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平成 30年 1月 20日 

JRA報道室 

 

平成 30年第 1回東京競馬開催日イベントのお知らせ 

 

2018年 JRA GⅠ第一弾・フェブラリーステークス開催！ 

今年も東京競馬がいよいよ開幕。寒い冬も熱く盛り上がれるイベントを多数ご用意してお

りますので、東京競馬場で最高に熱い休日をお楽しみください！ 

 

来場ゲスト  

○フェブラリーステークス当日は小島瑠璃子さんが来場！ 

バラエティ番組や情報番組で活躍中の小島瑠璃子さんが来場し、フェブラリーステークス

の表彰式に登場します。 

【時  間】2月 18日（日）15：55頃～ 

【場 所】ゴール前表彰式会場 

【小島瑠璃子さんプロフィール】 

1993年生まれ。第 34回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを受賞して芸能界デ

ビュー。以後多くのバラエティ番組に出演する一方、グラビアモデルなどで活躍し、現在は

ＭＢＳ・ＴＢＳ系列の土曜日朝の情報番組「サタデープラス」のメインキャスターとして活

躍中。 

 

 

 

フェブラリーステークス開催記念イベント  

○流行のアイテムを身にまとえ！「東京競馬場オリジナルスカジャン」抽選会！ 

 今巷で話題のスカジャンを、東京競馬場オリジナルデザインで“本抽選会のために”製作

しました。｢2017 年度ＪＲＡ賞｣最優秀ダートホースであるゴールドドリーム号をデザインし

た限定物になりますので、ここでしか手に入りません。さらに的中された方にはＷチャンス

で春のＧⅠ当日ペア招待席も抽選でプレゼント！ 

【日  時】2月 18日（日） 9：20～ 先着最大 1,600 名様 

     ※出走頭数により、抽選会参加可能人数が変更となる場合があります。 

【場 所】イーストホール 

【詳 細】会場にて当日購入された勝馬投票券 1.000 円分以上（複数枚可）をご提示いた

だいた先着 1,600 名様に「馬番入り抽選カード」をお渡しします。当日のフェ

ブラリーステークス優勝馬の馬番と同じ番号が記載されたカードをお持ちの

100名様が的中となります。 

     ※お一人様につき 1回のご参加とさせていただきます（馬番入り抽選カードはお 

選びいただけません。なお、抽選カード配布後に取消・除外が発生し、該当馬 

がいなくなった場合も不的中となります）。 

       ※賞品の引換えは当日限り、17:00までとなります。 

【賞  品】東京競馬場オリジナルスカジャン 100名様 

     ※サイズはフリーサイズのみとなります。 

★さらに的中者にはＷチャンスとして、ＧⅠペア招待席を抽選でプレゼント！ 

5月 6日（日）【ＮＨＫマイルＣ当日】ペア招待席     2組 4名様 

5月 13日（日）【ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾏｲﾙ当日】ペア招待席        2組 4名様 

5月 20日（日）【オークス当日】ペア招待席          2組 4名様 

5月 27日（日）【日本ダービー当日】ペア招待席      2組 4名様 

6月 3日（日）【安田記念当日】ペア招待席           2組 4名様 

 

 

○フェブラリーステークス レース回顧トークショー 

 最終レース終了後に、小島瑠璃子さんをゲストとしてお招きしてレース回顧を行います。 

【日  時】2月 18日（日）16：40頃～  

【場 所】パドック 

【出  演】小島瑠璃子 司会：竹山まゆみ 長谷川雄啓 

 ※優勝ジョッキーの出演はありませんのでご了承ください。 

 

 

○ディキシーランドジャズ生演奏！ 

 フェブラリーステークス当日はディキシーランドジャズの生演奏を行います！落ち着きの

ある上質な世界観を演出しながらも、誰もが聴いて温かい気持ちになれる音楽で会場を盛り

上げます！ 

【日  時】2月 18日（日） 開門～15：00頃まで適宜 

      ※各回 10分程度の演奏を行います。 

※演奏スケジュールは現地もしくはインフォメーション等でご確認ください。 

【場 所】中央インフォメーション付近 
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○きりたんぽ汁のふるまい 

 厳冬のフェブラリーステークス当日にご来場いただいたお客様に感謝の意を込めて、あっ

たかフードの無料ふるまいを行います。 

【日  時】2月 18日（日） 開門～ ※先着 1,000名様。なくなり次第終了 

【場  所】正門付近特設ブース 

 ※お一人様 1杯限りとさせていただきます。 

 

 

○第 35回フェブラリーステークス東京競馬場限定グッズ販売 

【日  時】2月 17日（土）・18日（日） 開門～ 

【場 所】場内各ターフィーショップ 

【グッズ 】◇マフラータオル                        ： 1,000円  

    ◇ＧⅠ全出走馬ストラップ                ：  400円 

◇ＧⅠ全出走馬ボールペン                  :  500円  

 ◇想い出馬券ホルダー                    ：  500円      

◇馬番Ｔシャツ                          ： 2,000円 

※マフラータオル以外は入荷状況により開門時から販売できない場合がございます。予め

ご了承ください。なお商品は売切れ次第終了となります。 

 

 

○新潟物産展 

新潟の名産をご購入いただける物産展を開催いたします。 

【日  時】2月 17日（土）・18日（日） 開門～ 

【場 所】正門付近特設ブース 

 

 

○「櫻正宗」日本酒の販売 

 大吟醸などの日本酒販売を行います。 

【日  時】 2月 18日（日） 開門～ 

【場 所】 正門付近特設ブース 

【商 品 名】 優駿（大吟醸 720ml・3,300円） 

       さくら NEW DUET（360ml×2本・1,400円） 

       酒粕 （300g・300円） 

※お酒は購入時に引換券をお渡しいたします。お引渡しは 15：00以降となります。 

 ★甘酒のふるまい 

  ご来場いただいたお客様にホットなおもてなし！ 

  【日  時】2月 18日（日） 開門～ ※先着 1,000名様。なくなり次第終了 

  【場  所】正門付近特設ブース 

  【詳  細】甘酒（ノンアルコール）を無料にてご提供いたします。 

   ※お一人様 1杯限りとさせていただきます。 

 

 

○福島県観光ＰＲブース 

 福島県産品の販売や、福島のゆるキャラ「八重たん」による観光ＰＲを行います。 

【日  時】2月18日（日） 開門～17：00頃 

【場  所】正門付近特設ブース 

 

 

 

冬の東京競馬場“満喫”イベント  

○オリジナルグッズ＆春ＧＩペア招待席抽選会  

東京競馬場オリジナルグッズや、春のＧⅠ当日ペア招待席が当たる抽選会を行います！ 

【日  時】1月 28日（日）、2月 4日（日）・11日（日） 

9：20～ 各日先着最大 1,600名様 

     ※出走頭数により、抽選会参加可能人数が変更となる場合があります。 

【場 所】イーストホール 

【詳  細】会場にて当日購入された勝馬投票券 500 円分以上（複数枚可）をご提示いただ

いた各日先着 1,600 名様に「枠色入り抽選カード」をお渡しします。当日の東

京 11レース優勝馬の枠色と同じ枠色が記載されたカードをお持ちの 200名様が

的中となります。 

※お一人様につき、各日 1回ずつのご参加とさせていただきます（枠色入り抽選 

カードはお選びいただけません。なお、抽選カード配布後に取消・除外が発生 

し、枠色該当馬がいなくなった場合も不的中となります）。 

     ※賞品の引換えは当日限り、17:00までとなります。 

【賞  品】1月 28日（日）ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾃﾝﾚｽﾀﾝﾌﾞﾗｰﾍﾟｱｾｯﾄ（ｺﾞｰﾙﾄﾞﾄﾞﾘｰﾑ号ﾃﾞｻﾞｲﾝ） 200名様 

2月 4日（日）ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｰﾄﾞﾎﾟｯﾄ（ｺﾊﾟﾉﾘｯｷｰ号ﾃﾞｻﾞｲﾝ）        200名様 
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      2月 11日（日）おがわじゅりﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞｾｯﾄ 

（2017年東京競馬 GI優勝馬）      200名様 

★さらに的中者にはＷチャンスとして、ＧＩペア招待席を抽選でプレゼント！ 

2月 18日（日）【フェブラリーＳ当日】ペア招待席          5組 10名様 

5月 6日（日）【ＮＨＫマイルＣ当日】ペア招待席           8組 16名様 

5月 13日（日）【ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾏｲﾙ当日】ペア招待席              8組 16名様 

5月 20日（日）【オークス当日】ペア招待席                3組 6名様 

6月 3日（日）【安田記念当日】ペア招待席                3組 6名様 

 ※ペア招待席の当選組数は 3日間の合計本数となります。 

 

 

○２０１８来場ポイントキャンペーン【全開催日】 

 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

ナルグッズや素敵な賞品が当たります！さらに「Today’s チャンス賞」で来場したその日に

もオリジナル賞品が当たるチャンス！  

【日  時】1月 27日（土）～2月 18日（日） 開門～17：00  

      ※上記は 1回東京開催における期間です。本企画は通年での実施となります。 

      ※2 月 10 日（土）は場外発売日（京都・小倉）になるため、来場ポイントキャ

ンペーンは実施いたしません。 

【ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞー設置場所】 

       フジビュースタンド 2階 総合インフォメーション横 

       フジビュースタンド 3階 中央インフォメーション横 

       メモリアルスタンド 2階 インフォメーション横 

       馬場内インフォメーション付近 

【賞品引換会場】フジビュースタンド 2階 26番柱付近（ｲｰｽﾄﾎｰﾙ 2階ﾊﾟﾄﾞｯｸ側） 

【詳 細】 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 4ヶ所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（全場共通ポイント）。 

【獲得ﾎﾟｲﾝﾄ】1 ポイント ※全場 1 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。なお初回タッチはポイント 3倍で 3ポイントゲット！ 

【賞  品】★「5ポイント deラッキー賞」！ 

5 ﾎﾟｲﾝﾄたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！ 

         競馬場観戦席ペア招待  ターフィーショップギフトカード（3,000円分） 

HOT HOLIDAYS!オリジナルグッズ など 

★「Today’sチャンス賞」！ 

ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！ 

オリジナルミニタオル（計 4種の中からおひとつお選びいただけます） 

※当日 16：00までにポイントリーダーにタッチされた方が対象となります。 

※各賞品は数量に限りがあるためお客様のご希望に添えない場合がございます。予めご了承

ください。 

※詳細については来場ﾎﾟｲﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特設ｻｲﾄ（http://jra.jp/special/point_cpn2018/）およ

び現地にてお配りする専用チラシにてご確認ください。 

 

 

○白川次郎さんと行く！スペシャルバックヤードツアー 

元ラジオＮＩＫＫＥＩの名物アナウンサー・白川次郎さんが、競馬場の裏舞台をご案内し

ます。 

【日  時】1月 27日（土）、2月 3日（土）・12日（月）・17日（土） 

      各日 5Ｒもしくは 8Ｒ前後の約 40分間 

【ツアー詳細】検量室前にて、白川次郎さんが直近レースの本馬場入場～後検量までの流れ

を詳しく解説いたします。 

【応募方法】当日 10：30 までにセンターコートにてお申し込みください。抽選で各日 20 名

様をツアーへご案内します。当選者は 11：00頃にセンターコート及びターフビ

ジョンにて発表します。 

※お申し込みは 1名様～4名様まで受付いたします。なお、未成年の方は参加で

きませんのでご了承ください。 

 

 

○レーシングトークライブ＠ＴＯＫＹＯ ＲＡＣＥＣＯＵＲＳＥ 

直近のレース予想に役に立つ情報だけでなく、専門家による予想のＨＯＷ ＴＯも学ぶこと

が出来ます！競馬ビギナーの方もそうでない方も、ぜひお立ち寄りください！  

【日  時】（１）1月 28日（日）  （２）2月 4 日（日） 

 （３）2月 11日（日）  （４）2月 18 日（日） 

① 東京 4レース終了～13：00頃 

② 14：00頃～東京 12レース終了 

【場  所】センターコート 



 4 

【出   演】（１）司会：キャプテン渡辺 谷桃子 

         ゲスト：砂岡春奈 ゲスト専門家：須田鷹雄 

（２）司会：キャプテン渡辺 谷桃子 

         ゲスト：津田麻莉奈 ゲスト専門家：木村拓人 

（３）司会：キャプテン渡辺 谷桃子 

         ゲスト：黒澤ゆりか ゲスト専門家：辻三蔵 

（４）司会：キャプテン渡辺 谷桃子 

         ゲスト：守永真彩 ゲスト専門家：井内利彰 

※出演者は予告なく変更となる場合があります。 

 

 

○週刊 Gallop 臨時増刊「ＪＲＡ重賞年鑑 Gallop 2017」発売記念抽選会 

レース写真パネルや週刊 Gallopのオリジナルグッズ等が当たる抽選会を行います。 

【日  時】1月 28日（日）開門～ 先着 500名様 

【場 所】センターコート 

【詳 細】週刊 Gallop臨時増刊「ＪＲＡ重賞年鑑 Gallop 2017」（1,550円）を持参され

るか、当日会場で購入された先着 500名様が、レース写真パネルや週刊 Gallop

のオリジナルグッズ等が当たる抽選会にご参加いただけます。 

      ※1部につき 1回抽選可。中山競馬場など、他の抽選会場で既に検印を受けた

冊子については、ご持参いただいても抽選会にはご参加いただけませんの

でご注意ください。 

 

 

○東京中日スポーツ主催 予想検討会 

東京中日スポーツ記者陣による東京新聞杯（ＧⅢ）のレース予想検討会と抽選会を開催い

たします！ 

★東京新聞杯予想検討会 

 【日  時】2月 4日（日）11：50頃～ 

 【場 所】ゴール前特設ステージ 

 【出 演】野村英俊、田沼亨、若原隆宏（東京中日スポーツ記者） 

       司会：小泉恵未（フリーアナウンサー） 

※出演者は予告なく変更となる場合があります。 

 

★東京新聞杯開催記念抽選会 

【時 間】2月 4日（日） 開門～ 先着 200名様 

【場 所】センターコート 

【詳 細】2月 4日（日）付の｢東京新聞（110円）｣または「東京中日スポーツ（130円）」

を持参されるか、会場にて購入された方が抽選会にご参加いただけます。 

      ※会場での販売は東京中日スポーツ（130円）のみとなります。 

 

 

○創刊 70周年記念 デイリースポーツ・馬サブロー大検討会＆抽選会【2月 12日（月）】 

当日のメインレース・デイリー杯クイーンカップのレース検討会と、レース写真パネルや

騎手サイングッズ等素敵な賞品が当たる抽選会を行います。 

 ★デイリー杯クイーンカップ大検討会 

 【時 間】11：50頃～ 

 【場 所】ゴール前特設ステージ 

 【出 演】小林正明 記者(デイリースポーツ) 長谷川仁志 記者（馬サブロー） 

              司会：守永真彩（競馬アイドル） 

※出演者は予告なく変更となる場合があります。 

 ★プレゼント抽選会 

【時 間】開門～ 

【抽選会場】センターコート 

【詳  細】会場にて「2 月 12 日（月）付のデイリースポーツ（140 円）もしくは馬サブ

ロー（500円）」を持参された方がご参加いただけます（先着 400くじ)。 

      ※デイリースポーツをお持ちの方は 1 部につき 1 回、馬サブローをお持ちの

方は 2回、抽選会にご参加いただけます。 

※デイリースポーツ・馬サブローは抽選会場でも販売いたします。 

 

 

○週刊 Gallop臨時増刊｢ありがとうキタサンブラック｣発売記念抽選会 

レース写真パネルや週刊 Gallopのオリジナルグッズ等が当たる抽選会を行います。 

【日  時】2月 18日（日） 開門～ 先着 500名様  

【場 所】センターコート 

【詳 細】週刊 Gallop 臨時増刊「ありがとうキタサンブラック」（1,300 円）を持参され

るか、当日会場で購入された先着 500名様が、レース写真パネルや週刊 Gallop
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のオリジナルグッズ等が当たる抽選会にご参加いただけます。 

      ※1部につき 1回抽選可。 

 

 

○実使用レースゼッケン付グッズ限定販売 

実際にレースで使用したゼッケンがセットとなったオリジナルグッズを東京競馬場限定で

販売いたします！ 

【販売日 】（１）1月 27日（土） （２）2月 17日（土） 

【場 所】ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ 

【グッズ 】（１）開門から限定 300セット販売 

2017 TOKYO RACECOURSE GⅠSTREET（後期） 

おがわじゅりデザインオリジナルトートバッグ     ：2,000円 

（２）開門から限定 300セット販売 

        フェブラリーステークスオリジナルキャップ       :2,000円 

 

 

○ＷＩＮ５サポートデスク【全開催日】 

ＷＩＮ５の払戻金は最高６億円！東京競馬場では、インターネット投票等でご好評いただ

いておりますＷＩＮ５の購入をお手伝いさせていただくサポートデスクを開設しております。 

【時  間】 9：30～16：30 

【会  場】 センターコート 

※「即ＰＡＴ」提携銀行の口座を既にお持ちの方は、会場で「即ＰＡＴ」にすぐご加入い

ただけます。その際には当該口座の通帳やインターネットバンキングカード等が必要となり

ます。 

＜i-Seatお試しサービスについて＞（ＷＩＮ５発売日のみ） 

ＷＩＮ５サポートデスクではi-Seatの在席投票端末を設置しており、従来のサービスに加

え「i-Seatお試しサービス」を実施中。 

※i-Seatお試しサービスは、ＷＩＮ５発売日のみ行います。 

（ご利用受付時間）9：30～ＷＩＮ５最初のレースの発走時刻３０分前 

（払戻時間）    ＷＩＮ５確定後～当日16：30 

※ＷＩＮ５以外の式別は、ご購入いただけません。あらかじめご了承ください。 

※ご利用時には、ＩＣカードを貸出しいたします。ＩＣカードは、ＷＩＮ５確定後、的中・ 

不的中に関わらず当日中にサポートデスクまでご返却ください。 

※ＩＣカード貸出しに際し、保証金として500円を徴収させていただきます。保証金は、Ｉ

Ｃカードご返却時にお返しいたします。  

※ＷＩＮ５の勝馬投票券（紙としての投票券）は、発券されません。  

※払戻金等は、ご利用日当日中にご精算いただきます。 

※混雑時には、サービスのご利用を制限させていただく場合がございます。 

 

 

 

ビギナー・女性・ファミリー向けイベント  

○女性のための無料リラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」オープン！ 

2018年も女性専用のリラックススペース「ＵＭＡＪＯ（ウマジョ） ＳＰＯＴ」が東京競馬

場にオープンします。無料でご利用頂ける休憩エリアとなっている他、無料ワンドリンクサ

ービスやここでしか買えないオリジナル馬モチーフのスイーツの販売も。  

「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」には女性コンシェルジュも常駐しているので、「競馬場は初めて」

という方も、お気軽にお立ちよりください。皆様のご来場お待ちしております。 

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【全開催日】 

  【時  間】開門～17：00（最終入場受付 16：30） 

  【場  所】フジビュースタンド5階10番柱付近 

※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでは、ここでしか飲めないＵＭＡＪＯオリジナルブレンドハー

ブティー（全5種）などをお一人様につきドリンク1杯無料でお楽しみいただけるほ

か、オリジナルスイーツやウマグッズも販売しています。 

※女性専用となります（男性のお客様は未就学児のみご利用頂けます）。 

※ご利用は１日各ＳＰＯＴ１回ずつ、60分までとさせて頂きます（混雑日は 30分）。 

★「ウマをもっと好きになるプチ講座」【2月 18日（日）を除く全開催日】 

ウマにまつわる雑学を女性コンシェルジュがはじめてさん向けにご紹介します。ウマ

や競馬に興味が出てきたから勉強してみたい、と感じていらっしゃる方はぜひご参加く

ださい。 

    【時  間】13：00～（20分程度） ※各日先着 10名様 

    【受  付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴにて開門より実施 ※定員になり次第終了 

★ガイドツアー【毎週日曜日】 

   パドックの説明や馬券の買い方、レース観戦までご案内するはじめてさんに安心のツ

アーです。 

【日  時】14：00～（30分程度） ※各日先着 10名様 
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    【受  付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴにて開門より実施 ※定員になり次第終了 

★グループ来場プレゼント【全開催日】 

 “はじめてさん”を含む 3 名様以上のグループでご来場いただいた方に、抽選でＵＭＡ

ＪＯオリジナルグッズをプレゼント！ぜひこの機会に皆様で競馬場に遊びに来てくださ

い。 

    【日  時】9：20～ ※各日先着 30名様。なくなり次第終了 

    【場  所】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 

   ※ご参加いただく方皆様、当日購入された 100円以上の勝馬投票券のご提示が必要で 

す。 

  【賞  品】 Ａ賞：ＵＭＡＪＯ パスケース  

        Ｂ賞：ＵＭＡＪＯ てぬぐい  

        Ｃ賞：ＵＭＡＪＯ マグネット  

  ※20歳以上の女性お一人様につき１回限りの参加とさせて頂きます。 

★ＳＮＳ投稿プレゼント【全開催日】 

  ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴや東京競馬場内で撮影した写真に“♯s2umajo”をつけてＳＮＳ

に投稿し、投稿画面をＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内のコンシェルジュにご提示いただくと、Ｕ

ＭＡＪＯブックマーカーをプレゼントします。。 

   【時  間】開門～ ※各日先着 30名様。なくなり次第終了 

   【場  所】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 

※ご参加はお一人様につき 1開催 1回限りとさせて頂きます。 

※2月 10日（土）は場外発売日（京都・小倉）になるため、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴはオープン

いたしません。 

※1 回東京競馬開催期間中は、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ（フジビュースタンド 5 階 30

番柱付近）はオープンいたしません。 

※各種企画の詳細についてはＵＭＡＪＯサイト 

 （http://umajo.jra.jp/event/201801tokyo/）をご覧ください。 

 

 

○バレンタインワークショップ“オリジナルアイシングクッキー作り” 

 バレンタイン直前の東京競馬開催日に家族連れやお子様に楽しんでいただけるワークショ

ップを開催いたします。バレンタインにぴったりのかわいいオリジナルクッキーを作ろう！ 

 【日  時】2月 11日（日）・12日（月） 

①10：00～ ②11：30～ ③13：30～ ④15：00～ 

     ※各回概ね 40～50分程度の実施になります 

 【場  所】フジビュースタンド 5Ｆ30番柱付近（旧ブラッスリーろんたん跡） 

 【詳  細】実施時間は 1 日計 4 回で、各日全ての回の受付を開門より開始します。各回

先着 20名様で、定員に達した回から受付を終了いたします。 

※参加される皆様お揃いの上、受付をお願いします。また、開始時間の 5分前にはお 

集まりください。 

   ※参加は 3 歳以上小学生以下の方とさせていただきます。また、20 歳以上の保護者が

同伴の上ご参加ください。 

 

 

○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー！【全開催日】 

競馬ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる「ビギナーズセミナー」を開催いたします！20

分でケイバのイロハを学べるお手軽コースに加え、馬券購入から競馬観戦までの流れが学べるロ

ングコースも開設しています！ 

遠慮なくドシドシご参加ください！ 

【日  時】1月27日（土）～2月18日（日） 10：00～15：30   

※フェブラリーステークス当日のみ 9：00～15：30 

【場  所】ローズガーデン付近専用ブース 

※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。 

※2 月 10 日（土）は場外発売日（京都・小倉）になるため、ビギナーズセミナーは実施いたし

ません。 

 

 

○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン  

車で行くなら、バラバラで行くよりも 1台に乗り合わせて行くのがエコでお得！1台の車両

に 3 名様以上のお乗り合わせでＪＲＡ駐車場をご利用いただくと、駐車料金が半額になるキ

ャンペーンを行います。 

【日  程】2月 17日（土） 

【詳  細】1台の車両に 3名様以上お乗り合わせで、ＪＲＡ駐車場をご利用いただくと、駐 

車料金が半額（2,000円⇒1,000円）になります。 

※ご入場時、駐車場料金所でお客様の人数を確認させていただきます。 
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馬とのふれあいイベント 

競馬場だからこそ見ることができる・さわることができる馬とのふれあいイベント。 

お子様とぜひ、お楽しみください。 

○誘導馬のお出迎え【全開催日】 

 ご来場ありがとうございます！感謝を込めて、ペコリ。 

【時 間】開門～  

【場  所】芝コースゴール前付近 

 

○馬の放牧（乗馬センター）【全開催日】 

 さまざまな品種の馬をご覧いただけます。 

【時 間】開門～16：00 

 【場 所】乗馬センター展示パドック 

 

○体験乗馬【全開催日】 

 気分はジョッキー。馬の背中の揺れを体験してください！ 

【時    間】 10：30～12：00 

【詳    細】 先着 180名様（大人も可、２人乗りは不可）。 

【場  所】乗馬センター 

 

○馬車馬の放牧（ローズガーデン）【全開催日】 

 当日の馬車運行に登場する馬車馬を放牧します。 

【時 間】開門～16：00 ※馬車運行の時間を除く 

 【場 所】ローズガーデン ホースリンク 

 

○馬車の運行【全開催日】 

 ゆらゆら揺られて、気分は最高♪気分もよければ馬券も当たる！？ 

【時    間】13：30～14：30 

【詳   細】先着 150名様（大人も可）。 

【場  所】けやき並木（ローズガーデン奥） 

 

○アトラクションホースショー【全開催日】 

 ポニーや大型馬による、ダンスなどの演技をご覧いただけます。 

【時   間】14：30～14：45 

【場   所】乗馬センター 

 

○馬とのふれあい【全開催日】 

馬ってかわいい！あたたかい！！さわって感じてみてね♪ 

【時    間】 （１）10：30～12：00 （２）14：30～15：00 

【場   所】乗馬センター 

 

※「体験乗馬」および「馬車の運行」については、各回の開始時刻の 10 分前から各会場に

て整理券を配布いたします。 

なお、整理券の配布は各回のイベントにつき、お一人様一枚限りとさせていただきます。

お一人で複数枚受け取ることは出来ません。小さなお子様も整理券が必要です。 

また、危険防止等の理由により、係員の判断で参加をお断りする場合がありますので、

あらかじめご了承ください。 

※馬の体調・天候等の理由により内容が変更・中止になる場合がございます。 

※各イベントの出演馬や内容等の詳細については、当日決定いたしますので乗馬センター 

の案内看板等でご確認いただけます。 
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お子様向け遊具・サービス 

競馬だけじゃない！お子様向け遊具(サービス)も充実！      

○ターフィーグリーティング【全開催日】 

ターフィーくんが東京競馬場をお散歩します。見かけたら一緒に遊んでね。 

【場  所】場内各所 

 

○ミニ新幹線運行【全開催日】 

 ほんものそっくりのミニ新幹線で、ぐるり一周。 

 【時 間】10：00～15：00   

【場 所】馬場内ミニ新幹線広場 

 

○フアフアターフィー【全開催日】 

 ターフィーくんのおなかの中はフアフア別世界！ 

 【時 間】9：30～15：00    

 【場 所】馬場内フアフア広場 

※3～12歳までのお子様のみご参加いただけます。 

 

○JRA-DOME【全開催日】 

 ジャングルジムやすべり台など、遊具いっぱいの公園。 

 【時 間】開門～16：30 

 【場 所】馬場内ミニ新幹線広場奥 

 

○フアフアレインボーランド【全開催日】 

 とんだりはねたり、お馬さんにのぼったり。 

 【時 間】10：00～15：00    

 【場 所】「パカパカ」前広場 

※3～12歳までのお子様のみご参加いただけます。 

 

○海賊船ダービー号【全開催日】 

 冒険いっぱいのネット登りやスライダー。海賊船には遊びがいっぱい！ 

 【時 間】開門～16：30 

 【場 所】日吉が丘 

 

○アンパンマンの石像【全開催日】 

 石でできたアンパンマンとゆかいな仲間たち。いろいろなところにいるから、探してね。 

 【時 間】開門～16：30 

 【場 所】場内各所 

  

○ベビー・チャイルドルーム【全開催日】 

 小学校低学年までを対象としたキッズのためのお部屋。おむつ替えや授乳もできます。 

 【時 間】9：00～16：00 

 【場 所】フジビュースタンド 2階ファストフードコート横 

       メモリアルスタンド地下 1階 

       ※東門及び馬場内無料休憩所にも、おむつ替えと授乳をしていただけるスペ

ースがあります。 

 

※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、ご提示の際に勝馬投票券の裏

面に確認印を押印させていただきますが、払戻には影響ございません。また電話・インタ

ーネット投票および i-Seatにてご購入されたものは含みません。 

なお、未成年の方はご参加いただけませんのでご了承ください。 

※各イベント・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、各イベ

ント・キャンペーンの運営目的以外には一切使用いたしません。 

※各種画像はイメージであり、実際と異なる場合があります。 


