平成２９年９月２日
ＪＲＡ報道室

お 知 ら せ
第４回中山競馬開催日イベント
10 月 1 日（日）スプリンターズステークス（GⅠ）当日イベント
○藤原竜也さんが表彰式に登場！[協力：JRA-VAN]
JRA-VAN イメージタレントの藤原竜也さんがスプリンターズ S 表彰式に登場します。
【時

間】

スプリンターズ S（ＧⅠ）レース終了後（15 時 55 分頃から）

【場

所】

芝コース内

※藤原竜也さんはスプリンターズ S レース回顧+凱旋門賞直前トークショーにも特別ゲストとしてご出演いただきます。

○スプリンターズ S 検討会・回顧+凱旋門賞直前トークショー
スプリンターズ S（GⅠ）当日は、細江純子さんとキャプテン渡辺さんによる検討会・回顧を行います。検討会は大上賢一郎さん（スポーツ報
知）とともにお送りします。さらに直前に控える凱旋門賞のトークショーは現地リポーターの合田直弘さんとともにお送りします。
【時

間】

（検討会）第４レース終了後

【場

所】

パドック ※雨天時の場合はメディアホールにて開催

【出演者】

（レース回顧）16 時 35 分頃から 17 時 00 分頃

細江純子さん、キャプテン渡辺さん
大上賢一郎さん（スポーツ報知）※スプリンターズ S 検討会のみ
合田直弘さん（凱旋門賞現地レポーター） ※回顧・凱旋門賞直前トークショーのみ

○市川・船橋消防局音楽隊による演奏会
【時

間】

お昼休み

【場

所】

馬場内 ※荒天時は中止

※ウイナーズサークルにおいてスプリンターズ S のファンファーレ演奏も行います。

○中山競馬場限定発売！ スプリンターズ S（GⅠ）限定グッズ
【発 売 日】

9 月 30 日（土）入荷次第（12 時 00 分頃）から 10 月 1 日（日） ※完売次第終了

【場

所】

ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店・ナッキーモール店

【商

品】

マフラータオル

1,000 円

全出走馬名入り馬番Ｔシャツ

2,000 円

全出走馬 馬番ボールペン

500 円

全出走馬 勝負服ストラップ

400 円

全出走馬名入り想い出馬券ホルダー

500 円

※画像は全てイメージです。実際の商品とは異なります。
※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。

9 月 24 日（日）ファンと騎手との集い
～本チャリティイベントにおける販売の売上金は「あしなが育英会」を通じて九州北部豪雨により保護者を亡くした遺児への支援活動に充て
られます。～

○ファンと騎手との集い ジョッキーフェスティバル
ジョッキーが紅組・白組に分かれて対決！３つの勝負に挑み、チーム勝利に向け全力投球。
【日

時】

9 月 24 日（日）16 時 45 分頃から 18 時 00 分（予定）

【場

所】

パドック

【実施内容】

※荒天時はメディアホールにて内容を変更して行います。

１．チャリティオークション
２．スーパー椅子取りゲーム
３．クイズジョッキー
４．古作一丁目マラソン

【出

演】

MC ：小塚歩、天童なこ
ゲスト：内藤大助 ※古作一丁目マラソンのみ
ゲスト解説：森脇健児 ※古作一丁目マラソンのみ

○パドックエキサイティングシート
パドック内の特別席「パドックエキサイティングシート」を抽選で 40 名様（40 席）にチャリティ販売いたします。
【日

時】

9 月 24 日（日） 開門から 13 時 00 分

【場

所】

＜受付・発表＞イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）

【チャリティ金】

＜当選発表＞14 時 00 分

1,000 円
※ チャリティ金は当選された場合にのみお支払いいただきます。
※ 「パドックエキサイティングシート」への、ヒール靴でのご参加はご遠慮ください。

○紅組・白組ヴィクトリー予想
紅組・白組の勝敗を予想して、ジョッキーサイン入り団旗をプレゼント。
【応募受付】

9 月 24 日（日）9 時 20 分から 13 時 00 分

【応募受付】

イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）

【当選発表】

ジョッキーフェスティバル 2017 内で発表

【賞

ジョッキーサイン入り団旗

品】

※当日中山競馬場で購入された確定前の 1,000 円分以上の勝馬投票券（複数枚合算可）をご提示いただき
ます。
※ご応募はお一人様１回限りです。

チャリティイベント
○Sunday Chance 抽選販売会
【時

間】

＜受付＞開門から 13 時 00 分 ＜当選発表＞14 時 00 分

【場

所】

＜受付・発表＞イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）

【参加方法】

応募用紙を受付で記入、当選者はチャリティ金と引き換えに賞品をお渡しします。

【賞

・9 月 10 日（日）

品】

１等：ジョッキーオリジナルタンブラー 20 名様 （2,000 円）
２等：ジョッキーオリジナルフーセンガム 30 名様（500 円）
・9 月 17 日（日）
１等：ジョッキーサイン入り手形 20 名様 （1,000 円）
２等：ジョッキーオリジナルフーセンガム 30 名様（500 円）
・9 月 24 日（日）

１等：ジョッキーポストカード ５枚セット 20 名様 （2,000 円）
２等：ジョッキーオリジナルフーセンガム 30 名様（500 円）
・10 月 1 日（日）
１等：「ファンと騎手とのイベント」ジョッキー着用サイン入り衣装 60 名様 （3,000 円）
２等：ジョッキーオリジナルフーセンガム 30 名様（500 円）
※（ ）はチャリティ金額
※ お一人様 1 枚限りとさせていただきます。

○ジョッキープライベートフォト販売
【日

時】

9 月 10 日（日）、 9 月 17 日（日）、9 月 18 日（祝・月）、9 月 24 日（日）、10 月 1 日（日）
開門からなくなり次第終了

【場

所】

イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）

【チャリティ金】

300 円

【販 売 数】

各日 500 セット（２枚入り）
※お一人様１セットのみとさせていただきます。
※写真はお選びいただけません。

○ジョッキーと行く！Nakayama ジャンプツアー
【日

時】

9 月 17 日（日）
＜受付＞開門から 13 時 00 分 ＜当選発表＞14 時 00 分 ＜集合＞16 時 35 分頃

【場

所】

＜受付・発表＞イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）
＜集合＞ウイナーズサークル横

【チャリティ金】

1,000 円

【人

150 名様

数】

※ チャリティ金は当選された場合にのみお支払いいただきます。
※ ご応募はお一人様１回限りとさせていただきます。

○実使用レースゼッケン販売
【日

時】

10 月 1 日（日） 12 時 00 分頃からなくなり次第終了

【場

所】

センタープラザ

【販売枚数】

1,000 枚 （予定）

【チャリティ金】

1,000 円
※ ゼッケンはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。
※ お一人様 1 枚限りとさせていただきます。

○ジョッキーと記念撮影もできる！チャリティバックヤードツアー
【日

時】

9 月 9 日（土）、 9 月 16 日（土）、9 月 23 日（土）、9 月 30 日（土）
＜受付＞開門から 13 時 00 分 ＜当選発表＞14 時 00 分 ＜集合＞16 時 35 分頃

【場

所】

＜受付・発表＞イベントインフォメーション（スタンド 1F 25 番柱付近）
＜集合＞パドック

【参加方法】

応募用紙を受付で記入、当選者はチャリティ金と引き換えに参加証をお渡しします。

【チャリティ金】

1,000 円

【人

各日 20 名様

数】

※ ご応募はお一人様１回限りとさせていただきます。

※ チャリティ金は当選された場合にのみお支払いいただきます。
※ 参加するジョッキーは当日発表いたします。

凱旋門賞イベント
○がんばれ日本馬！届け！応援メッセージ！
日本代表馬として今年の凱旋門賞に出走予定のサトノダイヤモンド号、サトノノブレス号と関係者の皆様へ応援メッセージを送ろう。
【日

時】

9 月 9 日（土）から 9 月 18 日（祝・月） 開門から 17 時 00 分

【場

所】

ナッキーモール

○『凱旋門賞 挑戦の軌跡』展
これまで凱旋門賞に挑戦した日本馬１８頭の勝負服を展示し、映像とパネルで挑戦の軌跡を振り返るとともに、本年の見どころを映像でご
紹介します。
【日

時】

9 月 23 日（土）から 10 月 1 日（日） 開門から 17 時 00 分

【場

所】

スタンド地下１階ベンジャミンプラザ

○がんばれ日本馬！応援フォトスポット
写真を撮って「＃がんばれ日本馬」で SNS に投稿いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼントします。
【日

時】

9 月 23 日（土）から 10 月 1 日（日） 開門から 17 時 00 分 ※なくなり次第終了

【場

所】

ナッキーモール

開催日イベント
○9 月 9 日～9 月 18 日（祝・月） GⅠリザーブシート
スプリンターズ S（GⅠ）当日スタンド２階・一般席の一部（470 席）を事前予約制の指定席「GⅠリザーブシート」としてオープン！ご利用され
る方を募集します。
詳細は JRA ホームページをご覧ください。

○9 月 17 日（日） ラジオ日本 レース検討会
【時

間】

昼休み

【場

所】

メディアホール
※9 月 17 日（日）・18 日（祝・月）はメディアホールおよびナッキーモール銀だこ前に専門紙を掲出

○9 月 17 日（日）・18 日（祝・月） 敬老の日イベント
＜人力車体験＞
【日 時】
9 月 17 日（日）・9 月 18 日（祝・月） 10 時 00 分頃から 14 時 00 分頃
【場 所】
船橋法典駅～法典門入口
＜メモリアルホース抽選会＞
【日 時】
9 月 18 日（月・祝） 9 時 20 分から 先着 500 名様 ※満 65 歳以上の方限定
【場 所】
スタンド１階イベントインフォメーション（25 番柱付近）
【賞 品】
メモリアルホースポストカードセット 500 名様
【参加方法】
①当日中山競馬場で購入された確定前の 200 円分以上の勝馬投票券（複数枚合算可）と身分証をお持ちい
ただいた方に三角くじを１回引いていただきます。

②あたりが出たら賞品をプレゼントいたします。
※ご参加はお一人様 1 日 1 回限りとさせていただきます。

○9 月 24 日（日） 産経賞オールカマー 抽選会＆レース検討会
＜抽選会＞
当日付の『競馬エイト』もしくは『週刊 Gallop(9/24)』号をご持参の方、先着 700 名にオリジナルグッズなどが当たる抽選会を開催！
【時 間】
開門から ※なくなり次第終了
【場 所】
ナッキーモール
＜オールカマーレース検討会＞
タレントの横山ルリカさんを迎えオールカマーの予想を展開します。
【時 間】
第４レース終了後（11 時 45 分頃）から
【場 所】
パドック
【出演者】
横山ルリカ（タレント）、柴田章利（サンケイスポーツ）、清水久嗣（ニッポン放送）
※出演者は予告なく変更になる場合があります。

○9 月 24 日（日） フリーパスの日は入場無料！
＜中山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＞
【時 間】
開門から 先着 13,000 名
【場 所】
各入場門（正門、中央門、法典門、南門）
※お一人様一つまでとさせていただきます。
＜再来場抽選会＞
【日 時】
10 月 1 日（日） 9 時 20 分から※なくなり次第終了
【場 所】
センタープラザ
【参加方法】
9 月 24 日（日）に配布する「中山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、当日中山競馬場で購入された確定前の 100 円分以上の勝馬投票券をご提示ください。合計 3,000
名様に抽選で HOT HOLIDAYS!オリジナルグッズをプレゼントいたします。
【賞
品】
A 賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルクオカード（2,000 円分） 60 名様
B 賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルトートバッグ 200 名様
C 賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルマフラータオル 370 名様
D 賞：HOT HOLIDAYS!オリジナルビニールポーチ 2,370 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だけない場合は抽選会へご参加いただけませんのでご注意ください。

○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン
３名様以上お乗り合わせで、ＪＲＡ駐車場をご利用いただきますと、駐車場利用料金（通常2,000円）とＪＲＡ競馬場共通入場回数
券（８枚１組1,000円）がセットで2,000円のおトクな割引料金でご利用いただけるキャンペーンを行います。
【日 時】
9 月 30 日（土） 駐車場開場から 15 時 00 分
【利用方法】
１台の車両に３名様以上でお乗り合わせて、15時00分までにＪＲＡ直営駐車場にご入場いただいたお客様に
回数券引換券をお渡しいたします。
15：30までに各入場門の入場券発売所でJRA競馬場共通入場回数券とお引換えください。
※各駐車場料金所にてお客様の人数確認をさせていただきます。その場で３名様以上のご乗車が確認でき
ない場合は、サービス対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※中山競馬場のＪＲＡ直営駐車場は５ヶ所ございます。JRAホームページ内の駐車場のご案内でご確認くださ
い。（民間の駐車場は対象となりませんのでご注意ください。）

○来場ポイントキャンペーン２０１７
詳細はＪＲＡホームページをご覧ください。

○ビギナーズセミナー
【日

時】

全開催日 10 時 00 分から 15 時 00 分

【場

所】

スタンド 1 階 15 番柱付近、ターフィーショップナッキーモール店横
※ビギナーズセミナー受講者に「HOT HOLIDAYS!」クリアファイルをプレゼントいたします（10 月 1 日（日）を除く）。

○中山 UMAJO SPOT
詳細は UMAJO ホームページをご確認ください。

物産展・グルメイベント
○新潟物産展
【日 時】

9 月 9 日（土）・10 日（日）

開門から

【場 所】

正門前広場

【商 品】

笹団子（10 個）1,200 円、栃尾揚げ 600 円 他

○松戸物産展
【日 時】

9 月 16 日（土）

【場 所】

ナッキーモール

開門から

○白井物産展
【日 時】

9 月 18 日（祝・月）

【場 所】

正門前広場

開門から

○食べて応援！東北の畜産【主催・千葉県食肉事業協同組合連合会・全国食肉事業協同組合連合会】
【日 時】

9 月 23 日（土）・24 日（日）

【場 所】

南門前広場

開門から

○青森物産展
【日 時】

9 月 23 日（土）・24 日（日）

開門から

【場 所】

正門前広場

【商 品】

パティシエりんごスティック 160 円、希望の雫 150 円他

○千葉の駅弁屋さんの弁当販売
【日 時】
【場 所】
【商 品】

全開催日 開門から ※商品がなくなり次第終了
スタンド１階 37 番柱付近売店、スタンド３階 37 番柱付近売店
漁り弁当 1,150 円、千葉寿司街道 秋刀魚 750 円他
※各商品は数量限定です。
※販売内容は都合により変更となる場合があります。

○スイーツフェア
■ミスタードーナツ
【日 時】
【場 所】
【商 品】
■花畑牧場
【日 時】
【場 所】
【商 品】
■三河あんき堂
【日 時】
【場 所】
【商 品】

全開催日 開門から
スタンド１階馬場側 32 番柱付近
ポン・デ・リング 100 円、ポン・デ・ストロベリー 120 円他
9 月 9 日（土）から 9 月 18 日（祝・月） 開門から
スタンド１階馬場側 32 番柱付近
十勝カタラーナ 1,080 円、カッサータ（フルーツ） 1,080 円他
9 月 23 日（土）から 10 月 1 日（日） 開門から
スタンド１階馬場側 32 番柱付近
安倍川だんご 400 円、みたらし団子 150 円他

○馬とのふれあいイベント＆馬場内「緑の広場」お子様向けアトラクション
中山競馬場の馬場内「緑の広場」は、実際に馬たちと触れ合えるポニーリンクや、お子様向けの遊具など、ご家族で楽しめる施設が
盛りだくさんです。皆様のご来場をお待ちしています。
※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、勝馬投票券に押印をさせていただきますが、払戻には影響はございません。
※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。
※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の目的以外には一切使用いたしません。

担当：ＪＲＡ中山競馬場お客様事業課
ＴＥＬ ０４７－３３４－２２２２
ＦＡＸ ０４７－３３２－３３２７

