平成 30 年 4 月 14 日
JRA 報道室
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第１回新潟競馬開催期間中および日本ダービー週のイベントについて

いよいよ 4 月 28 日（土）より 2018 年の新潟競馬が開幕いたします！本年の新潟競馬開催に先駆け、
新潟競馬場では 4 月 21（土）にこども広場がリニューアルオープン。飛んだり跳ねたり、楽しく遊べる
白い山型トランポリン「ふわふわドーム」と、思いっきりカラダを動かせる「大型コンビネーション遊
具」をご家族でお楽しみ下さい。
そして、4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日）の第１回新潟競馬開催中は開幕週からさまざまなイベント
をご用意いたしました！5 月 5 日（土・祝）こどもの日は「ファミリーフリーパスの日」として 15 歳未
満のお子様連れのお客様は入場無料！当日はご家族連れにうれしいイベントが盛りだくさんです。
また、5 月 28 日（日）の日本ダービー（GⅠ）当日にもイベントを多数ご用意し、大いに盛り上げま
す。皆さまのご来場を心よりお待ちしております！
■第 1 回新潟競馬開催日イベント【4 月 28 日(土)～5 月 20 日(日)】
スペシャルゲスト
○GENKING
【日

時】 4 月 29 日（日・祝）

【内

容】 ①レース検討会

【場

所】 ①ウイナーズサークル

①11：25 頃 ②14：10 頃

②トークショー
②芝の広場イベントステージ

○菊地亜美
【日

時】 5 月 5 日（土・祝） ①11：35 頃 ②14：20 頃

【内

容】 ①レース検討会

【場

所】 ①ウイナーズサークル

②トークショー
②芝の広場イベントステージ

○城田優
【日

時】 5 月 6 日（日）①11：25 頃 ②14：10 頃 ③新潟 11 レース終了後

【内

容】 ①レース検討会

【場

所】 ①③ウイナーズサークル ②芝の広場イベントステージ

②トークショー ③表彰式プレゼンター

○メイプル超合金

三拍子

【日

時】 5 月 13 日（日） ①11：20 頃 ②14：10 頃

【内

容】 ①レース検討会

【場

所】 ①ウイナーズサークル

③16：05 頃

②お笑いライブ（三拍子） ③お笑いライブ（メイプル超合金）
②③芝の広場イベントステージ

○アルビフェス
アルビレックスの男子バスケ（アルビレックスBB）、女子バスケ（アルビレックスBBラビッツ）、男子野
球（アルビレックスBC）、スノーボード（チームアルビレックス）の各チームから選手が来場！
チーム対抗リレーなど競馬場でしか見られない姿にご注目ください。
＜レース予想＆トークショー＞
【日

時】 5 月 20 日（日） ①11：20 頃 ②14：10 頃

【内

容】 ①レース検討会

【場

所】 ①ウイナーズサークル

②トークショー
②芝の広場イベントステージ

＜アルビレックススプリングリレー＞
毎年恒例の新潟競馬場千直コースリレー競走！
今年は時期を春に移し、アルビレックス各チームの選手が集結する特別版で行います。
どのアスリートが速いのか！こうご期待！
【日

時】 5月20日（日） 16：30頃

【場

所】 馬場内

＜リレー連携枠色抽選会＞
リレーの結果に応じて JRA オリジナル福袋の当たる抽選会を実施！
【日

時】 5 月 20 日(日) 抽選券配布／9：30～16：00 賞品引換／16：40 頃～17：00

【場

所】 テラスプラザ

【抽選券配布数】

1,200 枚

【参加条件】 当日ご購入された勝馬投票券 100 円以上をご提示下さい
【当選条件】 リレーの１・２着に当たった方
【賞品】 JRA オリジナル福袋
＜チームブース＞
アルビレックスBB、アルビレックスBC、アルビレックスBBラビッツの3 チームがブースを出展！
選手たちとふれあおう！
【時

間】 9：00～17：00

【場

所】 テラスプラザ

グルメイベント
○新潟クラフトビールの陣

～spring～

あの「新潟クラフトビールの陣」が新潟競馬場に登場！
各地から厳選したクラフトビールの数々を飲み比べいただけます。
【日

時】 4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日） 開門～16：30

【場

所】 こども広場付近

※ 20 歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

○ご当地餃子祭り
全国各地のご当地餃子が集結！アツアツでジューシーな地域ならではの味わい！
【日

時】 4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日） 開門～16：30

【場

所】 こども広場付近

【内

容】 栃木／宇都宮餃子
静岡／浜松餃子

宮城／あおば餃子
神奈川／ジャンボ餃子 新潟／とりい餃子

○まぐろ解体ショー＆まぐろ寿司が 1/2 の抽選で当たる！
漁港直送のまぐろの解体ショーを実演! 1/2 の抽選で当選された方にはまぐろの握り2貫プレゼント!
＜まぐろ解体ショー＞
【日

時】 4 月 29 日(日・祝) 10：50～

【場

所】 芝の広場イベントステージ

＜まぐろ寿司２貫が当たる！抽選ルール＞
【時

間】 4月29日(日・祝) 整理券配布／９：30〜
抽選発表・賞品受渡／まぐろ解体ショー終了後〜12：30

【人

数】 抽選券配布／1,000 名様 当選者／500 名様

【場

所】 芝の広場イベントステージ

【参加条件】抽選券ご希望の方は当日ご購入の勝馬投票券100円以上をご提示ください。
○にいがたフード・ブランド「越後姫」ふるまい
【日

時】 ４月２８日(土)

【場

所】 こども広場付近

【人

数】 先着 450 名様

ファミリーイベント
○ＨＵＧっと！プリキュア

ショー&握手会

【日

時】 4 月 28 日（土） ①11：30 頃 ②16：05 頃

【場

所】 芝の広場

※雨天時は①、②の時間に握手会のみ行います
○仮面ライダービルド＆エグゼイド

ショー&握手会

【日

時】 5 月 5 日（土） ①11：30 頃

【場

所】 芝の広場

②16：05 頃

※雨天時は①、②の時間に握手会のみ行います
○キュアホイップとあそぼう！

～ミニクイズ大会～

【日

時】 5 月 12 日（土） ①11：20 頃 ②14：20 頃

【場

所】 芝の広場

※ 撮影ご希望の方はカメラ・スマートフォン等をご持参下さい。
※ 雨天時は撮影ご希望の方のみご参加いただけます。

○仮面ライダーエグゼイドとあそぼう！

～ミニクイズ大会～

【日

時】 5 月 19 日（土） ①11：30 頃 ②14：20 頃

【場

所】 芝の広場

※ 撮影ご希望の方はカメラ・スマートフォン等をご持参下さい。
※ 雨天時は撮影ご希望の方のみご参加いただけます。
○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】 4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日） 開門～15：00 頃

【場

所】 こども広場付近

○ターフィーと遊ぼう！ピッタンコゲーム
ミニゲームでターフィーに挑戦！当たれば賞品をゲット！外れても参加賞がもらえるよ。
【日

時】 4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日）

【場

所】 こども広場付近

【人

数】 各回先着 30 名様

①10:30～ ②14:30～

※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
キッズに大人気のナシテ君ふわふわが登場します。
【日

時】 5 月 20 日（日） 開門～16：30

【場

所】 芝の広場

※身長 120cm 以下のお子様のみご利用いただけます。
抽選会・プレゼント
○キャラクターグッズ抽選会
【日

時】 4 月 28 日（土） 5 月 5 日（土・祝）

【場

所】 芝の広場付近

【人

数】 各日先着 200 名様

9：30～

【参加条件】小学生以下のお子様をお連れの保護者の方がご参加いただけます。
当日ご購入の勝馬投票券500円以上をご提示ください。
○競馬エイト＆週刊Gallop大抽選会
【日

時】 4 月 29 日（日） 開門～

【場

所】 テラスプラザ特設ブース

【人

数】 700 名様

【賞

品】 エイト TM 推奨馬券、エイト＆Gallop オリジナルグッズなど

【参加方法】「競馬エイト」（4 月 29 日付）、「週刊 Gallop」(4／29 号）、
「週刊 Gallop 臨時増刊丸ごと POG」のいずれかをご持参ください。

○ファミリー対象フリーパスの日

来場プレゼント

こどもの日はファミリーご来場で入場無料！キッズにうれしい来場記念プレゼント！
保護者の方へ枠色抽選券でW チャンスも！？
＜来場プレゼント＞
【時

間】 5 月 5 日（土） 開門～

【場

所】 テラスプラザ特設テント

【記念品】
【人

キャラクターグッズ

数】 先着 2,500 名様

【参加条件】 15 歳未満のお子様１人に１個限り
＜W チャンス！枠色抽選会＞
来場プレゼント進呈時にお子様の保護者の方に枠色抽選券をお渡しいたします
【時

間】 5 月 5 日（土） 賞品引換／14：15 頃～

【場

所】 テラスプラザ特設テント

【対象レース】 新潟 9 レース
【賞

品】 キャラクターバスタオル

【当選条件】 対象レースの3着以内の枠色抽選券と当日ご購入の勝馬投票券100 円以上をご提示の方
○サンケイスポーツ大抽選会
【日

時】 5 月 6 日（日） 開門～

【場

所】 テラスプラザ特設ブース

【人

数】 500 名様

【賞

品】 サンケイスポーツオリジナルグッズなど

【参加方法】 「サンケイスポーツ」（5 月 6 日付）をご持参ください。
○オリジナルハンカチタオルプレゼント
新潟大賞典（GⅢ）をデザインした完全限定品！
【日

時】 5 月 6 日（日）9：30～

【場

所】 芝の広場

【商

品】 新潟競馬場オリジナルハンカチタオル

【人

数】 先着 2,000 名様

○新潟春競馬大抽選会
【日

時】 5 月 13 日（日） 9：30～

【場

所】 テラスプラザ

【賞

品】 1 等：床拭きロボット

【人

数】 先着 700 名様

ブラ―バ 2 等以下：JRA オリジナルグッズ

【参加条件】当日ご購入の勝馬投票券2,000円以上をご提示ください。

競馬をもっと楽しむイベント
○バックヤードツアー
普段は入ることができない新潟競馬場の裏側へご案内します。
【日

時】 4 月 28（土）、5 月 5 日（土）、12 日（土）、19 日（土） 新潟 12 レース終了後

【受付場所】 イベントインフォメーション
【受付時間】 開門～13:30 まで
【募集人数】 抽選で 20 名様 ※１組 4 名様まで
【応募方法】 受付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。
○必勝祈願！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！
袋の中から「大吉」が出てきた方には素敵な限定オリジナルグッズをプレゼントします。
【日

時】 5 月 5 日（土）、6 日（日）、19（土）、20（日） 10:30 頃～

【場

所】 こども広場付近

【賞

品】 ＪＲＡオリジナルグッズ

■日本ダービー（GⅠ）イベント【5 月 26 日(土)・27 日(日)】
スペシャルゲスト
○横澤夏子
【日

時】 5 月 27 日（日） ①11：45 頃 ②13：40 頃 ③16：15 頃

【内

容】 ①レース検討会

②お笑いライブ ③トークショー

※③のみおばたのお兄さんとのクロストーク
【場

所】 ①ウイナーズサークル

②芝の広場イベントステージ

③パドック

○BSN ラジオ公開生放送「日本ダービースペシャル」
日本ダービー当日を盛り上げるべく、今年もBSNラジオ中央競馬中継を拡大し、新潟競馬場から公開生放送
を行います。
【日

時】 5 月 27 日（日） 14：00～16：00

【場

所】 テラスプラザ

【ゲスト】

おばたのお兄さん

ファミリーイベント
○快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー
【日

時】 5 月 27 日（日） ①11：40～

【場

所】 芝の広場

ショー&握手会

②15：50～

※雨天時は①、②の時間に握手会のみ行います
○Run！ラン♪ポニーパーク
大人用・こ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】5月26日（土）～5月27日（日）

【場

所】こども広場付近

開門～15：00頃

○ターフィーと遊ぼう！ピッタンコゲーム
ミニゲームでターフィーに挑戦！当たれば賞品をゲット！外れても参加賞がもらえるよ。
【日

時】5月26日（土）～5月27日（日）

【場

所】こども広場付近

【人

数】各回先着 30 名様

①10：30～ ②14：30～

※小学生以下のお子様がご参加いただけます。
抽選会
キャラクターグッズ抽選会
【日

時】 5 月 27 日（日）

【場

所】 芝の広場付近

【人

数】 先着 200 名様

9：30～

【参加条件】小学生以下のお子様をお連れの保護者の方がご参加いただけます。
当日ご購入の勝馬投票券500円以上をご提示ください。

■第 1 回新潟競馬開催中の UMAJO イベント【4 月 28 日（土）～5 月 20 日（日）】
UMAJO SPOT
「UMAJO SPOT」は女性のお客様限定のスペースです。
【日時】開催日全日 開門～16：30（最終入場受付 16：15）
【場所】アイビススタンド 2 階
※入場料無料
※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（混雑が予想される日は 30 分とさせ
ていただきます）。
※男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。
※未成年者のみのご利用もお断りさせていただいております。
※抽選イベントへのご参加は、20 歳以上の女性のお客様お一人様 1 日 1 回限りです。
UMAJO イベント
〇オリジナルスイーツ販売
新潟の人気店のスイーツが登場！
【日時】開催日全日 開門～16：30
【定番スイーツ】うまパン（ナミテテ）、焼きドーナツ（しばうま本舗）
【週替りスイーツ】(1 週目)

フレッシュチーズタルト（パルファン ドゥー）

(2 週目) チョコベリータルト（パルファン ドゥー）
(3 週目) ポップシュー（パティスリー

イスィ）

(4 週目) エクレア（パティスリー イスィ）
【UMAJO スイーツ】新潟限定色ハッピーダーラナホースアイシングクッキー
〇ワンドリンク無料サービス
ケイバの合間のティータイム♪無料ドリンクで、ほっと一息つこう！
【無料ドリンク】ヤスダヨーグルト（各日先着 50 名様）
COLD：アップルジュース、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、緑茶
HOT：コーヒー、カフェオレ、カフェインレスカフェオレ、紅茶オレ、抹茶オレ、ココア
オレ、UMAJO オリジナルブレンドハーブティ（全 5 種）
※お一人様１杯とさせていただいております。
〇SNS 投稿プレゼント
UMAJO SPOT や新潟競馬場で撮影した写真に“#s2umajo”を付けて SNS へ投稿。投稿画面を UMAJO SPOT の
女性コンシェルジュにご提示いただくと、UMAJO ブックマーカーをプレゼント。
【日時】開催日全日 開門～
【参加】各日先着 30 名様
※ご参加はお一人様 1 開催 1 回限りです。
○ウマグッズ販売
ウマモチーフのキュートな雑貨をお土産に！
【日時】開催日全日 開門～

〇枠色カード抽選会
UMAJO SPOT で 200 円分以上のスイーツや雑貨などをお買い物された方に枠色ボールペンをプレゼント！
また対象レースの 1～3 着の枠色とお配りの枠色カードが揃った方にオリジナルグッズをプレゼント！
【実施日】開催日全日
【対象レース】新潟第 9 レース
【配布時間】開門～対象レース発走前
【受付・グッズ交換】UMAJO SPOT
【参加人数】各日先着 160 名様
〇UMAJO 抽選会
当日購入の勝馬投票券 500 円分以上のご提示で、UMAJO グッズを抽選でプレゼント！
【日時】5 月 6 日（日） 9：30～
【参加人数】先着 250 名様
〇グループ来場抽選会
UMAJO SPOT に、競馬場はじめてさんを含むグループ（3 名様以上）でご来場いただいた方に抽選でオリジ
ナルグッズをプレゼント！
当日購入の勝馬投票券 100 円以上をご提示いただいた方のみご参加いただけます。
【日時】開催日全日 9：30～
【参加人数】各日先着 30 名様
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。
【日時】開催日全日 開門～
【内容】(1 週目)

ハンドマッサージ（定員 60 名様）

(2 週目) ビーズアクセサリー作り（定員 40 名様）
(3 週目) ネイルサービス（定員 40 名様）
(4 週目) パーソナルカラー診断（定員 20 名様）
【時間】各日①10：00～12：00 ②13：00～16：00
※各日先着申込制となります。
※お一人様 10～15 分程度となります。
※ビーズアクセサリー作りは、当日購入の勝馬投票券 100 円以上をご提示いただいた方のみご参加いただ
けます。
〇バックヤードツアー
普段見られない場所にご案内！誘導馬とも触れあえます！貴重な体験を是非！
【日時】開催期間毎日曜日

開門～

【時間】〔発表〕 10：50
〔実施〕 10：50 頃～ 30 分程度
※各日レース時間により開始時間が変更になる場合があります。
【参加人数】各日抽選 10 名様

○プチ講座
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。
【日時】開催期間毎土曜日 13：00 頃～ 20 分程度
【受付】UMAJO SPOT 開門～
【参加人数】各日先着 10 名様

＜イメージパース＞

※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。
※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。また、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。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目的以外に
は一切使用いたしません。
※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）

