平成 29 年１2 月 1 日
ＪＲＡ関西広報室

お知らせ

パークウインズ中京競馬場
有馬 Week Special Event in 中京競馬場について
パークウインズ中京競馬場では、有馬記念（ＧⅠ）週及びホープフルステークス（ＧⅠ）当日に
大人もお子様も一日中楽しめる様々なイベントを開催いたします。
2017 年中央競馬の締めくくりを中京競馬場で楽しみましょう！

有馬記念ウィーク（12/23（祝・土）・24（日））実施イベント
◆すべて観覧無料！クリスマスＦａｎｔａｓｔｉｃ！ライブ supported by @FM
@FM 協賛によるクリスマス音楽ライブを開催。Crystal Kay ほかアーティストによるスペシャ
ルライブで会場を盛り上げます。
【１２月２３日（祝・土）】

◎Crystal Kay
【時 間】16:30～17:10 頃
【場 所】ウイナーズサークル
ヒット曲から最新曲まで、クリスマスにぴったりで贅沢なライブをお楽しみください。
【１２月２４日（日）】

◎ジブリ Jazz junko with S.B.A.B.
【時 間】（1 回目）12:00 頃～ （2 回目）16:35 頃～
【場 所】ウイナーズサークル
ジブリの人気曲をＪａｚｚバージョンでお届けします。
◎ゴスペルクワイヤ Voices of Vision
【時 間】（1 回目）13:30 頃～ （2 回目）14:05 頃～ （3 回目）14:45 頃～
（4 回目）15:10 頃～ （5 回目）16:10 頃～
【場 所】ウイナーズサークル
※時間はレース状況により変更となる場合があります。

◆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。肉料理は全国か
ら選りすぐりのグルメ店が登場！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！
【実施日】12/23（祝・土）・24（日）
【時 間】開門～16：30 頃
【場 所】サイレンススズカ広場

◆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、「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】12/23（祝・土）・24（日）
【時 間】開門～16：30 頃
【場 所】パノラマカー内

◆有馬記念Ｆａｎｔａｓｔｉｃ！抽選会
3 つのコースに応じて厳選した素敵な賞品をご用意！
また、先着 2,000 名様には中京競馬場オリジナルメモ帳をプレゼント！
さらに、抽選に外れた方には、12/28（木）実施の「年末おかわり抽選会」のおかわりコース
参加券をお渡しします！
【実施日】12/24（日）
【時 間】9：20～15:30 頃
【場 所】パドック裏特設ブース
◎ゴールドコース
当日ご購入の 10,000 円分以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレースのみ）のご提示が必
要です。
A 賞 JCB ギフトカード 100,000 円分（5 名様）
B 賞 ゆでずわいがに（10 名様）
C 賞 ローストビーフセット（20 名様）

◎シルバーコース
当日ご購入の 3,000 円分以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレースのみ）のご提示が必
要です。
A 賞 ギフトカタログ（20,000 円相当）（10 名様）
B 賞 荒挽きハンバーグセット（20 名様）
C 賞 ウィスパーズ カベルネ シラーズ（赤ワイン）（50 名様）
◎ブロンズコース
当日ご購入の 1,000 円分以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレースのみ）のご提示が必
要です。
A 賞 近江牛ステーキ肉（10 名様）
B 賞 京都ラーメン魅力屋 3 食組（30 名様）
C 賞 シルキー シャンメリー（60 名様）
※各コースお一人様 1 回のご参加とさせていただきます。

◆ビギナーズセミナー
「馬券の買い方がわからない」「実は競馬新聞の読み方がわからない」そんなあなたに、10
分で覚えられるお手軽競馬教室を開催します。ぜひご参加ください。
【実施日】12/23（祝・土）・24（日）
【時 間】10：00～15：00
【場 所】ペガサススタンド 1 階特設ブース
※未成年の方は参加できませんのでご了承ください。

◆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！
おみくじ馬券ユニット「ちゅあーず」が特製ポチ袋入りのおみくじ馬券を限定販売します。
【日 時】12/23（祝・土）10：30～15：00 頃
【日 時】12/24（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
※発売枚数には限りがございます。予定枚数に達した時点で販売終了となりますのであら
かじめご了承ください。

◆お菓子詰め放題！
この時期にうれしいお菓子を袋に入れられるだけつめ放題！いっぱい持って帰ってくださ
い！
【実施日】12/24（日）
【時 間】9:20～15：30 頃（なくなり次第終了）
【場 所】馬場内遊園地（クリスタルリンク付近）
※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）のご提
示が必要となります。
※お一人様 1 回のご参加とさせていただきます。

ホープフルステークス当日（12/28（木））実施イベント
◆ホープフルステークス（GⅠ）レース検討会＆レース回顧
ホープフルステークス（GⅠ）の予想と回顧に加え、ヤングジョッキーズシリーズの見所を騎
手目線で解説！
【時 間】［検討会］11：50～12:20 頃 [回顧] 16:35 頃～
【場 所】メディアホール
【出演者】細江純子さん（元JRA 騎手）、宮下瞳騎手、木之前葵騎手（ともに愛知県競馬組合
所属）
【司 会】インスタントジョンソン

◆インスタントジョンソンお笑いステージ
【時 間】レース回顧終了後
【場 所】メディアホール

◆年末おかわり抽選会
【時 間】9：20～15:30 頃
【場 所】パドック裏特設ブース
◎おかわりコース
12/24（日）の有馬記念Ｆａｎｔａｓｔｉｃ！抽選会で配布した「おかわり抽選券」をお持ちの方に
限ります。
A 賞 JCB ギフトカード 10,000 円分（10 名様）
B 賞 ワッフルメーカー（20 名様）
C 賞 赤外線体温計（50 名様）
Ｄ賞 2017 年チャンピオンズカップ優勝馬クオカード 500 円分（500 名様）

◎当日コース
当日ご購入の 500 円分以上の勝馬投票券（合算可・確定前のレースのみ）のご提示が必要
です。
A 賞 JCB ギフトカード 10,000 円分（5 名様）
B 賞 フードプロセッサー（100 名様）
C 賞 2017 年チャンピオンズカップ優勝馬ゼッケンメモ（1,000 名様）
※当日コースはお一人様 1 回のご参加とさせていただきます。

期間中（12/23（祝・土）・24（日）・28（木））実施イベント
◆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。
協力/名古屋競馬株式会社

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。

