平成 30 年 5 月 12 日

★女性向けスペシャルイベント!プロによるヘアアレンジ体験！

JRA 報道室

プロによるヘアアレンジ体験で、華やかで可愛いポニーテールに変身！
さらに、上記期間はローズガーデンがフォトジェニックに！ヘアアレンジしたら写真を撮

平成 30 年第 2 回東京競馬（第 9 日～第 12 日）開催日イベントのお知らせ

ってシェアしちゃおう！
【日

春の東京競馬が最も熱く盛り上がる 2 週間が今年もやってきます。美しく華やかな雰囲気

時】5 月 19 日（土）・20 日（日） 開門～

【受付場所】フジビュースタンド 5 階 30 番柱付近 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ横

に包まれる「オークス」
、そして“競馬の祭典”
「日本ダービー」。オークス当日は、ＪＲＡ年

※先着順で整理券配布。整理券配布がなくなり次第、受付終了。

間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演している土屋太鳳さんが来場！さら

【詳

細】5 月 19 日（土）：先着 120 名様

にダービー当日は、松坂桃李さん、高畑充希さん、柳楽優弥さん、土屋太鳳さんの「ＨＯＴ

5 月 20 日（日）
：先着 300 名様

ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」メンバー4 名が全員集合！表彰式に登場します！

◆ヘアアレンジ体験参加者限定！ＳＮＳ投稿キャンペーン

ビギナーやファミリー、女性のお客様にもお楽しみいただけるようなイベントも沢山ご用

【日

意しております。ローズレッドとファイアレッドが演出する華麗で優美な東京競馬場に皆様

時】5 月 19 日（土） ヘアアレンジを体験されたお客様先着 100 名様
5 月 20 日（日） ヘアアレンジを体験されたお客様先着 250 名様

お誘い合わせの上、ぜひご来場ください！

【受付場所】オークスガーデン特設テント
【詳

細】ヘアアレンジを体験されたお客様限定で、オークスガーデンのフォトスポ
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ットで写真を撮り、
「＃ｕｍａｊｏ」をつけて、ＳＮＳに投稿して頂くと

○200 種類以上の薔薇と多数のﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄが素敵な空間を演出！ｵｰｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ登場！

先着でＵＭＡＪＯオリジナルグッズをプレゼント！ＳＮＳ投稿画面をオ

ファイアレッドとローズレッドの薔薇が麗しの空間を演出！ローズガーデンスペシャル装

ークスガーデン特設テントでご提示ください。

飾「オークスガーデン」で優雅なときを過ごしませんか？素敵なフォトスポットも多数ありま

※賞品引換の際は、ヘアアレンジ体験用の整理券が必要となります。

すので、ぜひ思い出に写真も撮影してください！

※ご参加は女性のお客様お一人様につき、1 回限りの参加とさせて頂きま

★オークスガーデンに“インスタ映え間違いなし！”のフォトスポット登場！
【日

時】5 月 19 日（土）・20 日（日） 開門～

【場

所】正門付近 ローズガーデン（オークスガーデン）

【詳

細】オークスにぴったりなフォトスポットが登場！女神像周辺に敷かれた色鮮

す。
○オークス表彰式に土屋太鳳さんが登場！
ＪＲＡ年間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演中の土屋太鳳さんがオー

やかなレッドカーペットをはじめ、バラのビッグアイコンやかわいいフォ

クスの表彰式に登場。さらに最終レース終了後のレース回顧トークショーにも出演予定です。

トウォール、また薔薇の花を敷詰めてつくったインフィオラータパネルな

【日

時】5 月 20 日（日） 15：55 頃～

ど、“インスタ映え“間違いなしです。

【場

所】ゴール前表彰式会場

★世界のワイン大集合！ワインフェス＠オークスガーデン
【日

時】5 月 19 日（土）～27 日（日） 9：30～16：30

【場

所】ローズガーデン（オークスガーデン）

【詳

細】約 20 種類のワインを 1 杯 500 円でお楽しみいただけます。さらにワインに

○オークス優勝ジョッキーと土屋太鳳さんのトークも！オークスレース回顧トークショー
最終レース終了後に、オークス優勝ジョッキーと土屋太鳳さんを招いてレース回顧トーク
ショーを行います。

ぴったりのピザのキッチンカーも登場します！

【日

時】5 月 20 日（日） 16：40 頃～

※5 月 19 日（土）
・20 日（日）は、ワインのふるまいも予定しています。

【場

所】パドック

【出

演】オークス優勝ジョッキー 土屋太鳳 ＴＩＭ 津田麻莉奈
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※優勝ジョッキーは、当日の都合により出演できない場合もありますので、予め
ご了承ください。

※予定数量に達した時点で、引換券の販売は終了します。
【特

徴】まろやかで上品な味わいのホワイトホースウイスキーに、フルーツのフレ
ッシュ感とバラの香りを加えて華やかに仕上げました。

○ 海上自衛隊東京音楽隊によるファンファーレ生演奏
オークスのファンファーレは、海上自衛隊東京音楽隊による生演奏を行います。
【日

★ｵｰｸｽｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙ・日本ﾀﾞｰﾋﾞｰｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙを 2 週連続購入でﾒﾓﾘｱﾙｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！
【詳

細】ｵｰｸｽｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙをお買い求めの際にお渡しする「ﾒﾓﾘｱﾙｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾁｹｯﾄ」を日本

時】5 月 20 日（日）

ﾀﾞｰﾋﾞｰｵﾘｼﾞﾅﾙｶｸﾃﾙ購入時にご提示いただくと 2 つのカップを並べて飾れる

11：40 頃～ お昼の演奏会（芝コース内）
15：40 頃

「2018 ﾒﾓﾘｱﾙｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ」をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

オークス生ファンファーレ（ウイナーズサークル）

【海上自衛隊東京音楽隊プロフィール】
海上自衛隊東京音楽隊は、「隊員の士気高揚のための演奏」、「儀式、式典における演奏」、
「広報演奏」を任務とし、海上自衛隊を代表する防衛大臣直轄の音楽隊として日本全国で演奏

○ＵＭＡＪＯ限定！オークスドキドキ抽選会！
オークス（ＧⅠ）当日に、女性限定の抽選会を実施します。オークス当日は女性同士でレー
スやイベントを思いっきり楽しんでみませんか。

を行っております。また、海上自衛隊が毎年実施している遠洋練習航海に隊員を派出し、世界

【日

時】5 月 20 日（日） 9：20～15：00 ※先着 2,000 名様

各地の港を中心に音楽を通じての国際親善に貢献しています。

【抽選会場】正門付近特設ブース

本年、世界の優秀な軍楽隊コンサートバンドに贈られるもっとも名誉ある賞「ジョージ・ハワード

【詳

細】当日購入された『オークス（ＧⅠ）
』の勝馬投票券 100 円分以上を会場にてご
提示頂いた女性のお客様先着 2,000 名様に、
「奇数」もしくは「偶数」と記載

大佐顕彰」スーザ賞を受賞しました。

されたカードをお渡しします。オークス確定後、オークス優勝馬の馬番がお持
○オークス出走馬の「ベストターンドアウト賞」！

ちの「奇数」もしくは「偶数」と一致した 1,000 名様が的中となります。的中

“もっとも美しく手入れされた馬を担当する厩務員”の努力を称え表彰する「ベストターンド

者には、もれなく「サンハーブ バスギフト〈ピュアローズ〉」をプレゼント。

アウト賞」
（Best Turned Out Award）の審査を、オークスのパドックで行います。

※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

【審査基準】
『馬がよく躾けられ、美しく手入れされ、かつ人馬の一体感を感じさせる引き馬

※賞品の引換えは当日限り、17:00 までとなります。

（リード）が行われているか。
』
【審査委員】松山康久氏（元ＪＲＡ調教師）鈴木淑子氏
※審査結果は当日、ターフビジョン等にて発表します。
○オークスオリジナルカクテル販売！
オークスをイメージしたローズレッドのオリジナルカクテルが登場！歴代オークス優勝馬
名が入ったオリジナルデザインのカップ付き販売です。

○オークス当日は記念入場券を発売
オークス当日は、場内の各入場門において「記念入場券」を発売いたします。
【日

時】5 月 20 日（日） 開門～

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

【発売枚数】男性用 40,000 枚（1 枚 200 円）
女性用 24,000 枚（1 枚 100 円）

【日

時】5 月 20 日（日） 開門～先着 1,000 杯限定

※東京競馬場のみでの限定発売となるため、売り切れ次第終了となります。

【場

所】馬場内東側特設エリア

※当日は一般入場券・JRA 競馬場共通入場回数券でもご入場いただけます。

【詳

細】第 79 回オークスオリジナルカップ付 1,200 円

※記念入場券を購入された女性の方のみ、入場料が 100 円（通常 200 円）となります。

※開門から先着順でカクテル引換券を販売します。引換券は、当日の 10:00～
16:00 までの間のお好きな時間にカクテルとお引換頂けます。なお 16:00 以降
は、引換できませんのでご注意ください。
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※小学生のお子様が対象となり、応募多数の場合は抽選となります。その他詳細について

○日本ダービー表彰式にＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの４名が登場！

は応募用紙にてご確認ください。

ＪＲＡ年間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演している松坂桃李さん、
高畑充希さん、柳楽優弥さん、土屋太鳳さんが日本ダービーの表彰式に登場。

○ダービージョッキーも登場！日本ダービーレース回顧トークショー

【日

時】5 月 27 日（日） 15：55 頃～

最終レース終了後に、日本ダービー優勝ジョッキーを招いてレース回顧を行います。

【場

所】ゴール前表彰式会場

【日

時】5 月 27 日（日） 17：15 頃～

【場

所】パドック

【出

演】日本ダービー優勝ジョッキー

○さだまさしさんによる国歌独唱
シンガーソングライターのさだまさしさんが日本ダービーの発走前に国歌独唱を行います。
【日

時】5 月 27 日（日） 15：30 頃

【場

所】ウイナーズサークル

ＴＩＭ 津田麻莉奈
※優勝ジョッキーは、当日の都合により出演できない場合もありますので、予め
ご了承ください。

【さだまさしさんプロフィール】
シンガーソングライター・小説家。1952（昭和 27）年長崎県生れ。1973 年フォークデュオ
「グレープ」としてデビューし、
「精霊流し」
「無縁坂」などのヒット曲を生み出す。1976 年

○「日本ダービー出走馬 勝負服デザインフラッグ（騎手直筆サイン入り）
」抽選会
「日本ダービー出走馬勝負服デザインフラッグ（騎手直筆サイン入り）
」をプレゼントする

にソロとなった後も、
「雨やどり」
「親父の一番長い日」
「道化師のソネット」
「北の国から」な

スペシャル抽選会を行います！

ど多くの大ヒットを生む。また、コンサートの数はソロ活動開始以降で 4100 回を超える。2001

【日

時】5 月 27 日（日） 9：20～13：00

（平成 13）年『精霊流し』で小説家としての活動を開始する。他の著作に『本気で言いたい

【場

所】正門付近特設ブース

ことがある』
『解夏』
『眉山』
『アントキノイノチ』
『かすてぃら 僕と親父の一番長い日』
『風

【詳

細】当日購入された『日本ダービー』の勝馬投票券 1,000 円分以上（複数枚可）をご

に立つライオン』
『ラストレター』などがの書き下し小説は、ほとんどがドラマや映画化され

提示いただきます（お一人様 1 回限り）
。

る。ファンからは“まっさん”の愛称で親しまれ、幅広い世代に愛され続ける国民的なアーテ

※ご希望の勝負服デザインフラッグをお一つお選びいただいたうえで、ご応募

ィストである。

いただけます。
※15：00 頃に当選者を抽選会場及びターフビジョンにて発表いたします。

○最高の名誉に向けて！第 85 回日本ダービー騎乗ジョッキー紹介

※その他詳細は応募用紙にてご確認ください。

日本ダービーに騎乗するジョッキーたちが、当日のお昼休みウイナーズサークルに集合し
ます！大舞台へ挑むジョッキーへ、皆様の熱い声援をお送りください！
【日

時】5 月 27 日（日） 12：05 頃～

【場

所】ウイナーズサークル

【司

会】杉本清

★花束贈呈キッズプレゼンター募集！
会場において日本ダービー騎乗ジョッキーに花束を贈呈するキッズプレゼンターを募
集します。ご希望の方は 5 月 20 日（日）
【オークス当日】10：00～16:00 の間に、お子様
同伴のうえセンターコートまでお越しください。

○陸上自衛隊中央音楽隊によるファンファーレ生演奏
日本ダービーのファンファーレは、陸上自衛隊中央音楽隊による生演奏を行います。
【日

時】5 月 27 日（日）
11：50 頃～ お昼の演奏会（芝コース内）
15：40 頃

日本ダービーファンファーレ生演奏（ウイナーズサークル）

【陸上自衛隊中央音楽隊プロフィール】
防衛大臣直轄の音楽隊として、国賓・公賓に対する歓迎行事での演奏や国家的行事に数
多く参加するとともに、定期演奏会、ＣＤ録音をはじめ、全国各地へのコンサートツアー
や、海外での軍楽祭参加など多彩な演奏活動を行っています。2008 年「日本管打吹奏楽ア
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カデミー賞」
、2009 年アメリカのスーザ財団より「ジョージ・ハワード大佐顕彰優秀軍楽隊

※賞品の引換えは当日限り、17:30 までとなります。

賞」
、2013 年「日本レコード・アカデミー賞吹奏楽部門」をそれぞれ受賞しています。

※Ｗチャンスにご参加いただくには当日購入された勝馬投票券 1,000 円分以上
（複数枚可）をご提示いただきます。

○第 85 回日本ダービーオリジナルスーベニアカップ

プレゼント！

東京競馬場内の売店・レストラン等でドリンク（200円以上の商品）をご購入いただいた
合計7万名様にダービーウィーク限定オリジナルスーベニアカップをプレゼント！
【日

時】5月26日（土） 開門～先着合計20,000個
5月27日（日） 開門～先着合計50,000個
※200円以上のドリンク1杯につき、お一つずつプレゼントさせていただきま

森野帆布とは？
森野帆布は、日本の高い技術によって生み出された純日本製の最強の帆布です。
生地は森野帆布独自の帆布であるビニロンという合成繊維で、現在も海上自衛隊の船舶
やテント、戦闘服などに採用されており、
「高強度・低伸度・耐寒性・防水性の高さ」と
いう特性をもっています。

す。
※店舗によりプレゼント終了時刻が異なる場合がありますので、在庫状況につ
いては各店舗にて商品購入前にご確認ください。
※自動販売機及びセブンイレブンの販売商品、正門前付近で販売する日本酒や
ボトルワイン等のお持ち帰り品は対象外となります。
○日本ダービー当日はスクラッチくじ付き記念入場券を発売！
日本ダービー当日は、場内の各入場門において「スクラッチくじ付き記念入場券」を発売い

○「日本ダービー仕様オリジナルゼッケン」販売！
日本ダービーで使用されるゼッケンは唯一金刺繍入りの特別版。それにお好みの文字を入
れた世界で 1 枚だけのオリジナルゼッケンは、プレゼントにも最適です！
【日

時】 5 月 27 日（日） 開門～

【場

所】 正門付近特設ブース

【詳

細】 第 85 回日本ダービー仕様のゼッケン【白地（金刺繍入り）
・黒文字】の両側に
お好きな番号・文字を入れたオリジナルゼッケン（3,000 円）＆ミニゼッケン

たします。
【日

時】5 月 27 日（日） 開門～

（1,500 円）を、ダービー当日のみ限定販売いたします。

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

※番号は 1～18 まで、文字はカタカナ 2～9 文字までご自由にお選びいただけま
す（実在する競走馬の馬名はお選びいただけません）。

【発売枚数】100,000 枚（1 枚 200 円）

※両ゼッケンとも開門～11：00 までにお申込みいただいた各先着 100 名様につ

※東京競馬場のみでの限定発売となるため、売切れ次第終了となります。
※記念入場券の指定は出来ませんので、予めご了承ください。

いては、当日 15：30～17:30 の間に商品をお渡しいたします。それ以外の方

※当日は一般入場券・JRA 競馬場共通入場回数券でもご入場いただけます。

については、後日郵送（一律 700 円元払い）によるお渡しとなります。
※その他、会場では第 85 回日本ダービー出走馬番・馬名入りミニゼッケン（各

★日本ダービー記念入場券抽選会！

1,000 円：計 800 枚）や、過去 15 年歴代ダービー馬の「勝負服ゼッケンコー

当日各入場門にて発売する日本ダービー記念入場券（1 枚 200 円、合計 100,000 枚販売）
はスクラッチくじ付き。削って当たりが出たら素敵な賞品をもれなく差し上げます。また

スター（各 500 円：計 1,000 枚）
」
、
「額入りオリジナル優勝レイゼッケンコー

Ｗチャンスでさらに豪華な賞品を抽選でＧＥＴ！

スター（各 1,900 円：計 700 個）」を数量限定で販売いたします。

【日

時】5 月 27 日（日） 9：20～

【場

所】正門付近特設ブース

【賞

品】日本ﾀﾞｰﾋﾞｰﾒﾓﾘｱﾙﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｾｯﾄ（5 種×6 袋入） 1,000 名様

◆さらに的中者にはＷチャンスとして、下記豪華賞品を抽選でプレゼント！
日本ダービーオリジナルサコッシュ（森野帆布ミニショルダー） 100 名様

○日本ダービーオリジナルカクテル販売！
日本ダービーをイメージしたファイアレッドのオリジナルカクテルが登場！歴代日本ダー
ビー優勝馬名が入ったオリジナルデザインのカップ付き販売です。
【日

時】5 月 27 日（日） 開門～先着 3,000 杯限定

【場

所】馬場内東側特設エリア
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【詳

細】第 85 回日本ダービーオリジナルカップ付 1,500 円

【詳

細】5 月 26 日（土）付のスポニチ(140 円)を持参されるか、会場にて購入された方

※開門から先着順でカクテル引換券を販売します。引換券は、当日の 10:00～

が抽選会にご参加いただけます。

16:00 までの間のお好きな時間にカクテルとお引換頂けます。なお 16:00 以降

※賞品は「日本ダービーレプリカゼッケン」や「スポニチオリジナルグッズ」

は、引換できませんのでご注意ください。

などをご用意しています！

※予定数量に達した時点で、引換券の販売は終了します。
【特

徴】クランベリーのほのかな香りとウォッカのキリッと引き締まった味わいに、ホ
ワイトホースウイスキーの花や蜂蜜を想わせるフレッシュな香りをプラスし
ました。

○「ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ﾓﾙﾂ

（
‘18 日本ダービー記念缶）
」発売！

大好評の「ザ・プレミアム・モルツ ‘18 日本ダービー記念缶」を日本ダービー当日にも

○サンケイスポーツ東京発刊 55 周年企画「サンスポダービー前夜祭 2018」
サンケイスポーツ・競馬エイト・週刊 Gallop・ニッポン放送が主催するダービー前夜祭を
今年も開催します！
【日

時】5 月 26 日（土） 16：40 頃～

【場

所】パドック

【出

演】横山ルリカ

発売します！

柴田章利（サンケイスポーツ） 片桐靖弘（競馬エイト） 和田稔夫（週刊ギャロッ

【日

時】 5 月 27 日（日） 開門～17：00

プ） 清水久嗣（ニッポン放送アナウンサー）

【場

所】 正門付近特設ブース

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

【詳

細】 ｻﾞ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ﾓﾙﾂ‘18 日本ダービー記念缶 350ml×6 本セット：1,500 円
※購入時に引換券をお渡しいたします。商品（常温）のお引渡しは 15：00 以降
となります。

○第 85 回日本ダービーオフィシャルグッズ販売
【日

時】 全開催日 開門～

※数量限定発売のため、品切れとなり次第、発売を終了します。

【場

所】 場内各ターフィーショップ

※同ブースにて「駿馬茶」（150 円）や、東京競馬場限定特別純米酒「優駿」＆

【グッズ】

吟醸「優駿」2 本セット（300ml×2 本・1,500 円）も販売いたします。
○2018 スポニチダービー祭り
スポニチ予想陣が日本ダービー前日大予想会を開催！個性派記者の鋭い分析で勝利を狙い

◇ネクタイ

： 3,000 円

◇キャップ

： 2,500 円

◇ジャンボバスタオル

： 2,500 円

◇ピンバッジ

：

400 円

その他多数のダービーグッズを取り揃えております。

ます。
★日本ダービー前日大予想会

○ダービーデーは「馬連」がおトク！

【日

時】5 月 26 日（土） 11：50 頃～

【場

所】ゴール前特設ステージ

に売上げの 5％相当額を上乗せして払戻しいたします。

【出

演】小田哲也 鳥谷越明 梅崎晴光（スポニチ記者）

※詳しくはこちら（http://www.jra.go.jp/keiba/derby_day-umaren/2018.html）をご覧く

司会：岡村真純

日本ダービー当日の全場の全レース（計 24 レース）の「馬連」を対象に、通常の払戻金

ださい。

※出演者は予告なく変更となる場合があります。
★スポニチ大抽選会
【日

時】5 月 26 日（土） 開門～ ※無くなり次第終了

【場

所】正門付近特設ブース
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春のスペシャルイベント!
○まだまだ続く東京競馬場メガグルメフェスティバル！【5 月 19 日（土）～】
開幕週から実施しているメガグルメフェスティバルは引き続き開催中！また、ビアフェス
（Ｒ）や、東京競馬場限定のオリジナルクラフトビールもご用意しています！
【日

時】 5 月 19 日（土）～6 月 3 日（日） 9：30～17：00

【場

所】 馬場内東側特設エリア

【フードコンテンツ】
★どんぶりフェス！ 【5 月 19 日（土）～20 日（日）】
全国の美味しいどんぶりが東京競馬場に大集合！

【ビアフェス（R）】
クラフトビアアソシエーション（日本地ビール協会）が主催する日本最大級のビアイベ
ントです。当イベントは商標権利者の使用承諾を受けています（BeerFes（R）は登録商標
です）
。
※出店内容は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
○オークス当日は、可愛すぎるサックス奏者が「ユッコ・ミラー」生演奏！
オークスにぴったりなサックス奏者が、会場を盛り上げます。
【日

【販売品目】アメリカンステーキライス、讃岐牛たべまい丼、ホタテ丼、壺付けハラミステ

※各回 10 分程度の演奏を行います。

ーキ丼、とろとろ牛すじ黒カレー、海鮮かき揚げ丼、ミルフィーユカツ丼、
“志
布志発”かごしま黒豚三昧、新潟たれカツ丼

時】5 月 20 日（日） 開門～14：00 頃まで適宜
※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】馬場内東側特設エリア

★グルメキングダム in 東京競馬場！ 【5 月 26 日（土）～6 月 3 日（日）】
ＳＮＳ時代を代表するグルメユニット「食べあるキング」がプロデュースする『グルメキ

○日本ダービー当日は、ビートルズのトリビュートバンド「ＴＨＥ ＨＩＴＭＥＮ」生演奏！

ングダム』が東京競馬場で開催！食の各ジャンルに精通した『食べあるきの達人』たちが厳

今大注目の外国人ポップスバンド「ＴＨＥ ＨＩＴＭＥＮ」が、誰もが知っているビートル

選する、行列の絶えない人気店や通常イベント出店をおこなっていない有名店が一堂に会

ズの名曲を生演奏いたします。

します。東京競馬場ではさらに進化し、超名店の「ホルモン千葉」がイベント初出店するな

【日

時】5 月 27 日（日） 開門～14：00 頃まで適宜

ど、今までの野外グルメイベントの常識を覆すラインナップが集結します！

※各回 10 分程度の演奏を行います。

【出店店舗】ホルモン千葉/秘伝の黒ダレホルモン、肉山/肉山牛カツカレー、西麻布けんし

※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。

ろう/熟成サーロインの必殺！けんしろう焼、beef by KOH/THE スキヤキ丼、

【場

所】馬場内東側特設エリア

ハヌリ/チーズましましチーズタッカルビ、郭 政良 味仙/台湾ミンチ丼

【出 演 者】ＴＨＥ ＨＩＴＭＥＮ

【ビールコンテンツ】
★東京競馬場オリジナルクラフトビール販売！【5 月 19 日（土）～6 月 3 日（日）】
【商品名】東京グリーンエール（420ml） ※1 杯 600 円で販売いたします。

○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

★クラフトビールの祭典！ビアフェス（Ｒ）【5 月 26 日（土）～6 月 3 日（日）】

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

【クラフトビール出店業者】

もオリジナル賞品が当たるチャンス！

神楽坂ラ・カシェット、ブリマーブルーイング、富士桜高原麦酒、ＴＹハーバーブルワリ
ー、サンクトガーレン
※クラフトビール（地ビール）については約 20 銘柄を 1 杯 600 円で販売いたします。

【日

時】5 月 19 日（土）～6 月 24 日（日） 開門～17：00
※本企画は通年での実施となります。

【ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞー設置場所】

※お試しセット（4 種 1,400 円）も 1 日 400 セットで販売予定です。

フジビュースタンド 2 階 総合インフォメーション付近

※神楽坂ラ・カシェットはノンアルコールビール（1 杯 300 円）の販売もございます。

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
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【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

日本ダービー当日の「Today’s チャンス賞」は特別版！ポイントリーダーにタッチして、

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

その場で「当たり」が出た 27,000 名様に、日本ダービーＴＶＣＭで登場しているダービー

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）
。

リボンをプレゼント！みんなでダービーリボンを身につけてダービーを盛り上げよう！

【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

★【日本ダービー当日 特別企画】日本ﾀﾞｰﾋﾞｰＴＶＣＭで登場！ﾀﾞｰﾋﾞｰﾘﾎﾞﾝが当たる！

品】★「5 ポイント de ラッキー賞」！

【日

時】5 月 27 日（日） 開門～

【引換場所】ウオッカ馬像付近特設ブース
※当日 16：00 までにポイントリーダーにタッチされた方が抽選対象となります。

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！

※当選者が 27,000 名に達した時点で抽選は終了となります。

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）

※ダービーリボンの引換えは、当日限り 17：30 までとさせていただきます。

HOT HOLIDAYS!オリジナルグッズ など

※ダービーリボンの色をお選びいただくことは出来ません（全 8 色）
。

★「Today’s チャンス賞」！

※5 月 27 日（日）の「Today’s チャンス賞」は、ダービーリボンのみとなり、オリジナ

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！

ルミニタオル・クーポンのプレゼントはありません。

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）または
東京競馬場の飲食店舗限定で使用頂けるクーポン（200 円）をご用意しており
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

※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。

ください。
※ポイントの加算（ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞｰへのﾀｯﾁ）は、お一人様各日 1 回限りとさせていただきます。

★【オークス当日

特別企画】オークスロゼットが当たる！

オークス当日の「Today’s チャンス賞」は特別版！ポイントリーダーにタッチして、そ

※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。

の場で「当たり」が出た 3,500 名様に、オークスロゼットをプレゼント！いつもより少しお
しゃれにオークスを楽しみましょう！
【日

時】5 月 20 日（日） 開門～

【引換場所】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）

○ＪＲＡ競馬博物館イベント
4 月 21 日（土）にリニューアルオープンしたばかりのＪＲＡ競馬博物館。参加型のイベン
トをたくさんご用意しております。

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

【場

※当選者が 3,500 名に達した時点で抽選は終了となります。

【主なイベント】

※オークスロゼットの引換えは、当日限り 17：00 までとさせていただきます。
※5 月 20 日（日）の「Today’s チャンス賞」は、オークスオリジナルロゼットのみとな
り、オリジナルミニタオル・クーポンのプレゼントはありません。

所】JRA 競馬博物館 ※東京競馬場内東門付近

★「天野喜孝展

天馬」スタンプラリー【5月19日（土）～6月24日（日）】

現代アーティスト 天野喜孝氏の個展「天野喜孝展

天馬」をＪＲＡ競馬博物館2階で実

施いたします。4月21日から6月24日まで同展を実施している「馬の博物館（横浜市中区）」
と「ＪＲＡ競馬博物館」の双方で専用のカードにスタンプを押印した方に先着でオリジナル
ポストカードをプレゼントします。
※オリジナルポストカードの引換えは、
「ＪＲＡ競馬博物館1階エントランス」もしくは「馬
の博物館1階エントランス」で実施しております。
※スタンプカードがなくなり次第、終了致します。
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★Gate J.ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ【5月26日（土）】

※当選された方は 16：30 までにパドック大型ビジョン付近にお集まりください。

乗馬センターを含む指定の3箇所でスタンプを押印し、ＪＲＡ競馬博物館1階エントラン

※5 月 26 日（土）は、他のイベントが行なわれるためパドック内にはお入りいただけません。

スで提示すると、先着で素敵な賞品をプレゼント致します。
【時

間】10：00～ 先着200名様

○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー！【全開催日】

★Gate J.在来馬保護チャリティースタンプラリー【5 月 19 日（土）・20 日（日）】
当日、東京競馬場ローズガーデンにおいて開催される「日本在来馬保護チャリティーイ

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

ベント」において、募金された方を対象に配布する専用用紙を JRA 競馬博物館 1 階エント

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！

ランスでご提示いただいくと、先着で素敵な賞品をプレゼントします。

【日

【時

間】10：00～

各日先着 400 名様

時】5 月 19 日（土）～6 月 24 日（日） 10：00～15：30
※東京ＧⅠ開催日のみ 9：00～15：30

【受付場所】正門前ローズガーデン付近専用ブース
※詳細は競馬博物館ホームページ（http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/keiba/）にてご確認く

※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。

ださい。

※ビギナーズセミナー受講者には、「HOT HOLIDAYS!」クリアファイルをプレゼントいたしま
す。（5 月 27 日（日）除く）

○ＨＯＴ

ＨＯＬＩＤＡＹＳ！ＰＡＲＫ！～すべては、この熱き日のために。～

2018 年のＪＲＡ ＣＭ「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」の展示コーナーが今年もオープン！
2015 年に生を受けたサラブレッドたちの最もアツい舞台“日本ダービー”と“オークス”を

★ビギナーズサポートカウンター開設
【日

時】5 月 19 日（土）～6 月 24 日（日） 9：30～15：30

【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付近

テーマに、今年のレースの見どころや有力馬を紹介します！

フジビュースタンド 3 階中央インフォメーション付近

【日

時】 5 月 19 日（土）～5 月 27 日（日）

フジビュースタンド 1 階イーストホール（5 月 27 日（日）のみ）

【会

場】 フジビュースタンド 1 階 イーストホール

開門～17：00 頃

○おみくじ馬券で運試し！「クイックピック」ワゴン販売
“競馬の魅力”満喫イベント
○東京競馬場のコースについて学べる！スペシャルバックヤードツアー 【毎週土曜日】
通常は入ることのできない競馬場の舞台裏・バックヤードの世界へご案内。パドックを実際
に歩いてみたり、テレビでおなじみのインタビューボード前で記念撮影ができます。さらに今

コンピューターに馬番号・組番号の選択をお任せする「おみくじ馬券（クイックピック）」
のワゴン販売を行います。競馬初心者の方でもお気軽にお楽しみいただけて、さらに、当たり
が出ればプレゼントも！ 運試しにいかがでしょうか！？
【日

回は、ＪＲＡの馬場担当者が東京競馬場のコースについて解説するプログラムを新たに追加。

5月 20日（日）10：30頃～15：00頃

是非いろんなことを見て、聞いて、体験してみませんか？
【日

（２）5月 26日（土）10：30頃～16：00頃

時】5 月 19 日（土）
・26 日（土）

5月 27日（日）10：30頃～15：00頃

16：40 頃～17：30 頃
【 コ ー ス 】パドック → 検量室前 → 地下馬道 →ウイナーズサークル
【詳

細】当日 13：00 までにセンターコートにてお申し込みください。抽選で各日約 20 名
様をバックヤードへご案内します。なお、14：00 頃に当選者をセンターコート
及びターフビジョンにて発表します。

時】 （１）5月 19日（土）10：30頃～16：00頃

※各日とも売切れ次第終了となります。
【場

所】馬場内東側特設エリア
※雨天時は場所を変更する場合があります。

【発売内容】（１）オークスの500円分の馬連（100円×5点）または三連複（100円×5点）の
勝馬投票券を「おみくじ馬券ポチ袋」に入れて発売いたします。

※お申し込みは 1 名様～4 名様まで受付いたします（中学生以下は人数に含まれません）
。
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（２）日本ダービーの500円分の馬連（100円×5点）または三連複（100円×5点）
の勝馬投票券を「おみくじ馬券ポチ袋」に入れて発売いたします。
【賞

品】（１）ターフィー拡大鏡付ミラー

○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！

（２）第84回日本ダービー馬レイデオロ号オリジナルパスケース

【販 売 日】（１）5 月 19 日（土） （２）5 月 26 日（土）
【場

○レース予想のヒントに！レーシングトークライブ＠TOKYO RACECOURSE【東京 GⅠ開催日】

所】ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ

【 グ ッ ズ 】（１）オークスオリジナルクッション（開門から限定 250 セット）：2,000 円

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

（２）ダービーオリジナルバスタオル（開門から限定 300 セット）：2,000 円

来ます！競馬ビギナーもの方もそうでない方も、ぜひお立ち寄りください！
【日

時】
（１）5 月 20 日（日）※オークス当日

○Gallop「丸ごと POG2018～2019」即売抽選会

（２）5 月 27 日（日）※日本ダービー当日

週刊 Gallop 臨時増刊「丸ごと POG2018～2019」を持参の先着 500 名様がご参加いただける、

① 東京競馬第 4 レース終了後～東京競馬第 5 レース終了

Gallop オリジナルグッズ等が当たる即売抽選会を開催いたします！

② 14：00 頃～東京 12 レース終了後

【日

時】5 月 20 日（日） 開門～ 先着 500 名様

【場

所】正門付近特設ブース

【場

所】 センターコート

【出

演】
（１）ＴＩＭ 木村拓人 津田麻莉奈 守永真彩

※「丸ごと POG2018～2019」(定価 1,650 円)は、当日抽選会場でも販売いたします。

（２）ＴＩＭ 井内利彰 津田麻莉奈 竹内紫麻

※1 部につき 1 回ご参加いただけます。

※出演者はセミナー途中に一定時間離席することがありますのでご了承

※他のイベント等で既に検印を受けた本では参加できません。

ください。

※週刊 Gallop マスコットキャラクター「ジーにぃ・ジスター」も登場します。

※出演者は予告なく変更となる場合があります。
○ＷＩＮ５サポートデスク【全開催日】
○ＧⅠ限定オリジナルグッズ販売

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

【販 売 日】 5 月 19 日（土）・20 日（日）：オークスオリジナルグッズ

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

5 月 26 日（土）・27 日（日）：日本ダービーオリジナルグッズ
【場

す。

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

【時

間】 9：30～16：30

【会

場】 センターコート

◇ＧⅠ全出走馬ストラップ

：

400 円

※「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

◇ＧⅠ全出走馬ボールペン

:

500 円

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

◇想い出馬券ホルダー

：

500 円

ます。

◇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。
※「日本ダービー全出走馬ストラップ」および「日本ダービー全出走馬ボールペン」
については、ターフィー通販クラブにて通信販売を実施します。詳細は
（http://shop.prc.jp/）をご覧ください。

＜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
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※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。

※ご利用時間はお一人様 1 日各ＳＰＯＴ1 回ずつ最長 60 分までとさせて頂きます（混雑

※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

日は 30 分）
。

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、
ＩＣ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。

★ウマをもっと好きになるプチ講座
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。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。

※払戻金等は、ご利用日当日中にご精算いただきます。

【日

時】 全開催日 13：00 頃～（20 分程度） ※各日先着 10 名様

※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。

【受

付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ内

開門～ ※定員になり次第終了

★ガイドツアー
○春の３歳重賞馬連 【1 月 7 日（土）～5 月 26 日（土）】
平成 30 年 1 月 7 日（土）フェアリーステークス（ＧⅢ）から 5 月 26 日（土）葵ステーク
ス（新設重賞）までの 3 歳重賞（計 23 レース）の「馬連」を対象に、通常の払戻金に売上げ

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

の 5％相当額を上乗せして払戻しいたします。
【対象レース】5 月 20 日（日）
：オークス（ＧⅠ）
5 月 26 日（土）
：葵ステークス（新設重賞）

時】5 月 19 日（土）・26 日（土）
14：00 頃～（30 分程度） ※各日先着 10 名様

【受

付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ内

開門～ ※定員になり次第終了

★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

みんなで競馬を楽しもう！女性・ファミリー向けイベント！

ただいた方に、抽選でＵＭＡＪＯオリジナルグッズをプレゼント！当日購入した勝馬投

○女性のための無料リラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」が 2 か所オープン！

票券 100 円以上をご提示いただいた方がご参加頂けます。ぜひこの機会に皆様で競馬場

女性専用のリラックススペース「ＵＭＡＪＯ（ウマジョ） ＳＰＯＴ」と「ＵＭＡＪＯ Ｓ

に遊びに来てください。

ＰＯＴ ＰＬＵＳ」が引続き東京競馬場にオープンしています。無料でご利用頂ける休憩エリ

【日

時】 全開催日 9：20～ ※各日先着 30 名様・賞品なくなり次第終了

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馬モチーフのオリジナ

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

ルスイーツの販売も。
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」には女性コンシェルジュも常

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
【賞

品】 Ａ賞：ＵＭＡＪＯ パスケース

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。東京競馬場

Ｂ賞：ＵＭＡＪＯ てぬぐい

でいつもと違った週末を楽しんでみませんか？

Ｃ賞：ＵＭＡＪＯ マグネット

★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 ＰＬＵＳ【全開催日】

※ご参加いただく方全員の勝馬投票券のご提示が必要です。
※抽選へのご参加は、20 歳以上の女性のお客様お一人様 1 日 1 回限りです。
★ＳＮＳ投稿プレゼント
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

【時

間】9：00～17：00（最終入場受付 16：30）

稿し、投稿画面を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

【場

所】 フジビュースタンド 5 階 30 番柱付近

ゼントします。

≪「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」について≫

【日

時】 全開催日 開門～ ※各日先着 30 名様・なくなり次第終了

※女性のお客様限定のスペースです（男性のお客様は未就学児のみご利用頂けます）
。
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【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

【日

時】5 月 19 日（土）～5 月 27 日（日） 10：00～15：00

【場

所】馬場内西側エリア

※ご参加はお一人様 1 開催 1 回限りです。

★元気いっぱいあそぼう！キッズプレイスペース

★ウマグッズ販売

【設置遊具】エアートランポリン、トレインコンボ、サスケチャレンジ

個性あふれるクリエーターたちによる、ウマモチーフのアクセサリーや小物類。思わ

※キッズプレイスペースのご利用に際しては制限がありますので、詳細は現地

ず連れて帰りたくなる可愛いウマ雑貨をお土産にいかがですか。
【日

時】 全開催日 開門～ ※なくなり次第終了

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

でご確認ください。
※雨天時はキッズプレイスペースが中止となる場合がありますので、予めご了
承ください。

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

★親子でつくろう！オリジナルワークショップ

★オリジナルスイーツ

【日程】5 月 20 日（日）

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでしか味わえない限定のスイーツを販売します。

【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】ｵｰｸｽ特別企画 ｱｲﾛﾝﾋﾞｰｽﾞでﾊﾞﾗを作ってみよう！

＜第2回東京競馬限定スイーツ＞

【時 間】①10：00～ ②11：30～ ③13：30～ ④15：00～

蹄鉄のかたちをした“ホースシュークリーム”、ウマのキュートな顔をプリントしたマ

※全ての回の受付を 9：30 より開始します。各回先着 20 名様で、定員に達した

カロン“ウマカロン”全6種類を販売します。

回から受付を終了いたします。

※“ホースシュークリーム”は2週間毎に味が変わります。
【日

時】 全開催日 開門～ ※なくなり次第終了

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

※参加は 3 歳以上のお子さま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。
※お一人様 1 回限りのご参加となります。

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
★ワンドリンク無料サービス
ケイバの合間に無料ドリンクでホッと一息。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）も登場！
【日

時】 全開催日 開門～

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

○みんな大好き！大人気サンリオキャラクター握手会＆ミニショー
大人気キャラクターのハローキティ・マイメロディ・シナモロールが握手会に登場！さらに
マイメロディが主役のミニステージも！
【日

（１）9：45 頃～（握手会のみ） （２）11：40 頃～（ミニステージ＆握手会）

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
※お一人様ドリンク１杯までとさせて頂きます。

時】5 月 20 日（日）
（３）13：30 頃～（握手会のみ） （４）15：00 頃～（握手会のみ）

【場

所】馬場内イベントステージ

※セルフサービスです。

※ミニステージは、「マイメロとお花を咲かせよう」になります。

※持ち出しはご遠慮ください。

※マイメロディは、4 回目の握手会には参加しませんので、ご了承ください。

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴの詳細についてはＵＭＡＪＯサイト
（http://umajo.jra.jp/event/201802tokyo/）をご覧ください。

※握手会は、各回 30 分程度で終了します。列が長くなった場合は、早めに受付を終了する
ことがありますのでご注意ください。
※雨天時はショーを中止とし、握手会のみの開催とさせていただきます。

○ウエストファミリーパークの遊具がリニューアル！馬場内でお子様と一緒に楽しもう！
お子様向け遊具施設「ウエストファミリーパーク」は、まだまだ続きます！5 月 19 日（土）
から遊具もリニューアル。馬場内の芝生の上で、思いっきりお子様と楽しみませんか！？
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○ミカン＆サンゴとのふれあい
馬の博物館（根岸）から日本在来種の野間馬のミカンと、競馬場でのチャリティーイベント

【日

時】5 月 27 日（日） 9：00 頃から適宜

【場

所】中央インフォメーション付近等

デビューの与那国馬のサンゴが来場します。
【日

時】5 月 19 日（土）
・20 日（日）
（１）10：00～10：20 (２）12：50～13：10 （３）14：30～14：50

【場

所】ローズガーデン付近特設テント

※会場にて「在来馬保存チャリティー募金」の受付（開門～17：00）も行います。100 円以上

○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。

の募金をいただいた方には、ミカンとサンゴのかわいいオリジナル缶バッジをプレゼント

【日

程】5 月 19 日（土）・26 日（土）

いたします（2 日間合計 先着 1,200 名様限定）

【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

※馬の体調等により、予告なく内容を変更または中止することがございます。

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。

○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。

馬とのふれあいイベント

【日

時】5 月 26 日（土）
・27 日（日） 開門～

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。

【場

所】日吉が丘付近

ぜひ馬を見て、さわって感じてみてください

○オークス＆日本ダービー「オリジナルラベルワイン」の販売
日本ダービー＆オークス「オリジナルラベルワイン」の販売を行います。

○誘導馬のお出迎え【5 月 19 日（土）・20 日（日）・26 日（土）】
ご来場ありがとうございます！感謝を込めて、ペコリ。

【日

時】 5 月 19 日（土）～27 日（日） 開門～

【時

間】開門～約 20 分程度

【場

所】 正門付近特設ブース

【場

所】芝コースゴール前付近

【商 品 名】 オークスラベル 白ワイン 1 本 2,500 円（300 本限定）
ダービーラベル 赤ワイン 1 本 2,500 円（200 本限定）
※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。
○「優駿」大吟醸酒の販売

○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

「優駿」大吟醸酒の試飲販売を行います。
【日

時】 5 月 19 日（土）～27 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）
※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。

○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

○函館競馬ＰＲキャラバン隊来場！
ミスはこだてとイカール星人が来場し、函館競馬と函館観光をＰＲします。
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○馬車馬の放牧（ローズガーデン）【5 月 19 日（土）・20 日（日）・26 日（土）】
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

【場

所】ローズガーデン ホースリンク

【時

間】10：30～15：00

【場

所】イーストホール 3 階

※「馬車の運行」の時間を除く

○馬車の運行【5 月 19 日（土）
・20 日（日）・26 日（土）】
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】

○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（中央インフォメーション、日吉が丘など）

○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

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

○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！

○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

【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利用いただけます。

○JRA-DOME【全開催日】
※「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

ジャングルジムやすべり台など、遊具いっぱいの公園。

て整理券を配布いたします。

【時

間】開門～16：30

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。

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場奥

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。

○馬シャ馬シャパーク【全開催日】
噴水や水のポンプでバシャバシャ遊ぼう！

※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。

【時

間】開門～16：30

※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

【場

所】日吉が丘

の案内看板等でご確認いただけます。
○海賊船ダービー号【全開催日】
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！
○空飛ぶ「ディープインパクト馬像」に乗って写真を撮ろう！【毎週日曜日】

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

等身大のディープインパクトにまたがって記念撮影をどうぞ！
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○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 階ファストフードプラザ横
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。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。
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