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２０１８年６月１６日 

ＪＲＡ報道室 

 

イベント情報 

 

２０１８年第２回福島競馬開催日イベントのお知らせ 

 

 

 

開設１００周年を迎えた夏の福島競馬は６月３０日（土）から開幕

し、最終週までイベント目白押しです。 

７月１日（日）のラジオＮＩＫＫＥＩ賞当日は、ドラマ・映画で大

活躍の俳優・吉田鋼太郎さん、８日（日）七夕賞当日は、ＪＲＡ年間

プロモーションキャラクターを務める、俳優の柳楽優弥さんが来場し、

重賞デーを大いに盛り上げます！ 

更に、７日（土）はグリーンチャンネル出演者と特別ゲストの横山

ルリカさんによるトークショーを、ワールドカップムード真っ盛りの

１４日（土）は、元サッカー日本代表・前園真聖さんによるトークシ

ョーを開催。１５日（日）には篠田麻里子さんが来場、また開催最終

日の２２日（日）は、福島競馬場開設１００周年アンバサダーを務め

る、女優・モデルの武田玲奈さんが来場。毎週、多彩なゲストが福島

をアツくします。 

また、１００周年となる今年はジョッキーイベントもパワーアッ

プ！日頃のご愛顧に感謝の意を込めて「FUKUSHIMA THANKS DAYS」と

題し、開催を通して豪華イベントで盛り上げます。開催初日にはジョ

ッキーによるチャリティオークションを開催いたします！ 

他にも、仮面ライダービルドショーやＨＵＧっと！プリキュアショ

ーなど、夏休みにお楽しみいただけるお子様向けのイベントも数多く

ご用意いたしました。 

県内のお客様も県外のお客様も、みなさんお誘い合わせのうえ夏の

福島競馬場にこらんしょ！ 

※「こらんしょ」とは福島の方言で「おいでください」の意味 

 

 

 

記 

 

期 間：２０１８年６月３０日（土）～７月２２日（日）の計８日間 

場 所：ＪＲＡ福島競馬場 

イベント内容：次のとおり 
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夏の福島競馬を盛り上げる豪華ゲスト 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）当日は吉田鋼太郎さん来場 

ドラマ・映画で大活躍中の俳優・吉田鋼太郎さんによるトークショ

ー。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）のプレゼンターも務めます。    

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１日（日）１１：５０頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ７月１日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

七夕賞（ＧⅢ）当日は柳楽優弥さん来場 

ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める、俳優の柳楽優弥

さんによるトークショー。七夕賞（ＧⅢ）のプレゼンターも務めます。 

＜七夕賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ７月８日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月８日（日）１６：４５頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

 

篠田麻里子さん来場 

女優として大活躍中の篠田麻里子さんによるトークショー。当日の

メインレースであるバーデンバーデンカップのプレゼンターも務めま

す。    

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１５日（日）１１：４０頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜バーデンバーデンカッププレゼンター＞ 

【日 時】 ７月１５日（日）１５：４５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

グリーンチャンネル・スペシャルトークショー 

グリーンチャンネル出演者が、今年も夏の福島競馬場に登場！番組

の裏話や思い出のレースなど、夏の暑さに負けない、熱い競馬トーク

を繰り広げます。 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月７日（土）１１：５５頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

 【司 会】 坂田博昭さん（中央競馬全レース中継キャスター） 

 【アシスタント】 秋田奈津子さん 

（中央競馬全レース中継キャスター） 

 【解 説】 久光匡治さん（優馬） 

  【ゲスト】  横山ルリカさん（タレント） 

＜ＰＲブース＞ 

【日 時】 ７月７日（土）・８日（日）開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

武田玲奈さん来場  主催：福島テレビ 

福島テレビオープン（７月２２日（日）福島競馬第１１レース）当

日は、福島競馬場開設１００周年アンバサダーを務める武田玲奈さん

によるトークショー。 

＜トークショー＞ 
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【日 時】 ７月２２日（日）１１：５０頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜福島テレビオープンプレゼンター＞ 

【日 時】 ７月２２日（日）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

前園真聖さん来場 

元サッカー日本代表の前園真聖さんによるトークショー。当日のメ

インレースである安達太良ステークスのプレゼンターも務めます。    

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１４日（土）１１：５５頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜安達太良ステークスプレゼンター＞ 

【日 時】 ７月１４日（土）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

「私を競馬につれてって」藤江れいなさんトークショー！   

主催：ラジオＮＩＫＫＥＩ 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ・７月１日（日）福島競馬第１１レー

ス）前日は、元ＡＫＢ４８で競馬ラジオ番組のパーソナリティを務め

る藤江れいなさんによるトークショー。 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ６月３０日（土）１２：４５頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

＜テレビユー福島賞プレゼンター＞ 

【日 時】 ６月３０日（土）１５：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

‘１４ＪＲＡ馬事文化賞受賞作家・石田敏徳さん来場！みちのくヒス

トリア  主催：夕刊フジ 

夕刊フジ連載の競馬初ヒストリア特別編として６月８日（金）より

７週にわたってみちのくヒストリアを掲載します。さらに、７月１５

日（日）には馬事文化賞作家の石田敏徳さんが来場し、フリーアナウ

ンサーの白川次郎さんやニッポン放送アナウンサーの清水久嗣さんと

ともに福島競馬場の歴史などを紹介するトークショーを行います！ 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１５日（日） １２：４０頃～ 

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 

【ホスト】 石田敏徳さん 

【ゲスト】 白川次郎さん 

【Ｍ Ｃ】 清水久嗣さん 

＜みちのくヒストリア掲載＞ 

【日 時】 ６月８日（金）～７月２０日（金） ※金曜日のみ 

 

 

競馬予想の参考に！レース展望 

 

日刊スポーツ「七夕賞（ＧⅢ）レース展望＆抽選会」 

主催：日刊スポーツ 

岩手県競馬の元騎手・鈴木麻優さんが来場し、七夕賞（ＧⅢ）のレ

ース展望を行います。その他にも素敵なグッズが当たるプレゼント抽

選会を行います。 

＜七夕賞（ＧⅢ）レース展望＞ 

【日 時】 ７月８日（日） １１：５０頃～  

【場 所】 スタンド３Ｆピーチプラザ 



   



4/21

【出 演】 鈴木麻優さん 

      日刊スポーツレース部中央競馬担当記者 

【Ｍ Ｃ】 安藤桂子（ＫＦＢ福島放送アナウンサー） 

＜プレゼント抽選会＞ 

当日付の日刊スポーツを持参の方に鈴木麻優さんのサイン入りグッ

ズや極ウマくんぬいぐるみなどが当たる抽選会を行います。 

【日 時】 ７月８日（日） 開門～ （先着４００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（ＧⅢ）レース展望 

福島民報社高橋利明記者がラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（Ｇ

Ⅲ）のレース展望を行います！  

【日 時】 ７月１日（日）・８日（日） １１：５０頃～  

【場 所】 スタンド１Ｆ指定席発売所前 

 

 

福島競馬場でプレゼントをＧＥＴ！  

 

福島競馬場１００周年特別企画！トヨタ・Ｃ－ＨＲプレゼントキャン

ペーン 

２０１７年ＳＵＶ販売台数Ｎｏ.１。カッコよさに実用性を兼ね備え

たトヨタ・Ｃ－ＨＲを、抽選で１名様にプレゼントいたします。 

【応募方法】①トヨタ・Ｃ－ＨＲプレゼント特設ＨＰ 

      ②各インフォメーション 

【受付日時】①６月１６日（土）１１：００ 

～７月２２日（日）２３：５９ 

②６月３０日（土）～７月２２日（日）の土日 

※プレゼント車種は『トヨタ・Ｃ－ＨＲ（Ｓ－Ｔ ２ＷＤ）』となりま

す。 

※車体色は、『センシュアルレッドマイカ』となります。 

※実際にプレゼントとなる車体を馬場内広場にて展示いたしますの

で、そちらも是非ご覧ください！ 

※本キャンペーンはオープン懸賞となります。応募方法など詳細は、

特設ＨＰ等でご確認ください。 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）当日は「フリーパスの日」入場無料＆

来場記念品プレゼント！ 

７月１日（日）はフリーパスの日！ご来場の皆様に先着で「福島競

馬場１００周年記念デザイン ミニタオル」をプレゼント！ 

【日 時】 ７月１日（日） 開門～ 

【記念品】 福島競馬場１００周年記念デザイン ミニタオル 

【場 所】 各入場口 

【人 数】 先着９，０００名様 

※東北地区ウインズ（ウインズ津軽・横手・新白河・盛岡・水沢） 

におきましても、プレゼントイベントを実施します。 

 ※詳細につきましてはイベントホームページをご確認ください。 

 

１００周年ありがとう！記念品プレゼント！！ 

福島競馬場１００周年のお祝いを込めて、福島競馬場１００周年ア

ンバサダー・武田玲奈さんが記念品を手渡しでプレゼント！！ 

＜整理券配付＞ 

【日 時】 ７月２２日（日） 開門～ 

【場 所】 スタンド３Ｆ３番柱付近 

【人 数】 先着３００名様 
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＜プレゼントイベント＞ 

【受付日時】 ７月２２日（日） １０：００頃～１０：１５  

【場  所】 スタンド３Ｆ３番柱付近 

【記 念 品】 １００周年記念デザインおつまみ牛タン 

※参加には、当日配付の整理券が必要となります。 

 

メモリアルブックプレゼント 

夏の福島競馬開幕日にあたる６月３０日（土）には、日頃のご愛顧

に感謝して、指定席ご購入のお客様を対象に、福島競馬場１００周年

記念「メモリアルブック」をプレゼント！ 

【日 時】 ６月３０日（土） ８：３０～ 

【記念品】 福島競馬場１００周年記念「メモリアルブック」 

【場 所】 指定席発売所 

【条 件】 指定席をご購入いただいたお客様 

※指定席の種類は問いません（シニア席を除く）。 

 ※１席につき１冊のお渡しとなります。 

 ※指定席完売を以って配付終了となります。 

 

福島競馬場１００周年特別企画・七夕ＷＩＮ４ 

七夕賞（ＧⅢ）当日の特別４競走（彦星賞・天の川賞・七夕賞・織姫

賞）の勝馬を全て的中したお客様の中から抽選で豪華賞品をプレゼン

ト！ 

【受付日時】 ＜応募カード配布＞ ７月８日（日） 開門～ 

※先着１０，０００名様 

       ＜抽選会＞ 最終特別レース確定後  ※１０名様 

【場  所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

【ル ー ル】 各入場口にて応募カードを配布いたします。対象レ

ースの勝馬を予想・ご記入（各レース２頭まで）いた

だき、投票してください。投票の際には、当日購入・

確定前の勝馬投票券１，５００円分以上（複数枚可）

をご提示いただきます。勝馬を的中された方の中か

ら抽選で１０名様に、豪華賞品やＪＲＡオリジナル

グッズをプレゼントいたします。 

【抽選賞品】 Ａ賞 ＪＣＢ商品券 ３万円分      ３名様 

       Ｂ賞 ＪＲＡオリジナルＶＩＸＥＮオペラグラス 

３名様 

Ｃ賞 ＪＲＡオリジナル今治タオルハンカチセット 

４名様 

※参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

※賞品引換は７月２２日（日）１７：００までとさせていただきま

す。 

 

記念入場券発売＆抽選会 

七夕賞（ＧⅢ）当日の７月８日（日）は、福島競馬場１００周年特別

デザインの記念入場券を発売します。さらに、記念入場券をご提示い

ただいたお客様を対象に抽選会を開催いたします！ 

＜記念入場券発売＞ 

【日  時】 ７月８日（日） 開門～売切れ次第終了 

【場  所】 入場券発売所 

【発売金額】 １００円 

【発売枚数】 ２０，０００枚 

※一部入場券発売所では開門前に入場券発売を開始しております 

※当日は一般入場券・ＪＲＡ共通入場回数券でもご入場いただけま

す。 



   



6/21

＜記念入場券抽選会＞ 

【受付日時】 ＜応募カード配布＞ ７月８日（日） 開門～ 

※先着１，５００名様 

       ＜抽選会＞ 七夕賞（ＧⅢ）確定後  ※５０名様 

【場  所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

【ル ー ル】 競馬ステーション等にて応募カードを配布いたしま

す。抽選参加券投函の際には、当日購入・確定前の勝

馬投票券２，０００円分以上（複数枚可）＋記念入場

券をご提示いただきます。抽選で５０名様に、豪華

賞品やＪＲＡオリジナルグッズをプレゼントいたし

ます。 

【抽選賞品】 Ａ賞 シャープＡＱＵＯＳ２４インチテレビ 

１名様 

       Ｂ賞 パナソニック創風機Ｑ Ｆ－ＢＰ２５Ｚ 

１名様 

       Ｃ賞 ＪＲＡオリジナルグッズ     １５名様 

Ｄ賞 ＪＲＡオリジナルグッズ     ３０名様 

福島競馬振興会長賞           ３名様 

 ※参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

※ご提示いただいた記念入場券にはスタンプを押印しますので予 

 めご了承ください。 

※賞品引換は当日１７：００までとさせていただきます。 

※福島競馬振興会長賞は後日送付となります。 

  

福島競馬場１００周年記念巨大ガチャ抽選会 

福島競馬場１００周年特別企画として春の福島競馬でも開催した巨

大ガチャ抽選会を開催！１００周年アンバサダー・則本昂大選手（東

北楽天イーグルス）や武田玲奈さんのサイン入りグッズや野球観戦チ

ケット等を抽選でプレゼント！！ 

【実施日】  開催日全日 

【受付時間】 ９：３０～  ※各日５００名様 

【場  所】 スタンド１Ｆ馬場側１６番柱付近 

【ル ー ル】 当日購入・確定前の勝馬投票券５００円分以上提示

いただいたお客様の中から抽選で各日５００名様に、

１００周年アンバサダー・則本昂大選手（楽天）や武

田玲奈さんのサイン入りグッズや、楽天イーグルス

野球観戦チケット等をプレゼントいたします。 

【賞品】   Ａ賞 則本昴大選手・武田玲奈さんサイン入りグッ   

          ズ              各日２名様 

       Ｂ賞 野球観戦チケット（内野席） 各日５０名様 

       Ｃ賞 １００周年記念オリジナルノベルティ 

                        各日９０名様 

       参加賞 楽天イーグルスオリジナルコースター 

※参加はお一人様各日１回限りとさせていただきます。 

 

メインレース勝馬当て抽選会 

各日、対象レースの馬番と馬名をご記入の上投票していただき、勝

馬を的中された方の中から抽選で賞品の当たる抽選会を開催いたしま

す。 

【実施日および対象レース】 

①６月３０日（土）テレビユー福島賞 

②７月１日（日）ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ） 

③７月７日（土）阿武隈ステークス 

④７月８日（日）七夕賞（ＧⅢ） 
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⑤７月１４日（土）安達太良ステークス 

⑥７月１５日（日）バーデンバーデンカップ 

⑦７月２１日（土）白河特別 

⑧７月２２日（日）福島テレビオープン 

【受付時間】 ＜応募カード配布＞ 開門～※各日１，５００名様 

       ＜抽選会＞各日対象レース確定後 ※各日４７名様 

【場  所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 

【ル ー ル】 競馬ステーション等で、応募カードを配布いたしま

す。対象レースの勝馬を予想・ご記入いただき、投票

してください。投票の際には、当日購入・確定前の勝

馬投票券２，０００円分以上（複数枚可）をご提示い

ただきます。勝馬を的中された方の中から抽選で各

日４７名様に、豪華賞品やＪＲＡオリジナルグッズ

をプレゼントいたします。 

        ※確定前であれば、対象レース以外の勝馬投票券

も可。 

【抽選賞品】Ａ賞 ６月３０日（土）・７月１日（日） 

          ダイソンハンディクリーナー  各日２名様 

７月７日（土）・８日（日） 

シャープ加湿空気清浄機    各日２名様 

７月１４日（土）・１５日（日） 

ケルヒャースチームクリーナー 各日２名様 

          ７月２１日（土）・２２日（日） 

パナソニックおうちリフレ   各日２名様 

      Ｂ賞～Ｅ賞 ＪＲＡオリジナルグッズ 各日４５名様 

※参加はお一人様各日１回限りとさせていただきます。 

※賞品引換は当日１７：００までとさせていただきます。 

２０１８来場ポイントキャンペーン  

福島競馬開催期間中、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る

〔全競馬場１日１ポイント〕！さらに、「Ｔｏｄａｙ’ｓチャンス賞」

も実施中！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】  開催日全日 開門～１７：００ 

【場 所】 ≪ポイントリーダー設置場所≫ 

スタンド１Ｆ中央口 階段付近 

スタンド２Ｆ南口広場 投票所跡壁面付近 

≪賞品引換所≫ 

スタンド１Ｆあっぷる広場 

※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。 

※上記のカードをお持ちでない方には、参加用カード 

を貸し出しいたします。 

※詳しくは、ＪＲＡホームページをご確認ください。 

（http://www.jra.go.jp/special/point_cpn2018/） 

 

＜七夕賞週特別企画ＴＶＣＭで登場！HOT HOLIDAS!オリジナルターフ

サンダルが当たる！＞ 

７月７日（土）・８日（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、その場で「当たり」が出た

２日計２，５００名様に、ＴＶＣＭで登場している HOT HOLIDAYS!オ

リジナルターフサンダルをプレゼント！ 

※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

http://www.jra.go.jp/special/point_cpn2018/
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選対象となります。 

※当選者が各日定数に達した時点で、抽選は終了となります。 

※ターフサンダルの引換えは、当日限り、１７：００までとさせて

いただきます。 

※七夕賞週の「Ｔｏｄａｙ’ｓチャンス賞」は、HOT HOLIDAYS!タ

ーフサンダルのみのプレゼントとなり、オリジナルミニタオル

のプレゼントはありません。 

 

「おみくじ馬券」Ｗチャンス販売 

予想いらずでお楽しみいただける「おみくじ馬券（クイックピック

投票券）」を特製ぽち袋入りで限定販売いたします。さらに、ぽち袋の

中に「大吉・中吉・小吉」のいずれかのおみくじが入っていれば、その

場で素敵な賞品をプレゼントいたします。「運試し」にいかがですか？ 

※「クイックピック投票」とはコンピューターに馬番号・組番号の

選択をお任せする投票方法です。 

【日  時】 ６月３０日（土）・７月１日（日） 

・８日（日）・２１日（土） 

１０：４５頃～ ※なくなり次第終了となります。 

【場  所】 馬場内８１号投票所付近 

【発売金額】 １袋５００円 

【発売レース】６月３０日（土） 

        テレビユー福島賞 

       ７月 １日（日） 

         ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ） 

        ７月 ８日（日） 

         七夕賞（ＧⅢ） 

        ７月２１日（土） 

         白河特別 

 【発売内容】 単勝 ５００円×１ベット 

３連複１００円×５ベット 

 

Highway Walker（ハイウェイウォーカー）７月号を持って競馬場へＧ

Ｏ！オリジナルおつまみ牛タンプレゼント抽選会 

ＮＥＸＣＯ東日本管内のサービスエリア・パーキングエリア（ＳＡ・

ＰＡ）において、高速道路をご利用のお客様に無料配布しているＭＡ

Ｐ付きフリーマガジン「Highway Walker（ハイウェイウォーカー）」７

月号を競馬場にご持参の上、当日購入・確定前の勝馬投票券１００円

分以上提示いただいたお客様の中から抽選で２，０００名様に、福島

競馬場１００周年記念デザインおつまみ牛タンをプレゼントいたしま

す。 

【日 時】  ６月３０日（土）～７月２２日（日）の土日 

９：３０～１６：００ 

【場 所】  スタンド１Ｆ総合インフォメーション 

※お一人様１回限りとさせていただきます。 

※なくなり次第終了いたします。 

 

福島にこらんしょ！抽選会  

協力：日本騎手クラブ、福島競馬振興会、福島県観光物産交流協会 

県外の競馬場・ウインズ等でお配りしている「福島にこらんしょ！

抽選会参加券」の付いたチラシを持って福島競馬場に来場すると騎手

サイン入りグッズや福島の県産品等が当たる抽選会にご参加いただけ

ます！  

【日 時】 全開催日 ９：３０～１４：００頃 

【場 所】 スタンド１Ｆふくしま競馬ステーション 
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【賞 品】 Ａ賞 温泉宿泊補助券（１万円分）  各日 １名様 

      Ｂ賞 金水晶純米吟醸ビン      各日 １名様 

Ｃ賞 ミニチュア勝負服       各日 １名様 

Ｄ賞 ジョッキーサイン入りゴーグル 各日１０名様 

Ｅ賞 喜多方ラーメン（一平）醤油味乾麺   

各日３０名様 

※チラシは県外の競馬場・ウインズでお配りしております。 

（福島競馬場、一部競馬場および一部ウインズではお配りしてお

りません。） 

※抽選会参加の際、当日購入・確定前の勝馬投票券５００円分以

上（複数枚可）をご提示ください。 

※参加はお一人様１日１回限りとさせていただきます。 

※Ｂ賞については、１６：３０以降のお渡しとなります。 

※Ｃ賞については、後日送付となります。 

  

スポニチ大抽選会  主催：スポーツニッポン新聞社 

当日付の「スポーツニッポン新聞」をご持参の方にスポニチオリジ

ナルグッズなどが当たる抽選会を開催いたします！ 

【日 時】 ６月３０日（土） 開門～ （先着５００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

競馬エイト＆週刊 Gallop大抽選会  主催：競馬エイト＆週刊 Gallop 

当日付の「競馬エイト」もしくは７月１日号の「週刊 Gallop」をご

持参の方に競馬エイトオリジナルグッズなどが当たる抽選会を開催い

たします！ 

【日 時】 ７月１日（日） 開門～ （先着７００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

馬サブロー大抽選会  主催：デイリースポーツ  

当日付の馬サブローを持参の方に、オリジナル写真パネルなどが当

たる抽選会を開催いたします！ 

【日 時】 ７月７日（土） 開門～ （先着３００名様） 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 

 

 

騎手とふれあうチャンス！ジョッキーイベント 

☆ FUKUSHIMA THANKS DAYS ☆  

 

キックオフセレモニー 

 １００周年の今年はジョッキーイベントもパワーアップ！日頃のご

愛顧に感謝の意を込めて「FUKUSHIMA THANKS DAYS」と題し、開催を通

して豪華イベントで福島競馬場を盛り上げます。開催初日となる６月

３０日の昼休みにはジョッキーが一堂に会し、ファンの皆様に向けて

ご挨拶いたします！ 

 【日 時】 ６月３０日（土） １１：５５頃～ 

 【場 所】 ウイナーズサークル 

 

ジョッキーチャリティイベント 

 

※当チャリティでお寄せいただいた寄附金は東日本大震災ふくしまこ

ども寄附金へ全額寄附します。皆様の温かいご支援よろしくお願い

します。 
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＜チャリティオークション＞ 

 司会からオークショニアまでジョッキーが務め、出品物もジョッキ 

ーサイン入りグッズなど！ジョッキーの、ジョッキーによる、ファン 

のためのオークションを開催します！ 

 【日 時】 ６月３０日（土） １６：４５頃～ 

 【場 所】 パドック   

  ※参加ジョッキーは当日発表いたします。 

  ※落札された場合の支払いは現金のみとなります。 

※荒天の際はピーチプラザにて行います。 

 

＜ジョッキー記念撮影会＞ 

ジョッキーのサイン入り福島競馬場１００周年記念デザインＴシャ

ツを販売いたします。購入された方はジョッキーとの記念撮影会にも

ご参加いただけます。 

【日  時】 ＜Ｔシャツ販売＞ ７月１４日（土）開門～ 

＜記念撮影会＞ ７月１４日（土）１６：４５頃～ 

【場  所】 ＜Ｔシャツ販売＞  スタンド３Ｆ３番柱付近 

       ＜記念撮影会＞   ウイナーズサークル 

【販 売 数】 １００枚限定 

【販売価格】 １枚１，０００円 

※参加ジョッキーは当日発表いたします。 

※Ｔシャツご購入時に記念撮影会への参加券をお渡しいたします。 

※カメラはお客様ご自身でご用意ください。 

※雨天時はスタンド１Ｆ総合インフォメーション付近で行います。 

  ※お一人様１枚限りとなります。 

 

＜ジョッキーサイン入りＴシャツ販売＞ 

ジョッキーサイン入りの福島競馬場１００周年記念デザインＴシャ

ツの販売を行います！  

【日  時】 ７月１日（日）・８日（日） 開門～ 

【場  所】 スタンド３Ｆ３番柱付近 

【販 売 数】 各日１００枚限定 

【販売価格】 １枚１，０００円 

※ジョッキー名は当日発表いたします。 

※お一人様１枚限りとなります。 

 

＜ゼッケン販売＆ジョッキー握手会＞ 

実際に福島競馬等で使用された競走用ゼッケンをチャリティ販売い

たします。また、ご購入いただいた方はジョッキーとの握手会にご参

加いただけます。 

さらに、ゼッケンの中に当たりくじが入っていたお客様１名様に、

ジョッキーサイン入りオリジナルゼッケンをプレゼントいたします。 

【日  時】 ７月７日（土）１６：４５頃～ 

【場  所】 ウイナーズサークル付近 

【販売枚数】 ２００枚  ※お一人様１枚限り 

【販売価格】 １枚１，０００円 

※なくなり次第終了いたします。 

※雨天時はスタンド１Ｆ総合インフォメーション付近で行います。 

 

＜寄附金贈呈式＞ 

チャリティイベントでお寄せいただいた寄附金の贈呈式を行います。 

【日 時】 ７月２１日（土）１１：５５頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

【寄付先】 東日本大震災ふくしまこども寄附金 
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ジョッキーと巡るプレミアムバックヤードツアー 

ジョッキーが競馬の舞台裏を説明します。参加ジョッキーとの記念

撮影会も行います。 

【日 時】 ７月２１日（土） 

＜抽選受付＞ 開門～１３：００ 

＜当選発表＞ １４：００頃 

＜ ツアー ＞ １６：４５頃～１７：３０頃 

※当選の方はスタンド１Ｆ総合インフォメーションに１６：４０

にお集まりください。 

【場 所】 スタンド１Ｆ総合インフォメーション付近 

【人 数】 抽選で１０組様（１組４名様まで） 

※カメラはご用意ください。 

※参加ジョッキーは当日決定いたします。 

 

リーディングジョッキー表彰式 

第２回福島競馬のリーディングジョッキーの表彰式を行います。プ

レゼンターは福島競馬場１００周年アンバサダー・武田玲奈さんが務

めます！ 

【日 時】 ７月２２日（日）１６：４０頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

【プレゼンター】 武田玲奈さん 

 

 

他にもイベント盛りだくさん！ 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）生ファンファーレ演奏 

７月１日（日）のメインレース、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）のフ

ァンファーレは、陸上自衛隊第６音楽隊による生演奏でお送りしま

す！  

また当日は、演奏会やＰＲブース、主要装備品の展示も行います。 

＜生ファンファーレ＞ 

【日 時】 ７月１日（日） １５：４５頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜演奏会＞ 

【日 時】 ７月１日（日） １６：４０頃～ 

【場 所】 パドック 

＜ＰＲブース＞ 

【日 時】 ７月１日（日） 開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆあっぷる広場 

＜主要装備品展示＞ 

【日 時】 ７月１日（日） 開門～ 

【場 所】 馬場内広場 

＜陸上自衛隊第６音楽隊プロフィール＞ 

 昭和２９年、第６管区音楽隊として東京で発足、昭和３７年から

第６師団音楽隊として東根市神町駐屯地に所在し、昭和５０年に師

団唯一の音楽科職種部隊として新編独立、第６音楽隊と名称を変更。

現在は隊長１等陸尉松田寛史の指揮統率のもと、山形、宮城、福島

の南東北３県を担当し、第６師団記念行事、定期演奏会、師団音楽

まつり、巡回演奏会、各種行事、室内楽演奏会など、年間約７０回に

及ぶ幅広い演奏活動を行っています。 

 

七夕賞（ＧⅢ）当日は懐かしのファンファーレ＆生演奏 

７月８日（日）福島競馬場の全レースは昭和６２年まで使用されて
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いた懐かしのファンファーレを使用します！また、当日のメインレー

ス・七夕賞（ＧⅢ）のファンファーレは、トランペッターの山崎千裕

さんによる生演奏でお送りします！  

＜七夕賞（ＧⅢ）生ファンファーレ＞ 

【日 時】 ７月８日（日） １５：４５頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜山崎千裕さんのプロフィール＞ 

東京芸術大学音楽学部卒業。トランペットを杉木峯夫、福田善亮、

D.ヘルツォーク、ヒロ野口の各氏に師事。西野カナやゆずなど多数の

ミュージシャンのライブやレコーディングをサポート。福島県内の小

学校・中学校・高校において度々音楽の指導を行っているほか、各地

で行われている東日本大震災の復興支援ライブにも積極的に参加して

いる。 

 

郵便局臨時出張所 

【実施日時】 ６月３０日（土）・７月１日（日） 

・７日（土）・８日（日） 開門～ 

【場  所】 スタンド１Ｆ馬場側２３番柱付近 

【イベント】 ①福島競馬場１００周年記念 

オリジナルフレーム切手販売 

       ②福島競馬場からメッセージを出そう 

 【内  容】 ①福島競馬場１００周年を記念してオリジナルフレ 

ーム切手（１，５００円）を販売します。 

         ※各日１００シート限定（なくなり次第終了） 

        ②はがき（暑中・残暑見舞いはがき「かもめーる」・ 

６２円）にメッセージを書いて特設ポストへ投函 

されますと、福島競馬場１００周年の消印をいた 

しますので、どうぞご利用ください。メッセージ 

を送りたい方の住所、お名前をご準備してご来場 

ください。 

 

即ＰＡＴに登録すれば海外競馬も買える！ネット投票サポートデスク 

インターネットでお手軽に勝馬投票券を買える「即ＰＡＴ」への新

規登録受付中！サポートデスクでは、専門スタッフが加入方法や投票

操作方法などをご案内いたします。すでに会員のお客様も、まだ会員

になられていないお客様もお気軽にお立ち寄りください。 

【日 時】 開催日全日  開門～最終レース発走時刻 

【場 所】 スタンド１Ｆ南口付近 

【その他】 即ＰＡＴにご登録の際は、三菱東京ＵＦＪ銀行・三井

住友銀行・ゆうちょ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀

行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・住信ＳＢＩネット

銀行の普通預金口座が必要となります。銀行ごとに以

下の情報をお持ちください。 

三菱東京ＵＦＪ銀行：店番号、口座番号、暗証番号、通帳または

「三菱東京ＵＦＪダイレクトご契約カード

およびワンタイムパスワード（アプリまた

はカード）」 

三井住友銀行：店番号、口座番号、ＳＭＢＣダイレクト第一暗証、

パスワードカード（任意） 

ゆうちょ銀行：総合口座の記号・番号、暗証番号 

りそな銀行・埼玉りそな銀行：店番号、口座番号、暗証番号または

「マイゲートログインＩＤおよび

パスワード」 

ジャパンネット銀行：店番号、口座番号、ログインＩＤ（設定され
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ている方）、ログインパスワード 

楽天銀行：店番号、口座番号、ユーザＩＤ、ログインパスワード、

暗証番号 

住信ＳＢＩネット銀行：店番号、口座番号、ユーザーネーム、ＷＥ

Ｂ（モバイル）ログインパスワード、ＷＥ

Ｂ（モバイル）取引パスワード 

 

福島競馬場１００周年記念デザイン投票券 

表面には福島競馬場１００周年記念ロゴ、裏面には過去の福島競馬

場の写真と福島競馬場「思い出のベストホース大賞」で１位に選ばれ

たツインターボ号の写真がレイアウトされた記念投票券を福島競馬場

限定で発売します。 

【発 売 日】開催日全日 

【発売時間】９：３０～最終レース発売締切時刻 

【場  所】各投票所の「１００周年記念投票券発売窓口」 

※記念投票券はなくなり次第終了となります。 

 

福島競馬場メモリアルコーナー １００周年記念特別展開催！ 

福島競馬場の展示スペース『メモリアルコーナー』では１００周年

を記念して、昨年行われた思い出のベストホース大賞で第１位に選ば

れた「ツインターボ号」の特別展を行っております。ぜひお立ち寄り

ください。 

【日 時】開催日全日 開門～１６：３０ 

【場 所】スタンド１Ｆメモリアルコーナー 

 

『２歳単勝（夏季）』がオトク！！ 

 ６月２日（土）～９月２日（日）の期間のＪＲＡの「２歳戦全場・全

レース（新馬・未勝利・オープン）」の「単勝」を対象に、通常の払戻

金に売上げの５％相当額を上乗せして払戻しいたします。 

 

「七夕賞（ＧⅢ）仕様オリジナルゼッケン」販売 

 実際に七夕賞（ＧⅢ）で使用するゼッケンと同様の作りのものにお

好みの文字を入れて、世界で１枚だけのオリジナルゼッケンを作製・

販売いたします。 

【場 所】 スタンド１Ｆあっぷる広場 

＜オリジナルゼッケン・オリジナルミニゼッケン販売＞ 

【日 時】 ７月７日（土）・７月８日（日） 開門～ 

      （オリジナルゼッケンは７月８日のみ販売となります） 

【内 容】 第５４回七夕賞（ＧⅢ）仕様のゼッケン【深緑地・白文

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（３，５００円）＆ミニゼッケン（１，５００

円）を、販売いたします。  

※番号は１～１６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）。 

※両ゼッケンとも開門～１１：００までにお申込みいただいた先

着３０名様（ミニゼッケンは先着５０名様）については、当日１

５：３０～１７：００の間に商品をお渡しいたします。それ以外

の方については、後日郵送（一律７００円元払い）によるお渡し

となります。  

＜その他販売物＞ 

【日 時】 ７月７日（土）・８日（日） 開門～ 

【販売物】  第５４回七夕賞出走馬番・馬名入りミニゼッケン 

１，０００円（先着３００名様） 
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過去１５年歴代七夕賞優勝馬の勝負服ゼッケンコース

ター          ５００円（先着２００名様） 

名馬メモリアルミニゼッケン     １，５００円 

福島競馬場開設１００周年記念ロゴマーク入りコース

ター                  ５００円 

 

レースの余韻を味わおう！芝コース開放 

夏の福島開催のラストを飾るスペシャルイベント「芝コース開放」。

競走馬たちの熱戦の舞台を実際に歩いてみよう。ゲートや散水車、ハ

ロー車も見学できます。 

【日 時】 ７月２２日（日）１６：５０頃～１７：２０頃 

【場 所】 スタンド前芝コース 

※天候や馬場状態により直前で中止または内容が変更になる場合

があります。予めご了承ください。 

 

競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー  

ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる初心者向けセミナーを開

催！競馬の魅力、馬券の買い方等を短時間に紹介いたします。 

【日 時】  開催日全日 

１０：００～１４：３０（受付締切） 

※１回２０分程度 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 特設ブース 

【講 師】 髙橋雄一（フリーアナウンサー）他 

 

七夕飾り場内装飾 

福島競馬開催期間中、「七夕飾り」を場内に装飾します。 

【場 所】 スタンド３Ｆ中央テラス、南テラス 

 

女性専用ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴオープン 

女性専用のくつろぎスペースがリニューアルオープン！スイーツ販

売・無料ドリンクサービスなど、女性限定のサービスを多数ご用意し

ました。女性スタッフによるコンシェルジュも常駐しますので、競馬

初心者の方も安心！キッズコーナーもありますので小学生以下のお子

様連れでもご利用いただけます。 

【日 時】 ６月３０日（土）～７月２２日（日） 

開門～１６：５０（最終入場受付１６：３０） 

【場 所】 スタンド３Ｆ北側 

  ※男性はご利用いただけません。 

  

＜スイーツコーナー＞ 

 祇園辻利とコラボした UMATCHAカステラのほか、MonaMonaのキュー

となうまの顔のパンなどを集めたスイーツ販売コーナー。自分の好き

な組み合わせで厳選スイーツを楽しめます。 

※なくなり次第販売を終了いたします。 

 

＜ワンドリンク無料サービス＞ 

 ドリンクコーナーには様々なフレーバーティーなどをご用意。その

日の気分や好みに合わせて、お気に入りの１杯をお選びいただけます。 

※セルフサービスとなります。 

※お一人様１杯までとさせていただきます。 

 

＜ＳＮＳ投稿プレゼント＞ 

 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴや福島競馬場での写真に”#s2umajo”をつけ

てＳＮＳへ投稿し、投稿画面をＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内の女性コンシェ



   



15/21

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

いたします。 

※毎開催日実施 開門～ 

※各日先着３０名様となります。 

※参加はお一人様１開催１回までです。 

 

＜ＵＭＡＪＯキッズコーナー＞ 

 小学生以下のお子様限定のキッズコーナーもご用意しております。 

  ※お子様の預かり保育等は行いません。 

  ※お子様のみでのご利用はできません。必ず保護者の方が付き添 

いください。 

 

＜福島ＵＭＡＪＯ抽選会＞ 

  当日購入の勝馬投票券２００円分以上をご提示いただいた方に抽

選でオリジナルグッズをプレゼントいたします。 

【日 時】 ７月１日（日）・８日（日）・１５日（日）・２２日（日） 

開門～１６：００ 

【賞 品】 Ａ賞 ＵＭＡＪＯマークカードボード 

      Ｂ賞 ＵＭＡＪＯふせんメモ 

      Ｃ賞 選べるＵＭＡＪＯグッズ 

 ※参加はお一人様１回までです。 

 

＜グループ来場抽選会＞ 

  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

方で、当日購入の勝馬投票券１００円以上をご提示いただいた方に

抽選でオリジナルグッズをプレゼントいたします。 

【賞 品】 １等 ＵＭＡＪＯパスケース 

       ２等 ＵＭＡＪＯてぬぐい 

       ３等 ＵＭＡＪＯマグネット 

※毎開催日実施 開門～ 

※ご参加いただく方全員の勝馬投票券提示が必要です。 

 ※参加はお一人様１回までです。 

※各日先着３０名様となります。 

 

＜ＵＭＡＪＯバックヤードツアー＞  

  競馬場の裏側へ抽選でご案内します。 

【実 施 日】 ７月７日（土）・１４日（土） 

【受付時間】 開門～１２：３０ 

【人  数】 抽選で１０名様 

【実施時間】 １３：４５～１４：３０ 

 

＜ＵＭＡＪＯプチ講座＞  

  ＵＭＡＪＯコンシェルジュが競馬の基礎知識やトリビアをやさし 

くお教えします。 

【実 施 日】 開催日全日 

【受付時間】 開門～ 

【人  数】 各日先着１０名様 

【実施時間】 １３：００～１３：３０ 

 

＜コンフェッティバルーンワークショップ＞ 

 透明なバルーンの中にお好きなカラーの紙吹雪を入れたり、スティ

ックやリボンの装飾をして、可愛いフォトジェニックなアイテムが作

れます。 

【日  時】 ７月２１日（土）  
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①１４：００～ ②１５：００～ ③１６：００～ 

【受  付】 ９：３０～ 

【当選発表】 ①１３：３０ ②１４：３０ ③１５：３０ 

※抽選で各回１０名様までご参加いただけます。 

※ご参加には当日購入・確定前の勝馬投票券５００円分以上のご提

示が必要となります。 

※お作りいただいたバルーンのお渡しは１６：３０以降になります。 

 

＜ふくしまＵＭＡＪＯシート（女性専用競馬観覧席）もオープン！＞ 

  女性専用競馬観戦シート（スタンド３Ｆ観覧席・３番柱付近）を

ぜひご利用ください。 

 

福島競馬場ターフィーショップ１００周年限定グッズ販売 

スタンド１Ｆのターフィーショップでは福島競馬場１００周年限定

グッズのほか、２０１８年福島サマーグッズや福島競馬場限定マフラ

ータオルを販売いたします。ぜひお立ち寄り下さい！ 

【開催日】 開催日全日 

【場 所】 スタンド１Ｆターフィーショップ 

【商 品】  福島競馬場１００周年記念デニムファスナーポーチ       

６００円 

福島競馬場１００周年記念クッション ２，０００円 

 など 

 ※商品によっては早々に完売する場合もございますので、予めご

了承下さい。 

 

オジュウチョウサングッズ特設ワゴン販売 

 オジュウチョウサン号が出走予定の開成山特別当日、オジュウチョ 

ウサンのグッズを特設ワゴンにて販売いたします。 

 【日 時】 ７月７日（土）開門～ 

 【場 所】 スタンド３Ｆ３番柱付近 

 【商 品】 オジュウチョウサングッズ各種 

 ※商品の数量に限りがありますので、売り切れとなる場合がござ

います。 

  ※本イベントについては、当該馬が出走時のイベント販売になり

ます。 

 

 

週末はご家族で福島競馬場へ！ファミリーイベント 

 

仮面ライダービルドショー 

大人気の仮面ライダービルドがやってくる。ショーの後には握手会

も行います！  

【日 時】 ６月３０日（土） 

①１０：５５頃～ ②１４：１５頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 

 

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーショー 

大人気の快盗戦隊ルパンレンジャー＆警察戦隊パトレンジャーがや

ってくる。ショーの後には握手会も行います！  

【日 時】 ７月８日（日） 

①１０：５０頃～ ②１４：１０頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 
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ＨＵＧっと！プリキュアショー 

みんなのお友達・プリキュアがやってくる。ショーの後には握手会

も行います！   

【日 時】 ７月２１日（土） 

①１０：５５頃～ ②１４：１５頃～  

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 

 

ロングレーンホースダンス 

人馬一体となった美しい演技と様々な馬の表情をお楽しみください。 

【日 時】 ７月１４日（土）①１１：５５頃～ 

②１６：４０頃～ 

      ７月１５日（日）①１１：４０頃～ 

②１６：２５頃～ 

【場 所】 ①馬場内さくらんぼひろば ②パドック 

※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。予めご了承ください。 

 

 

福島競馬場１００周年記念 七夕キッズ縁日 

親子写真撮影会、缶バッチ作りワークショップなど、親子で参加可

能なイベントを開催いたします。 

【日 時】 ７月７日（土）１０：００～１６：００ 

【場 所】 馬場内ステージ 

 

＜親子写真撮影会＞ 

 福島競馬場１００周年記念パネルで親子写真を撮影。撮った写真

は記念にプレゼント。 

※１家族につき１枚まで 

 

＜缶バッチをつくろう＞ 

 オリジナル缶バッチをプレゼント。 

  ※お子様１名様につき１回限り 

 

＜水ヨーヨー＆お菓子釣り＞ 

  プールに入った水ヨーヨー、お菓子を釣ることができます。 

  ※お子様１名様につき１回限り 

 

＜消しゴムはんこでうちわ・エコバッグをつくろう＞ 

  好きな色のインクをつけた消しゴムはんこを押して、オリジナル

うちわやエコバッグをつくります。 

  ※お子様１名様につき１回限り（うちわかエコバッグ） 

 

馬場内水遊びコーナー 

猛暑を吹き飛ばす、夏限定の特設コーナー！ 

【日 時】 開催日全日  開門～１６：００ 

【場 所】 馬場内さくらんぼひろば 

※７月１４日（土）・１５日（日）については馬場内広場芝生エリ

アにて行います。 

※持ち込み・持ち出しはご遠慮ください。 

 

「ちょっと一息。」畳敷エリア開設 

親子のくつろげる場として、畳敷エリアを開設！また開催期間中は、



   



18/21

お馬さんペーパークラフトやターフィー塗り絵などのワークショップ

を開催いたします。 

【日 時】 開催日全日  開門～１６：００ 

【場 所】 スタンド１Ｆあっぷる広場 

 

 

おいしいものが大集合！グルメイベント 

 

夏の週替わりフードフェア 

福島競馬開催期間中毎日、馬場内広場ではキッチンカーが出店！馬

場内広場で、週替わりの各種グルメを堪能しよう。 

【場 所】 馬場内広場 

＜コナモンフードフェア＞ 

【日 時】 ６月３０日（土）・７月１日（日） 

開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①ヒートステージ 

      『大阪マヨタコ焼き』  ５００円など 

       ②セブンカラーブリッジ 

      『仙台焼き』        ５００円など 

      ③ケバブエクスプレス 

      『トルティーヤケバブ』  ５００円など 

      ④ＳＨＯＵＳＨＯＵ 

      『明石焼き』         ５００円など 

 

＜ワールドキッチンフェア＞ 

【日 時】 ７月７日（土）・８日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①ヒートステージ 

      『ロコモコプレート』  ８００円など 

      ②セブンカラーブリッジ 

      『ムーピン』          ７００円など 

       ③タカサキヤ 

      『上海焼きそば』   ５００円など 

      ④キマデリ 

      『パニーニ』         ５５０円など 

 

＜ワンハンドフードフェア＞ 

【日 時】 ７月１４日（土）・１５日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①８０’カフェ 

      『おかずクレープ』  ５００円など 

       ②タカサキヤ 

      『牛串』         ５００円など 

      ③ＳＨＯＵＳＨＯＵ 

      『豚串』            ２００円など 

      ④クラブミスティー 

      『佐世保バーガー』  ６００円など 

 

＜サマースイーツフェア＞ 

【日 時】 ７月２１日（土）・２２日（日）開門～予定数終了まで 

【店 名】  ①ヒートステージ 

      『ワッフルスイーツ』         ３５０円など 

       ②８０’カフェ 

      『クレープ』     ５００円など 

      ③セブンカラーブリッジ 

      『バブルワッフル』  ５００円など 
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      ④タカサキヤ 

      『仙台削りイチゴ練乳つき』 ４００円など 

 

横手物産展 

７月２２日（日）に行われる横手特別（１０Ｒ）にちなんで、横手グ

ルメを販売いたします。 

【日 時】  ７月２１日（土）・２２日（日）  

開門～予定数終了まで 

【場 所】  馬場内８１号投票所付近 

【商 品】  横手焼きそば ５００円など 

 

 

夏の福島競馬グルメ応援企画！ 

福島市の飲食店が、夏の福島競馬開催期間中グルメで応援します！

地元で評判の飲食店がラインアップ。ご来店の際は第２回福島競馬イ

ベントチラシをご持参の上、お店のスタッフにご提示ください。（ドリ

ンクサービスなどの特典があります。） 

【対象期間】 ６月２２日（金）～７月２２日（日） 

 また、応援店舗に設置してあるコースターを競馬場にご持参の上、

スタンド１Ｆ総合インフォメーションで、当日購入・確定前の勝馬投

票券１００円分以上ご提示いただいた方にＪＲＡグッズをプレゼント

いたします。 

【日 時】  ６月３０日（土）～７月２２日（日）の土日 

開門～１６：００ 

【場 所】  スタンド１Ｆ総合インフォメーション 

※お一人様１日１枚限りとさせていただきます。 

 

１００周年記念ビール＆七夕ビール販売 

＜１００周年記念ビール＞ 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 馬場内福島路ビール（ターフビジョン裏） 

【商 品】 １００周年記念ビール  ５００円 

＜七夕ビール＞ 

【日 時】 ７月８日（日） 開門～ 

【場 所】 馬場内福島路ビール（ターフビジョン裏） 

【商 品】 七夕ビール  ５００円 ※３００杯限定 

    

競馬場スイーツコレクション 

大人気のスイーツ店が出店！  

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【商 品】 ①北の綿雪 

『北の綿雪 １００周年限定ＤＸ』 ７５０円など 

②ＴＩＤＡ 

『ボンボン』 ８００円など 

【場 所】 ①スタンド１Ｆ１０３号売店（２２番柱付近） 

      ②スタンド２Ｆ２０２号売店（２２番柱付近） 

 

福島競馬場限定！「ふくしま夏競馬 万福べんとう」販売 

駅弁でおなじみの「福豆屋」が福島競馬場オリジナル弁当、そのほ

か福島県の駅弁を販売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ南口エスカレーター付近 

【商 品】 福島競馬場１００周年記念 夏の万福べんとう  

１，０００円など 
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※各日約２００食販売（すべてなくなり次第販売を終了いたします） 

 

炭火焼肉「上杉」弁当販売 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 ①スタンド４Ｆインフォメーション付近 

（指定席エリア） 

②スタンド１Ｆファーストフードプラザ 

【商 品】  福島競馬場１００周年記念 上杉牛タン弁当 

                      １，５００円など 

※各日約２００食販売（すべてなくなり次第販売を終了いたしま

す） 

 

ふくしま餃子の会「中華朴伝」 

ふくしま餃子の会の「中華朴伝」が臨時出店します。福島名物のお

いしい餃子をご堪能ください。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆファーストフードプラザ 

【商 品】 円盤餃子（２０個） １，２００円など 

 

ミスタードーナツ 

おなじみの「ミスタードーナツ」が臨時出店します。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ２０２号売店横 

【商 品】 ドーナツ各種 １００円～ 

 

ＪＲＡジョッキープロデュース清酒「夢馬（ゆめうま）」福島競馬場１

００周年限定モデル販売  協力：日本騎手クラブ 

福島競馬場１００周年を記念して、ＪＲＡジョッキープロデュース

清酒「夢馬（ゆめうま）」の１００周年限定モデルを販売！！そのほか

福島県の地酒も販売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ南口エスカレーター付近 

【商 品】 夢馬 火入れ １，４００円 

※福島県産米（夢の香）使用 

※製造元：大和川酒造店（福島県喜多方市） 

 

福島競馬場１００周年記念オリジナルラベル清酒「金水晶」限定販売  

福島競馬場１００周年を記念して、「ツインターボ」オリジナルラベ

ル版金水晶を限定販売します。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ南口エスカレーター付近 

【商 品】 金水晶 ７００円 

※１００本限定 

※製造元：金水晶酒造（福島県福島市） 

 

競馬場オリジナルペットボトル「駿馬茶」販売 

本年は「ディープインパクト」をデザインしたペットボトル緑茶を

販売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 Ｔｗｏ ｄａｙｓ各店舗 

【商 品】 駿馬茶     １５０円 
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車はあいのりで！バスがお得で便利！ 

 

みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン 

６月３０日（土）～７月８日（日）各日、３名以上乗り合いでＪＲ

Ａ福島競馬場の有料駐車場をご利用になると、駐車料金が半額の５０

０円に！  

【対象駐車場】  第１・第２・第３・第４駐車場 

※駐車場については福島競馬場ホームページからご確認下さい。 

 

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）・七夕賞（ＧⅢ）当日は臨時無料駐車場

を開設 

７月１日（日）ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ）、８日（日）七夕賞（Ｇ

Ⅲ）当日は、あぶくま親水公園臨時駐車場（阿武隈川河川敷）が無料

でご利用いただけます。臨時駐車場から福島競馬場間で無料シャトル

を運行いたしますので、どうぞご利用ください！ 

 

＜あぶくま親水公園臨時無料駐車場＞ 

【開設日】  ７月１日（日）・８日（日） 

【駐車場開設時刻】 ８：００～１７：３０ 

【住 所】  福島県福島市岡部字上川原 

【駐車台数】 約１，０００台 

【駐車料金】 無料 

＜あぶくま親水公園⇔競馬場南口臨時バス停 無料シャトルバス＞ 

【運行時間帯】 あぶくま親水公園始発        ８：３０ 

        競馬場南口臨時バス停発最終便   １７：１０ 

※概ね１０分に１本間隔で運行いたします。  

【運賃】 無料 

 

お帰りは福島駅東口行き直行の臨時バスが便利！ 

 夏の福島競馬開催期間中は競馬場南口臨時バス停発、福島駅東口行

きの直行臨時バスを運行いたします。 

 お帰りも便利な福島交通（株）バスをご利用ください。 

【運行期間】開催日全日 

【運行時間】１５：５０～１６：５０ 

【発車場所】競馬場南口臨時バス停（スタンド南口駐輪場内） 

【運  賃】２３０円 

 

 

 

 

※イベント内容は当日の天候、出演者等の都合・その他の理由により

変更、中止とな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。 

※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。 


