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お知らせ 

 

「Dynamic 一瞬の静寂が大歓声に変わる。」第 4回中京競馬開催日イベントについて 

 

 

 

 12/2（土）≫24（日）全期間実施グルメイベント  

◆絶品肉料理とワイン＆チーズ ビストロチューキョーOPEN！ 

期間限定で肉料理とワインが楽しめる“ビストロチューキョー”がオープン！肉料理は牛肉

を中心に全国から選りすぐりのグルメ店が週替わりで登場！世界各国の品種・産地のワイン

を取り扱う「ピーロート・ジャパン（株）」全面協力のもと、赤・白ともに味わい深いワインを豊

富にご用意、またワインに合うチーズも取り揃えました。ぜひ、大きなテントが目印のビストロ

チューキョーで絶品肉料理とワインをお楽しみください！ 

12/2（土）・3（日）は、チャンピオンズカップの特別装飾を施したロンドンバスも登場！車内

にも入れます。 

 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）・23（祝・土）・24（日） 

【時  間】開門～16：30頃 

【場  所】サイレンススズカ広場       

※12/23（祝・土）・24（日）はチキンを中心とした肉料理で開催します。 

 

   

◆本格珈琲＆とっておきスイーツ ぱのらま珈琲OPEN！ 

パノラマカー車内にて人気珈琲店が営業！炭火焙煎士の川上敦久氏プロデュース「ポケッ

トファクトリー」が中京競馬場に初登場！豆挽きからこだわり、パノラマカーをモチーフに考

案した中京競馬場限定のオリジナルブレンドコーヒーがお楽しみいただけます。また、名古

屋におけるサードウェーブコーヒーの筆頭「TRUNK COFFEE」や「アクアイグニス」辻口博

啓氏プロデュースのスイーツやパンが登場！ 

 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）・23（祝・土）・24（日） 

【時  間】開門～16：30頃 

【場  所】パノラマカー内 

※TRUNK COFFEEは初週のみ。 

 

 

 



 12/2（土）≫17（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杯無料サービスやクリスマスにちなんだ厳選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＆スープが楽しめる期間限定

SPOTです♪   

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（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スタンド側入口からのみ入場できます。） 

 

◎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＆スープ 

  名古屋・栄の人気カフェ「CAFE FLOW」プロデュース、UMAJO 限定スイーツとあったか

いスープでケイバトークを楽しもう♪   

  ・ウマッ茶のシフォンケーキ 450円（税込） 

  ・大人気 ウマカロン 250円（税込） 

  ・あったかコーンスープ 300円（税込） 

  ・具だくさんミネストローネ 300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。 

◎クリスマスにちなんだ厳選週替わり人気スイーツ 

  12/2（土）・3（日）・・・ＳｈｕＳｈｕｌｌＢａｒ「キャラチョコキューブ」1個 450円（税込） 

  12/2（土）・3（日）・・・小ざくらや一清「クリスマス和菓子」1個 350円（税込） 

  12/9（土）・10（日）・・・プティ・マルシェ＆ぷちまるカフェ「クリスマスレモン」1 個 250 円

（税込） 

  12/16（土）・17（日）・・・ＣＯＭＭＥ ＰＡＲＩＳ「ヴィジタンディヌ」1袋 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。 

 

◎ＵＭＡＪＯ抽選会（各日抽選 150名様） 

  12/2（土）・10（日）・17（日）はＵＭＡＪＯ抽選会！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 200 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。 

 

◎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♪  

  ※初回来場時にお渡しするお友達紹介カードをご持参の上、お友達同伴でお越しくだ

さい。 



  ※ご新規のお客様同士のご来場の場合は、適用となりません。 

 

◎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！ 

  12/3（日）・・・ネイルアート 

  12/9（土）・・・ビューティーハンドマッサージ 

  ※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。 

 

◎ワークショップ アロマディフューザーづくり（各回抽選 30名様） 

４種類のフレグランスオイルをブレンドして作るオリジナルフレグランスのアロマディフュ

ーザーづくりを体験しよう。 

【実施日】12/17（日） 

【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）ＬＯＶＥ ＨＯＵＳＥ 

◎競馬場の裏側見せます「馬
バ

ックヤードツアー」（各日抽選 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】12/9（土）・17（日） 

 【受 付】UMAJO SPOT内受付カウンター 

 【発 表】UMAJO SPOT入口付近 

 【時 間】16：15頃～16：45頃 

  

◎女性のための「UMAJUKU」（事前申込不要！） 

パドックを見ながら短時間で学べるプチ競馬教室を開催。気軽に参加してね！  

【実施日】12/2（土）・16（土） 

【時 間】随時開催 

※1回 10分程度となります。 

※各回定員制となります。 

 



※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。 

 

 

 チャンピオンズカップ[GⅠ]ウィークイベント  

◆第 4回中京競馬応援サポーター髙田延彦さん来場！ 

チャンピオンズカップ直前！スペシャル予想会＆表彰式プレゼンタ― 

元総合格闘家・タレントとして活躍中の髙田延彦さんを招いて、翌日に迫ったチャンピオン

ズカップをダイナミックに予想していただきます。また、当日のメインレース浜松ステークス

（１１R）の表彰式プレゼンタ―としても登場します。 

 

◎予想会               

【実施日】12/2（土）         

【時 間】11：35頃～          

【場 所】メディアホール       

【司 会】天童なこ      

 

◎表彰式 

【実施日】12/2（土） 

【時 間】15：45～ 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

◎髙田延彦さんサイン入りグッズプレゼント！ 

抽選で 10名様に髙田延彦さんのサイン入りオリジナル Tシャツをプレゼントします。 

【実施日】12/2（土） 

【時 間】[受付]10:00～15:00 [発表]第 11競走終了後 

【場 所】東入場門付近イベントブース 

  ※お一人様につき当日ご購入の 300円分以上の勝馬投票券（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。 

 

 

◆土屋太鳳さん来場！ 

チャンピオンズカップ表彰式プレゼンタ―＆スペシャルトークショー 

2017 年年間プロモーションキャラクターを務める、女優の土屋太鳳さんが、チャンピオンズ

カップの表彰式プレゼンタ―として来場します。最終レース終了後にはパドックでスペシャ



ルトークショーも開催します。 

 

◎表彰式                

【実施日】12/3（日）            

【時 間】15：40頃～          

【場 所】芝コース内表彰式会場    

                        

◎トークショー 

【実施日】12/3（日） 

【時 間】16：30頃～ 

【場 所】パドック 

【司 会】藤井未莉佳 

 

 

◆チャンピオンズカッププレミアム Dynamic抽選会 

チャンピオンズカップ[GⅠ]のロゴ入りアイテムが当たる抽選会！ 

【実施日】12/3（日） 

【時 間】9:20～15:30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【賞 品】A賞 床拭きロボットブラーバ（10名様） 

      B賞 タニタ体組成計（50名様） 

      C賞 ステンレスボトル（300名様） 

      D賞 オリジナルミニタオル（2,000名様） 

  ※お一人様につき当日ご購入の 2,500円分以上の勝馬投票券（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。 

 

 

◆第 1回ジャパンカップダート（現：チャンピオンズカップ）優勝馬 

ウイングアロー号が登場！ 

チャンピオンズカップの前身であるジャパンカップダートの第 1 回優勝馬ウイングアロー号

がお昼休みのパドックに登場します。優勝ジョッキーの岡部幸雄さんも登場し、当時の思い

出を語り尽くします。 

【実施日】12/3（日） 

【時 間】11:20～11:40頃 

【場 所】パドック 

【出 演】岡部幸雄 

【司 会】鈴木淑子 

 

 

◆チャンピオンズカップ[GⅠ]オリジナルゼッケン販売！ 



世界で 1枚だけのオリジナルゼッケンを作製してみませんか？ 

【実施日】12/2（土）・3（日） 

【時 間】開門～ 

【販売内容】チャンピオンズカップ[GⅠ]オリジナルゼッケン・ミニゼッケン 

       ※12/2（土）はミニゼッケンのみ販売 

【価 格】オリジナルゼッケン 1枚 3,000円 

    オリジナルミニゼッケン 1枚 1,500円 

※番号は 1～18 番まで、文字はカタカナ 9 文字までご自由に決めていただけます。（実在

する競走馬の馬名は使用できません。） 

※開門～11:00 までにお申し込みいただいた先着 50 枚（ミニゼッケンは 100 枚）は、当日

15:30～17:00 の間にお渡しいたします。それ以外の方には、翌週以降郵送でのお届け

（有料・全国一律 700円）とさせていただきます。 

※第 18回チャンピオンズカップ[GⅠ]出走馬ミニゼッケンの販売も行います。 

 

◎ウイングアロー号来場記念！ 

ジャパンカップダート、チャンピオンズカップ歴代優勝馬の勝負服ゼッケンコースター、額

入り優勝レイゼッケンコースターも販売します。 

※なくなり次第終了となります。 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

◆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】12/2（土）10：30～15：00頃  

12/3（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。 

 

 

◆LINE＠登録者限定プレゼント！ 

事前に LINE@に登録し、アンケートに回答していただいた方先着 1,000名様に、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「チャンピオンズカップオリジナル辻口まんじゅう」をプレゼント！ 

【実施日】12/2（土）・3（日） 

【時 間】9：20～景品がなくなり次第終了（各日先着 1,000名様） 

【場 所】東入場門付近特設ブース 

【参加条件】お一人様につき当日ご購入の 100 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。 

 



 

◆名古屋友禅グッズ販売 

【実施日】12/2（土）・3（日） 

【時 間】開門～ 

【場 所】西入場門付近特設ブース 

 

 

◆陸上自衛隊第 10音楽隊によるファンファーレ演奏 

◎パレード 

【実施日】12/3（日） 

【時 間】お昼休み 

【場 所】芝コース 

※パレードは雨天中止とさせていただきます。 

◎ファンファーレ生演奏 

【実施日】12/3（日） 

【時 間】チャンピオンズカップ発走時 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

◆チャンピオンズカップ[ＧⅠ]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】12/3（日） 

【審査員】岡部幸雄（元 JRA騎手） 

※ベストターンドアウト賞について、詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

◆がんばれ日本馬！日本馬 vs海外馬 ロンジン香港国際競走記念イベント開催！！ 

日本馬応援フラッグ 

ロンジン香港国際競走に出走する日本馬に向けた応援メッセージを募集します。応援フラ

ッグに書かれたメッセージは香港にお届けします。皆様からの熱い応援メッセージをお待

ちしています！ 

【実施日】12/2（土）・3（日） 

【時 間】開門～ 

【場 所】サイレンススズカ広場特設会場 

 

◆チャンピオンズカップエンジョイシート応募受付 

チャンピオンズカップ[GⅠ]当日のペガサススタンド東側 2 階一般席の一部エリア（約 180

席）を「チャンピオンズカップエンジョイシート」として、事前に応募受付いたします。エンジョ

イシート参加者全員に特典として「チャンピオンズカップオリジナルリストバンド」をプレゼン

ト！ 

◎中京競馬場で応募 



応募用紙に必要事項をご記入の上、応募箱に投函してください。 

【受付時間】開門～閉門 

【応募場所】1階各インフォメーション 

 

◎メールで応募 enjoyseat@chukyokeiba.info 

e-mail に①応募者の名前（ふりがな）・年齢②同行者の名前（ふりがな）・年齢③お住まいの

エリア（市町村まで）を記入の上、上記メールアドレス宛に送信してください。 

 

●受付締切／１１月２６日（日）１７:００（送信分まで有効） 

●１組２名（乳幼児以上も１名とします）までご応募可能です。（お一人様１回限り） 

●応募者多数の場合は抽選となります。当選結果は１１月２７日（月）１０:００ごろ、当選者へ 

のメール連絡をもって発表となります。 

●当選者にお送りするメールに記載の期日までにご連絡いただかなかった場合は当選が

無効となり、他の申込者が繰上げ当選となる場合がございます。 

●enjoyseat@chukyokeiba.info からのメールが受信できるように必ず設定してください。 

●結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。 

 

 中日新聞杯[GⅢ]ウィークイベント  

◆田中圭さん来場！中日新聞杯表彰式プレゼンター＆スペシャルトークショー 

俳優として活躍中の田中圭さんを招いて、スペシャルトークショーを開催します。また中日

新聞杯の表彰式プレゼンタ―としても登場します。 

◎トークショー 

【実施日】12/9（土） 

【時 間】11:40頃～ 

【場 所】メディアホール 

【司 会】サチカナエ 

 

◎表彰式 

【実施日】12/9（土） 

【時 間】15:45頃～ 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

 

◆蛍原徹さん来場！香港国際競走スペシャル観戦 

お笑いタレントとして活躍中の雨上がり決死隊の蛍原徹さんを招いて、香港国際競走のス

ペシャル観戦を開催します。 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】16:45頃～ 

【場 所】メディアホール 

【司 会】サチカナエ 



【出 演】蛍原徹さん・黒柳勝博記者（中日スポーツ）・花岡敦史記者（中日スポーツ） 

※日本馬の出走状況により内容が変更となる場合があります。 

 

 

◆がんばれ日本馬！日本馬 vs海外馬 ロンジン香港国際競走記念イベント開催！！ 

日本馬 vs海外馬勝利予想プレゼント 

◎その場で応募コース 

ロンジン香港国際競走の対象レースで日本馬が何頭優勝するかを予想し、的中した方の

中から抽選でお肉グルメカタログなど豪華賞品をプレゼント！ 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】9:20～15:30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

※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。 

 

◎トークショー観戦コース 

さらに、応募用紙を持って「蛍原徹さん来場！香港国際競走スペシャル観戦」に参加し、発

表されるキーワードを記入して応募すると、オリジナルゼッケンなどが抽選で当たるチャン

スも！ 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】[受付]9:20～ [投票]閉門まで 

【場 所】[受付]パドック裏特設ブース [投票]西入場門、東入場門（投票箱を設置いたしま

す） 

※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。 

 

◎当選者発表・引換え 

【実施日】12/16（土）・17（日） 

【時 間】開門～閉門 

【場 所】パドック裏特設ブース 

※お名前が確認できるものをご持参ください。 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

◆名古屋日刊スポーツ杯 PRイベント 

◎名古屋日刊スポーツ杯トークショー 

元 JRA騎手・佐藤哲三氏＆日刊スポーツ競馬記者による予想会を実施いたします。 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】11:35頃 



【場 所】メディアホール 

【司 会】サチカナエ 

 

◎空くじなし！ミルコ・デムーロ騎手とコラボした特製トートバッグも当たる！お楽しみ抽選

会 

当日（12/10）付の日刊スポーツ新聞・競馬面「極ウマ第1面」をお持ちのお客様先着500名

様を対象に抽選会を開催いたします。 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】開門～賞品なくなり次第終了 ※先着 500名様 

【場 所】西入場門付近特設ブース 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

◆JRAカレンダー抽選会（協力：名古屋競馬株式会社） 

抽選で 2,000名様に 2018年 JRAカレンダー（販売用）などが当たります！ 

【実施日】12/9（土） 

【時 間】9:20～15:30 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【賞 品】A賞 JRAカレンダー（販売用） 1,000名様 

      B賞 フェルト製パスケース 1,000名様 

※お一人様につき当日ご購入の 100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。 

※賞品が無くなり次第終了となります。 

 

 

◆犬山物産展 

わん丸君も来場！ 

【実施日】12/9（土） 

【時 間】開門～ 

【場 所】西入場門付近特設ブース 

 

 

◆JRAオリジナルカレンダープレゼント 

恒例の 2018年 JRAオリジナルカレンダーを先着 12,000名様にプレゼントします。 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】開門～なくなり次第終了 

【場 所】東西入場門 

 

 



 12月 16日（土）・17日（日）のイベント  

◆中京スポ×大スポ presents篠崎愛さん来場！ 

スペシャルトークショー＆表彰式プレゼンタ―（協力：中京スポーツ、大阪スポーツ） 

グラビアアイドルとして活躍中の篠崎愛さんを招いてスペシャルトークショーを開催します。

また三河ステークス（11R）の表彰式プレゼンタ―としても登場します。 

◎トークショー 

【実施日】12/17（日） 

【時 間】11:35頃～ 

【場 所】メディアホール 

【司 会】新宅マキ 

【解 説】松浪大樹（大スポ記者） 

 

◎表彰式 

【実施日】12/17（日） 

【時 間】15:40頃～ 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

◆歳末！Dynamic抽選会 

お客様に 1年間の感謝の意を込めて、素敵な賞品が当たる抽選会を開催いたします。 

【実施日】12/16（土）・17（日） 

【時 間】9:20～15:30頃 

【場 所】パドック裏特設ブース 

【賞 品】A賞 BRUNOコンパクトホットプレート（各日 20名様） 

      B賞 温感頭皮エステふるえとあつ子（各日 40名様） 

      C賞 吸水コースター（各日 100名様） 

※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。 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

◆Special Thanks Day（主催：名新会） 

ペガサススタンドのレストラン・売店で 500 円以上お買上げいただき、各店舗スタッフとじゃ

んけんをして勝つかあいこになった方、各店舗先着 35 名様に「2018 年名新会オリジナル

優駿卓上カレンダー」をプレゼント！  

【実施日】12/16（土） 

【時 間】開門～ 

【場 所】ペガサス食堂・売店全店舗（新聞販売店は除く） 

 

 



◆地方競馬 PRイベント 

【実施日】12/16（土） 

【時 間】開門～ 

【場 所】西入場門付近特設ブース 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

 

 Kids＆Familyイベント（馬場内遊園地イベント）協力：名古屋競馬株式会社  

◆参加無料！クリスタルリンク～氷じゃないスケートリンク～in中京競馬場 

今年も氷を使わないスケートリンクが中京競馬場に登場！転んでも濡れない！冷たくな

い！誰でも簡単に滑れます！キス＆クライ風フォトスポットもあるよ！ 

【実施日】12/2（土）～2018年 1/28（日）[中京競馬開催日及び場外発売日のみ] 

【時 間】開門～16:00（最終受付 15:30） 

【場 所】馬場内遊園地 

※小学生以下のお子様のみとさせていただきます。未就学児以下のお子様は保護者同伴 

でお願いいたします。 

※混雑時は、入場及び体験時間を制限させていただく場合がございます。 

※スケート靴、ヘルメット、プロテクター、手袋は無料でお貸しいたします。 

※雨天時は、安全上の理由から中断もしくは中止させていただく場合がございます。 

※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、イベントに係る業務以外に 

は使用いたしません。 

 

 

◆観覧無料！仮面ライダービルド ショー 

【実施日】12/10（日） 

【時 間】11：30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。 

 

 

◆観覧無料！宇宙戦隊キュウレンジャー ショー 

【実施日】12/17（日） 

【時 間】11：30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。 



 

 

 スペシャルイベント  

◆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】12/2（土）・10（日）・17（日） 

【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 

 

 

◆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】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（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 

 

 

◆馬とのふれあいイベント 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日） 

イベントの詳細は JRAホームページをご覧ください。 

※馬の体調・天候等の都合により内容が変更・中止となる場合がございます。あらかじめご

了承ください。 

 

 

◆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、12/2（土）・10（日）・16（土）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）を実施し

ます。詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）・23（祝・土）・24（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 

 

 

◆ターフィーショップのおすすめグッズ 

ツインハット 2階のターフィーショップでは、様々な競馬グッズを販売いたします。 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日） 

※商品によっては完売する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 



 

 

 2017来場ポイントキャンペーン  

来場ごとにポイントがたまり、一定ポイント獲得で JRA オリジナルグッズや素敵な賞品が当

たります。 

【実施日】12/2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（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 

※「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。 

※詳しくは JRAホームページをご覧ください。 

 

 

 有馬Week Special Event in中京競馬場  

◆すべて観覧無料！クリスマス Fantastic!ライブ 

◎12/23（祝・土） 

【出演者】Crystal Kay 

【場 所】ウイナーズサークル 

 

◎12/24（日） 

【出演者】ジブリ Jazz、ゴスペルクワイヤ 

※詳細は 12月 1日（金）に発表予定です。 

 

 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、お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。 


