナナのマフィン
ブルーベリーマフィン
オレンジマフィン
カプチーノマフィン
・馬型＆蹄鉄クッキー（プレーン＆ココア） １５０円
・ソフトドリンク 各２００円
コーヒー（HOT/ICE）
アップルジュース
オレンジジュース
アイスウーロン茶
ホットティ
〇ドリンクサービス！（無料）
レースの合間に一息つこう！
4 種類のドリンクから選べます。
・オレンジジュース
・アップルジュース
・コーヒー（HOT/ICE）
・アイスウーロン茶

※お一人様 1 杯のみとなります。
※セルフサービスとなります。
○「小雪ちゃん」と行く「初めて競馬を楽しむガイドツアー」！
「小雪ちゃん」と行く UMAJO コンシェルジュ同行の無料ガイドツアー。競馬の基本的な知識に
ついて楽しく学びながら、実際にレースを予想・体験できます。
【イベント日時】8 月 13 日<日> ①11:50～13:00 ②14:00～15:10
【受付場所】4 階 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ
【受付期間】7 月 29 日<土>～8 月 13 日<日> [11:00 まで]
上記期間中、参加ご希望者に抽選番号が書かれた抽選券をお渡しします。
【当選者】各回 15 名様
【当選発表】ガイドツアー開始前 11：00 頃 4 階 UMAJO SPOT
【ツアー内容】
競馬に関する基礎講座
パドック見学
レース観戦
ご参加いただきましたお客様には、UMAJO オリジナルサインペンをプレゼント！
○ＳＮＳに投稿してＵＭＡＪＯグッズＧＥＴのチャンス
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴや小倉競馬場で撮った写真に、「♯s2umajo」をつけて SNS へ投稿すると抽
選でＵＭＡＪＯオリジナルグッズをプレゼント。
【イベント日時】毎週日曜日 10：00～14：30
【受付場所】4 階 UMAJO SPOT
【当選発表】毎週日曜日 15：00 4 階 UMAJO SPOT
【当選者】各日 20 名様
【イベント内容】
① 「♯s2umajo」をつけて小倉競馬場やＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴで撮った写真をＳＮＳに投稿し当日
購入で確定前の勝馬投票券２００円分以上（合算可）と共に提示ください。
② 抽選番号が記載された抽選券をお渡しします。
③ 15：00 頃 4 階 UMAJO SPOT で当選番号を発表。
④ イベント開催期間中に当選番号（抽選券）提示で賞品と引換。
※お一人様 1 日 1 回までの参加とさせていただきます。また、未成年の方のみの参加も不可
とさせていただきます。
１等 センサーアロマセット 各日１名様
２等 うまくら 各日２名様
３等 UMAJO オリジナルグッズ 各日１７名様

○ジョッキーと乗馬体験
ジョッキーがエスコートしてくれる、女性限定の体験乗馬です。まるで気分はお姫様！？
【イベント日時】8 月 26 日<土>

小倉競馬第 12 レース終了後[16：30 頃～]

【イベント場所】乗馬センター
【受付場所】4 階 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ
【受付時間】8 月 26 日<土> 開門～13：00 ※先着 100 名様に抽選券を配布いたします。
【当選発表】14：00（４階 UMAJO SPOT）
【当選者】15 名様
※参加騎手は当日発表いたします。
※雨天時は写真撮影会に変更となります。
○馬とのふれあいツアー
実際の馬（乗馬）をもとに、馬体の説明、えさやり体験、記念撮影ができます。
【イベント日時】毎週土曜日 13：00～13：35 頃
【イベント場所】乗馬センター
【受付時間】毎週土曜日 10：00～１2：30（定員になり次第終了）
【受付場所】4 階 UMAJO SPOT
【定 員】各回先着 15 名様
※定員になり次第受付終了となります。
○ＰＯＬＡのハンドトリートメントでリフレッシュ＆リラックス♪
ＰＯＬＡのエステティシャンによるハンドトリートメントが体験できます。
【日時】7 月 29 日<土>～9 月 3 日<日> 10：00～１6：00
【場所】４階 UMAJO SPOT
【内容】ハンドトリートメントの無料体験
※お一人様 10 分程度の体験となります
〇UMAJO コンシェルジュ
はじめてさんも安心♪
競馬の楽しみ方から馬券の買い方まで、女性コンシェルジュが親切丁寧にお教えします。
お気軽にお声がけ下さい。
〇ハンモックスペース
のんびりリフレッシュ！
今話題のハンモックでひとやすみ！

