平成 29 年 7 月 15 日
ＪＲＡ報道室
お知らせ

第 2 回新潟競馬 開催期間中イベントについて

いよいよ 2017 夏の新潟競馬が開幕します【7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）】。開幕週の新潟名物芝 1000ｍ直線
重賞レース「アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）」から最終日の「新潟記念（ＧⅢ）」まで、多くの重賞レースが行われます。
開催期間中はさまざまなイベントをご用意して皆様のご来場をお待ちしております。そして女性にうれしい「ＵＭＡＪ
Ｏ ＳＰＯＴ」も新潟競馬場にオープンします。
これまで多くのスターホースを輩出し、手に汗握る熱戦を繰り広げてきた新潟夏競馬。この夏も皆様とともに、新
たな歴史を綴るため走り続けます。「新潟夏競馬」ぜひお楽しみに！
■第 2 回新潟競馬開催日イベント【7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）】
来場ゲストイベント
○草刈正雄、草刈麻有【イベント初共演！スペシャル父娘トークショー】
日本を代表する名俳優 草刈正雄さんと娘であり女優の麻有さんが来場！
◆レース予想
【日 時】9 月 3 日（日） 新潟 4 レース終了後（11：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】草刈麻有
【司 会】飛田厚史（ＮＳＴアナウンサー）
【解 説】片野昌一（勝馬ＴＭ）
◆新潟記念（ＧⅢ）表彰式プレゼンター
【日 時】9 月 3 日（日） 新潟記念（ＧⅢ）終了後（15：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】草刈正雄、草刈麻有
◆トークショー
【日 時】9 月 3 日（日） 新潟 12 レース終了後（16：45 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】草刈正雄、草刈麻有
【司 会】鈴木秀喜、杉山萌奈（ＮＳＴアナウンサー）

○にいがたＫＥＩＢＡまつり 2017
ゲストにあばれる君、天木じゅんを迎えて新潟夏競馬恒例の「ＫＥＩＢＡまつり」を開催します。
◆トークショー
【日 時】7 月 29 日（土） 新潟 4 レース終了後（11：45 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】あばれる君、天木じゅん
【司 会】近藤丈靖（ＢＳＮアナウンサー）、水島知子（ＢＳＮパーソナリティー）
◆表彰式プレゼンター
【日 時】7 月 29 日（土） 新潟 11 レース終了後（15：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】あばれる君、天木じゅん
◆ＢＳＮテレビ公開収録
新潟夏競馬開催期間の金曜深夜に放送されるＢＳＮテレビ「黒崎くんの言いなりで！」の公開収録を行います。
【日 時】7 月 29 日（土） 新潟 12 レース終了後（16：40 頃）～
【場 所】パドック
【出 演】あばれる君、天木じゅん、ＪＲＡジョッキー
【司 会】近藤丈靖（ＢＳＮアナウンサー）、水島知子（ＢＳＮパーソナリティー）
※出演するＪＲＡジョッキーは未定です。
○メイプル超合金【人気絶頂！爆笑ＬＩＶＥ with エルシャラカーニ】
◆レース予想
【日 時】7 月 30 日（日） 新潟 4 レース終了後（11：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】メイプル超合金、エルシャラカーニ
【司 会】飛田厚史（ＮＳＴアナウンサー）
【解 説】片野昌一（勝馬ＴＭ）
◆アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）表彰式プレゼンター
【日 時】7 月 30 日（日） アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）終了後（15：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】メイプル超合金
◆お笑いライブ
【日 時】7 月 30 日（日） 新潟 12 レース終了後（16：40 頃）～
【場 所】パドック
【出 演】メイプル超合金、エルシャラカーニ
【司 会】飛田厚史（ＮＳＴアナウンサー）
◆メイプル超合金さんサイン入りＪＲＡオリジナルグッズプレゼント！
ご応募いただいた方の中から抽選で 5 名様にメイプル超合金さんサイン入りグッズをプレゼントします。
【受付時間】7 月 30 日（日） 9：30～13：00
【受付場所】イベントインフォメーション
【当選人数】抽選で 5 名様
【当選発表】14：00 にイベントインフォメーションで発表
※当日ご購入いただいた勝馬投票券 500 円分のご提示が必要となります。

○ラブリ【オシャレ女子ＫＥＩＢＡトーク】
◆レース予想
【日 時】8 月 13 日（日） 新潟 4 レース終了後（11：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】ラブリ
【司 会】鈴木秀喜（ＮＳＴアナウンサー）
【解 説】細江純子（ホースコラボレーター）
◆関屋記念（ＧⅢ）表彰式プレゼンター
【日 時】8 月 13 日（日） 関屋記念（ＧⅢ）終了後（15：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】ラブリ
◆トークショー
【日 時】8 月 13 日（日） 新潟 12 レース終了後（16：40 頃）～
【場 所】パドック
【出 演】ラブリ
【司 会】鈴木秀喜（ＮＳＴアナウンサー）
◆ラブリさんサイン入りＪＲＡオリジナルグッズプレゼント！
ご応募いただいた方の中から抽選で 5 名様にラブリさんサイン入りグッズをプレゼントします。
【受付時間】8 月 13 日（日） 9：30～13：00
【受付場所】イベントインフォメーション
【当選人数】抽選で 5 名様
【当選発表】14：00 にイベントインフォメーションで発表
※当日ご購入いただいた勝馬投票券 500 円分のご提示が必要となります。
○アルビレックス新潟選手によるトークショー
◆ＮＳＴ賞表彰式プレゼンター
【日 時】8 月 20 日（日） 新潟 11Ｒ終了後（15：40 頃）
【場 所】ウイナーズサークル
◆トークショー
【日 時】8 月 20 日（日） 新潟 12Ｒ終了後（16：25 頃）～
【場 所】パドック
※出演する選手は未定です。
○ＢＳＮ賞当日 ワンダフルイベント ハマカーン お笑いライブ
◆お笑いライブ
【日 時】8 月 26 日（土） 新潟 4 レース終了後（11：45 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】ハマカーン
【司 会】近藤丈靖（ＢＳＮアナウンサー）
◆ＢＳＮ賞表彰式プレゼンター
【日 時】8 月 26 日（土） ＢＳＮ賞終了後（15：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル

【出 演】ハマカーン

◆ハマカーンさんサイン入りＪＲＡオリジナルグッズプレゼント！
ご応募いただいた方の中から抽選で 5 名様にハマカーンさんサイン入りグッズをプレゼントします。
【受付時間】8 月 26 日（土） 9：30～13：00
【受付場所】イベントインフォメーション
【当選人数】抽選で 5 名様
【当選発表】14：00 にイベントインフォメーションで発表
※当日ご購入いただいた勝馬投票券 500 円分のご提示が必要となります。
エキサイティングサマーイベント
○アイビスサマーダッシュ当日はフリーパスの日！入場無料＆来場記念プレゼント
アイビスサマーダッシュ(GⅢ)当日は入場無料！そして新潟競馬場オリジナルマイクロファイバークロスをプレゼ
ントします。
【日 時】7 月 30 日(日) 開門～
【場 所】入場門付近
【人 数】先着 12,000 名
※お一人様 1 個となります。
○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オリジナルグッズをプレゼントします。
【日 時】8 月 26 日(土)・27 日(日)、9 月 2 日(土)・3 日(日) 10：30 頃～
【場 所】こども広場付近
○日刊スポーツ レース展望会
日刊スポーツ大阪本社の万券娘・辻敦子が新潟競馬場に初登場！ さらに福娘・平本果那も昨年に引き続き登
場します。日刊スポーツ競馬キャラクターの「極ウマくん」も来場し、夏の新潟を盛り上げます。
◆レース展望会
【日 時】8 月 6 日（日）、8 月 27 日（日） 新潟 4 レース終了後（11：50 頃）～
【場 所】ウイナーズサークル
【出 演】8 月 6 日（日）辻敦子（日刊スポーツ記者）、極ウマくん（日刊スポーツ競馬キャラクター）
8 月 27 日（日）平本果那（日刊スポーツ記者）、極ウマくん（日刊スポーツ競馬キャラクター）
◆レース展望会 アンコール篇
【日 時】8 月 6 日（日）、8 月 27 日（日） 新潟 7 レース終了後（13：40 頃）～
【場 所】テラスプラザ
【出 演】8 月 6 日（日）辻敦子（日刊スポーツ記者）、極ウマくん（日刊スポーツ競馬キャラクター）
8 月 27 日（日）平本果那（日刊スポーツ記者）、極ウマくん（日刊スポーツ競馬キャラクター）
○スポニチ 万哲レース予想会
スポニチの看板競馬記者”万哲”こと小田哲也記者がとっておきのレース予想を披露します。
◆レース予想会
【日 時】9 月 3 日（日） 新潟 6 レース終了後（13：00 頃）～
【場 所】テラスプラザ

【出 演】小田哲也（スポーツニッポン記者）

○ＪＲＡファシリティーズ Presents 新潟競馬場オリジナルゼッケン販売
お好きな番号とお名前を入れることができる、世界でたった１枚のオリジナルゼッケンをご来場記念にいかがで
しょうか！
【日 時】9 月 2 日（土）、3 日（日） 開門～
【場 所】テラスプラザ
【品 目】
品名

価格

①第 53 回新潟記念仕様 オリジナルミニゼッケン

1,500 円

②新潟競馬場限定 オリジナルゼッケン（後日お渡しのみ）※送料込み

3,700 円

③第 53 回新潟記念出走馬馬番・馬名入りミニゼッケン

1,000 円

④新潟記念優勝馬勝負服ゼッケンコースター（過去 10 年）
⑤名馬メモリアルミニゼッケン

500 円
1,500 円

○新潟記念ご来場感謝プレゼント
新潟記念当日、日頃の感謝を込めてオリジナル手ぬぐいをプレゼントします。
【日 時】9 月 3 日(日) 9：30～
【場 所】芝の広場付近
【人 数】先着 2,000 名様
※当日ご購入いただいた 500 円以上の勝馬投票券をご提示ください。
※お一人様 1 枚となります。
※なくなり次第終了となります。
○第 4 回アイビスサマーリレー
新潟記念当日のスペシャルイベントとして、1,000m 芝・直線コースを舞台としてリレー大会を行います。
【日 時】9 月 3 日(日) 17：00 頃～
【場 所】ウイナーズサークル
【実 況】飛田厚史（ＮＳＴアナウンサー）
【プレゼンター】草刈正雄、草刈麻有
※8 月 13 日(日)まで参加チーム募集中です。詳細はＪＲＡホームページをご覧ください。
○新潟記念出走馬の「ベストターンドアウト賞」
ベストターンドアウト賞とは「最もよく躾けられ、最も美しく手入れされた出走馬を担当する厩務員」を称え
表彰する制度です。
【実施日】 9 月 3 日(日)
【審査員】 草刈正雄、松山康久（元ＪＲＡ調教師）
【審査結果】当日ターフビジョン等で発表します。
※ベストターンドアウト賞審査のポイントと楽しみ方についてはＪＲＡホームページをご覧ください。

○競馬初心者でも安心！ビギナーズセミナー
馬券の購入方法や競馬新聞の読み方を分かりやすく短時間でレクチャーします。
今夏、パドック～馬券購入～レース観戦まで体験できる「ロングバージョン」を新設。
【日 時】開催日全日 10：00～14：40（最終受付） ロングバージョンは 10：00～12：00（最終受付）
【場 所】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ギフトカードなどの賞品が当たります！
さらに、新潟 2 歳ステークス週は特別企画ＴＶＣＭで登場のレジャーシートが当たります。
【日 時】開催日全日 開門～17：00
【ポイントリーダー設置場所】(1)テラスプラザ
(2)NiLS21 スタンド 1F
(3)NiLS21 スタンド 2F
【賞品引換場所】テラスプラザ特設会場
※詳細は JRA ホームページをご覧ください。
○ターフィーショップ 新潟競馬場限定オリジナルグッズ販売
ターフィーショップに新潟競馬場限定グッズが勢ぞろい！
商品名

価格

販売期間

ハンドタオル

500 円

7 月 29 日（土）～

キャップ

1,500 円

7 月 29 日（土）～

Ｔシャツ

1,600 円

7 月 29 日（土）～

ショルダーバッグ

2,300 円

7 月 29 日（土）～

アイビスサマーダッシュマフラータオル

1,000 円

7 月 29 日（土）～

レパードステークスマフラータオル

1,000 円

8 月 5 日（土）～

関屋記念マフラータオル

1,000 円

8 月 12 日（土）～

新潟記念マフラータオル

1,000 円

8 月 26 日（土）～

※商品によっては、早々に完売する場合がございます。予めご了承ください。
毎週日曜日はうれしい抽選会
○ＪＲＡオリジナルグッズ大放出抽選会
【日 時】8 月 13 日（日） 9：30～
【場 所】テラスプラザ
【人 数】先着 1,000 名様
【賞 品】Ａ賞 スチーム＆プレス 50 名様
Ｂ賞 ターフィー鍋つかみ 150 名様
Ｃ賞 お馬さんスタンドメジャー 200 名様
Ｄ賞 ターフィーお箸ケース 200 名様
Ｅ賞 JRA オリジナル 3 色ボールペン 400 名様
※当日ご購入の勝馬投票券 500 円以上をご提示ください。
※お 1 人様１回限り。

○フリーパス再来場抽選会
7 月 30 日（日）に配布の来場記念品に同封されているアンケートにお答えいただき、かつ当日行われるレースの
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】8 月 27 日（日） 9：30～
【場 所】テラスプラザ
【人 数】先着 1,500 名様
【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
※お 1 人様１回限り。
○競馬エイト＆週刊 Gallop 抽選会
レース写真パネルや Gallop＆エイトオリジナルグッズなどが当たる抽選会を開催します。
【日 時】7 月 30 日（日） 開門～
【場 所】テラスプラザ
【人 数】先着 800 名様
【参加方法】「週刊 Gallop7 月 30 日号」、当日付けの「競馬エイト」、Gallop 臨時増刊「21 世紀名馬『ウオッカ』」の
いずれかをご持参ください。
※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。
○日刊スポーツ抽選会
極うまくんグッズなどが当たる抽選会を開催します。
【日 時】8 月 6 日（日）、27 日（日） 開門～
【場 所】テラスプラザ
【人 数】先着 700 名様
【参加方法】当日付の「日刊スポーツ」をご持参ください。
※賞品が無くなり次第終了となります。
○サンケイスポーツ抽選会
サンスポオリジナルグッズなどが当たる抽選会を開催します。
【日 時】8 月 20 日（日） 開門～
【場 所】テラスプラザ

【人 数】先着 800 名様

【参加方法】当日付の「サンケイスポーツ」をご持参ください。
※賞品が無くなり次第終了となります。
○スポーツニッポン抽選会
スポニチオリジナル競馬写真パネルなどが当たる抽選会を開催します。
【日 時】9 月 3 日（日） 開門～
【場 所】テラスプラザ

【人 数】先着 300 名様

【参加方法】当日付の「スポーツニッポン」をご持参ください。
※賞品が無くなり次第終了となります。

ジョッキーイベント
○ジョッキーと行く！レースコースバスツアー
1,000m 直線スタート地点等を巡るバスツアーを開催します。
【実施日】8 月 5 日(土)・19 日(土)
【受付時間】開門～13：30
【受付場所】イベントインフォメーション
【募集人数】抽選で 16 名様(1 組 4 名様まで)
【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。
【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】検量室前、芝 1,000m 直線スタート地点等
※ツアーは新潟 12 レース終了後に出発し、17：30 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。
○馬主気分を満喫！口取り体験記念撮影会
誘導馬との撮影会を行います。もちろんジョッキーも参加します。優勝馬の馬主気分を味わってみませんか？
【受付時間】8 月 26 日(土)開門～13：30
【受付場所】イベントインフォメーション
【募集人数】抽選で 20 名様(1 組 4 名様まで)
【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。
【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。
【実施内容】新潟 12 レース終了後、パドックにて実施いたします。
撮影は「ご参加者のカメラによる撮影」のみとなります。
また、複数組での一括撮影となる予定です。
○チャリティーゼッケン販売＆握手会
実際のレースで使用したゼッケンのチャリティー販売を行います。購入者はジョッキーとの握手会にご参加いた
だけます。購入したゼッケンに当たり券が入っていれば素敵な賞品をプレゼントします。
【日

時】8 月 12 日(土)、9 月 2 日(土) 新潟 12 レース終了後

【販売場所】テラスプラザ 2 階コンコース
【握手会】パドック ※雨天時はテラスプラザ
【販売数】200 枚
【販売金額】1 枚 1,000 円
※お一人様 1 枚となります。
※ゼッケンはお選びいただけません。

グルメイベント
○新潟クラフトビールの陣 in 新潟競馬場
あの「新潟クラフトビールの陣」が期間限定で新潟競馬場に登場！全国第一号地ビール発祥の地、新潟ならで
はのクラフトビールを飲み比べ！ノンアルコールビールもご用意しております。
【実施日】7 月 29 日（土）～8 月 13 日（日） 土日の 6 日間
【時 間】9：00～16：30
【場 所】こども広場付近
【出展メーカー】エチゴビール / NIIGATA BEER / 胎内高原ビール / 八海山泉ビール / スワンレイクビール
妙高高原ビール
◆オリジナルビアグラスプレゼント
【実施日】7 月 30 日（日）、8 月 6 日（日）、13 日（日）
【抽選カード配布】新潟クラフトビールの陣でご購入いただいた先着 300 名様
【抽選方法】当日の新潟 11 レースを対象に、1 着の枠色とお配りした抽選カードの色が揃ったお客様にプレゼン
トします。8 人に 1 人程度当選します。
※1 着が同着で複数いる場合は、賞品が変更となります。
○新潟日本酒バル
県内有名酒蔵のお酒が集結！日本酒ベースのカクテルやノンアルコールカクテルなどオリジナルカクテルも
ご提供。
【実施日】8 月 19 日（土）～9 月 3 日（日） 土日の 6 日間
【時 間】9：00～16：30
【場 所】こども広場付近
○こども広場フードイベント
【場 所】こども広場付近
店舗名/イベント名
こども広場できたて

実施日

主な販売品目

全日

タレカツドッグ、かき氷 など

なじらてい

7 月 29 日（土）から 8 月 6 日（日）

長岡ポークステーキの焼きそば など

いちむら

8 月 12 日（土）・13 日（日）

牛タン串 など

とりい

8 月 19 日（土）から 8 月 27 日（日）

元祖新潟タレ唐揚げ など

キッチンクルリ

9 月 2 日（土）・3 日（日）

ロティサリーチキン など

キッチンカー

○新潟競馬特別レース名ちなんだ物産展
【場 所】テラスプラザ
実施日

特別競走名

関係市町村／団体

主な販売品目

アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

新潟市

岩室特別

岩室温泉観光協会

8 月 12 日（土）

糸魚川特別

糸魚川市

糸魚川ブラック焼きそば

8 月 13 日（日）

関屋記念（ＧⅢ）

新潟ふるさと村

もち豚串焼き

阿賀野特別

阿賀野市

村上特別

村上市

9 月 2 日（土）

長岡ステークス

長岡市

9 月 3 日（日）

飯豊特別

飯豊町

7 月 30 日（日）

8 月 20 日（土）

イタリアン（焼きそば）
地元食材を使ったかき氷、
岩室温泉手焼きせんべい

安田みそバター焼きそば、
三角油揚げ
村上の鮭製品、
ジャンボ冷やしきつねそば
長岡ポーク串焼き、
長岡地ビール
いも煮、牛串

○期間限定！新潟競馬場グルメ販売
店舗名/イベント名
新潟名物駅弁販売
新潟競馬場限定
日本酒販売
にいがた日本酒まつり

Two days

実施日

実施場所

全日

テラスプラザ

全日※

テラスプラザ

9 月 2 日（土）
3 日（日）
全日

テラスプラザ
ニルススタンド１F、
アイビススタンド１F

主な販売品目
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
新潟競馬場オリジナル日本酒
「直千（ちょくせん）」
朝日山 大吟醸 萬寿盃 など

駿馬茶

※日本酒「直千」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
【場 所】テラスプラザ
店舗名

実施日

主な販売品目

ケーキハウス村恭

7 月 29 日（土）から 8 月 6 日（日）

クレープ

綾子舞本舗 タカハシ

8 月 12 日（土）から 8 月 20 日（日）

雪みるく

塚田牛乳

8 月 26 日（土）から 9 月 3 日（日）

ソフトクリーム

キャラクターショー
○「スーパー戦隊レッドヒーロー」ショー＆握手会
【日 時】8 月 6 日(日) (1)新潟第 4 レース終了後(11：45 頃）～、(2)新潟第 12 レース終了後(16：35 頃)～
【場 所】芝の広場
※雨天時は握手会のみ実施。
○「キラキラ☆プリキュアアラモード」ショー＆握手会
【日 時】8 月 27 日(日) (1)新潟第 4 レース終了後(11：45 頃）～、(2)新潟第 12 レース終了後(16：35 頃)～
【場 所】芝の広場
※雨天時は握手会のみ実施。
ファミリーイベント
○Run！ラン♪ポニーパーク
大人用・子ども用の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】開催日全日 10：00～15：00 頃
【場 所】こども広場付近
○ターフィーとジャンケンゲーム
ターフィーとジャンケンで勝負！ジャンケンに勝てば賞品をゲット！負けても参加賞がもらえるよ。
【日 時】開催日全日 (1)10：30～ (2)13：30～ (3)15：00～
【場 所】芝の広場付近
【人 数】各回先着 30 名様
※小学生以下のお子様がご参加いただけます。
○ＮＳＴナシテ君ふわふわ
【日 時】8 月 20 日(日) 10：00～15：00
【場 所】こども広場付近
※身長 120cm 以下のお子様のみご利用いただけます。
○ＢＳＮスペシャル企画 夏休み親子ラジオ作り教室
10 数個の部品でハンダゴテを使って AM ラジオを組み立てていただきます。
小学校低学年でも作ることができる簡単な工作です。
【日 時】8 月 26 日(土)・27 日(日) (1)9：30～ (2)13：30～
【場 所】テラスプラザ 2F コンコース
【人 数】各回先着 20 名様
※小学生以下のお子様がご参加いただけます。
※当日保護者の方がご購入された勝馬投票券 500 円以上のご提示が必要となります。

■第 2 回新潟競馬開催中の UMAJO イベント【7 月 29 日（土）～9 月 3 日（日）】
UMAJO SPOT
女性だけの特別なスペース「UMAJO SPOT」が、春に続いて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
夏には、夏の遊び方。さあ、UMAJO SPOT へみんな集合！
〇パン・スイーツ販売＆ドリンク無料サービス
新潟の人気店がプロデュース！UMAJO 限定のパン・スイーツが夏も登場！！
【時間】 開門～16：30
【パン・スイーツ販売】新潟競馬場限定パン・スイーツ
ポニーパン、ひづめパン、冷やしドーナツ、アイシングクッキー
※8 月 12 日（土）、13 日（日）はロングストレートエクレアを数量限定販売します。
※8 月 19 日（土）、20 日（日）は新潟発！季節の限定ゼリーを数量限定販売します。
※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）、雪室コーヒー（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。
〇あのショップ、あのメニューが UMAJO SPOT に登場！
ギヴミーチョコレート
【日時】7 月 30 日（日）、8 月 6 日（日） 開門～16：30
※無くなり次第終了となります。
リトルクラウンカフェ
【日時】8 月 27 日（日）、9 月 3 日（日） 開門～16：30
※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 ホワイトミラー」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」をつけて SNS に投稿した画面を UMAJO SPOT スタッフに提示ください。
※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。

女性限定 UMAJO イベント
競馬ビギナーの方にも楽しい充実の 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、お配りした枠色カードの色が一致した方全員に、素敵な JRA
オリジナルグッズをプレゼントします。
【実施日】開催日全日
【対象レース】新潟第７レース
【カード配布時間】開門～13：15 頃 ※無くなり次第終了となります。
【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。
〇夏の UMAJO 抽選会
夏の UMAJO SPOT がますます楽しくなる UMAJO グッズが当たる抽選会を行います。
【実施日】7 月 30 日（日）、9 月 3 日（日）
【抽選券配布時間】9：30～15：00 ※無くなり次第終了となります。
【参加条件】500 円以上の当日勝馬投票券を提示
【抽選会場】UMAJO 抽選会場
【参加人数】各日先着 250 名様
A 賞：アロマセット
B 賞：ターフィー鍋つかみ
C 賞：浮き星
D 賞：フリーカットあぶら取り紙
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】8 月 5 日（土）、6 日（日）、26 日（土）、27 日（日） ハンドマッサージ
8 月 12 日（土）、13 日（日） ネイルサービス
8 月 19 日（土）、20 日（日） パーソナルカラー診断
【時間】各日①10：00～12：00 ②13：00～16：00
※お一人様 10～15 分程度となります。
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 UMAJO マスクケースをプレゼント！
【日時】開催日全日 開門～16：30
【参加条件】初回来場時に、500 円以上の当日勝馬投票券を提示いただいた方
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション

〇バックヤードツアー＆誘導馬撮影会
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】8 月 6 日（日）、13 日（日）、20 日（日）、27 日（日）
【時間】11：15 頃～11：40 頃（新潟 3R 終了後～4R 発走までを予定）
【参加申込】開門～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】11：00 頃 UMAJO SPOT 内インフォメーション
○お馬さんプチ講座
新潟競馬場のこと、馬に関する豆知識をご紹介するプチ講座です。
競馬・馬券からちょっと離れて、でも、競馬に興味がわくような情報をご提供します。
【実施日】7 月 30 日（日）、9 月 3 日（日）
【時間】13：30～13：50
【参加申込】開門～（定員に達し次第終了）
【参加人数】先着 10 名様
【受付】UMAJO SPOT 内インフォメーション
＜イメージ写真＞

※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）

