
平成 30年 6月 16日 

ＪＲＡ関西広報室 

 

お知らせ 

 

第 3回中京競馬開催日イベントについて 

 

6月 30日（土）から 7月 22日（日）の毎週土日に行われる第 3回中京競馬開催では、 

7月 1日（日）に「CBC賞（GⅢ）」、8日（日）に「プロキオンステークス（GⅢ）」、22日（日）に

は「トヨタ賞中京記念（GⅢ）」が行われるのをはじめ、熱いレースが毎週末実施されます。そ

れにあわせ、競馬になじみの薄い方にも楽しんでいただけるさまざまなイベントを用意して

おります。皆様お誘いあわせのうえぜひ、ＪＲＡ中京競馬場へお越しください。 

 

 6月 30日（土）～7月 22日（日）グルメイベント                                        

◆本格アジアングルメ&ハイボール! チューキョー アジアンガーデン 

東南アジアをはじめとしたスパイスの効いた本格アジ

アングルメと、軽やかな味わいの知多をはじめ、 

様々な銘柄のハイボールをお楽しみいただける 

グルメガーデンが期間限定でオープン！ 

 

【実施日】 6月 30日（土）・ 7月 1日（日） 

7日（土）・8日（日）・14日（土） 

15日（日）・21日（土）・22日（日）     

【時  間】 開門から 16時 30分頃 

【場  所】 サイレンススズカ広場 

 

◎知多 風香る Bar 

軽やかな味わいの中に感じられる、風香る心地の良い余韻が特徴のウイスキー。 

・知多 風香るハイボール 355ml  600円 

・知多 風香るハイボール すだち添え 355ml  650円 

やわらかな酸味がアクセント。知多の軽やかさとすだちのすがすがしい香りから成る絶妙

なバランスをお楽しみいただけます。 

・知多 山椒香るハイボール 355ml  650円 

ピリッとしたかすかな刺激が特徴。知多の甘い香りが引き締まり、自然由来のさわやかさ

が引き立つ逸品です。 

 

◎外国産ハイボールＢａｒ 

・ジムビームハイボール 420ml  450円 

・メーカーズマークハイボール 420ml  550円 

 



【そのほかのメニュー 全て 420ml】 

・ジントニック……………………… 600円 

・カシスオレンジ…………………… 600円 

・モヒート………………………… 600円 

 

◎店舗名/主なフードメニュー/価格 

・東桜パクチー/トムヤムクンラーメン/300円 

・クンテープ/ガパオライス /700円 

・ラサマンダ/カレー＆ナン/800円 

・たっぷりケバブ/ロールケバブ/500円 

・パンダ号/スイート＆チリから揚げ/600円 

・もりけい/パクチーエスニックから揚げ/600円 

・ケイズカンパニー/ミーゴレン/700円 

・リトルアジアン/焼き小龍包/500円 

・ベビーダカフェ/ベビーダカレー/800円 

・トコトコ/ナシゴレン/700円 

 

※売切れ次第終了となります。 

※すべて税込表記です。 

 

◆北アルプス上高地の清水「かき氷処 中京」 

信州・上高地の名水を使用した、中京競馬場限定のこだわりかき氷をお楽しみください。

【実施日】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土）・8日（日） 

14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）     

    

【時  間】  開門から 16時 30分頃 

【場  所】  サイレンススズカ広場 

【メニュー】 価格は全て 600円（税込） 

◎レギュラーメニュー 

         イチゴのかき氷 

マンゴーのかき氷 

       ◎週替わりメニュー 

         6月 30日（土）・7月 1日（日） 抹茶のかき氷 

7月 7日（土）・8日（日） パイナップルのかき氷 

         7月 14日（土）・15日（日） 桃のかき氷 

         7月 21日（土）・22日（日） ラムネのかき氷 

※売切れ次第終了となります。 

 

 

 



6月 30日（土）・7月 1日（日） CBC 賞[GⅢ] ウィークイベント                                    

◆3回中京オープニングDAY トークショー＆予想会 

SKE48の須田亜香里さん、鎌田菜月さんとKBS京都の 

競馬番組「うまDOKI」 メンバーによる第３回中京競馬の 

オープニングトークショーを開催します。 

【実施日】 6月 30日（土）    

【時  間】 11時 45分頃から    

【場  所】 メディアホール     

【出  演】 須田亜香里（SKE48） 

鎌田菜月（SKE48） 

         曽田麻衣子（うまDOKIキャスター） 

         木村寿伸（KBS京都アナウンサー） 

         牟田雅直（競馬ブック記者） 

 

◆CBC賞にズバリ！レース検討会＆回顧 

CBC ラジオのパーソナリティ北野誠さんによるレース検討会、レース回顧を開催します。ス

ペシャルゲストに CBCテレビ「アイドリぃむ！TV」から生まれた東海選抜アイドルユニット「７

☆３」を招いてCBC賞（ＧⅢ）を盛り上げます。 

 

【実施日】 7月 1日（日） 

 

◎レース検討会  

【時  間】 11時 40分頃から  

【場  所】 メディアホール 

 

◎レース回顧 

【時  間】 16時 25分頃から  

【場  所】 メディアホール 

 

◆ジョッキー登場！スペシャルバックヤードツアー 

検量室前での質問コーナーや写真撮影会など 

ジョッキーとのふれあいも楽しめるスペシャル 

バックヤードツアーを最終レース後に開催します。 

【実施日】 7月 1日（日） 

【受付時間】開門から 15時 00分 

【当選発表】15時 30分頃（抽選で 30名様） 

【ツ ア ー】16時 30分頃から 17時 30分頃 

【受付場所】パドック裏特設ブース 

【ジョッキーイベント司会】 稲富菜穂（タレント）  

※参加ジョッキーは当日受付にて発表します。 



 

◆LINE＠登録者限定プレゼント 

LINE＠に登録しアンケートに回答いただいた方、各日先着で 1,000名様に 

「HOT HOLIDAYS！オリジナル冷感クールタオル」をプレゼント 

【実施日】6月 30日（土）・7月 1日（日） 

【時 間 】開門から（なくなり次第終了） 

【場 所 】パドック裏特設ブース 

※お一人様１回の参加とさせていただきます。 

 

◆チューキョーアジアンガーデン クーポン券プレゼント！ 

CBC賞終了後、翌週からご利用いただける 

チューキョーアジアンガーデンクーポン券 200円分をプレゼント！ 

【実施日】7月 1日（日） 

【時 間 】15時 40分頃から（なくなり次第終了） 

【場 所 】東西入場門 

【配布数】2,000枚 

※お一人様につき 1枚の配布とさせていただきます。 

※お一人様１回のみご利用いただけます。 

※クーポン券は第 3回中京競馬開催期間中、チューキョーアジアンガーデンのフード店舗

でのみご利用いただけます。 

 

7月 7日（土）・8日（日） プロキオン S［GⅢ］ウィークイベント   

◆スポーツ新聞 ご愛読感謝 DAY！2018  主催：名古屋地区新聞即売懇談会  後援：

中部スポーツ紙代表者会 

各スポーツ紙の競馬担当記者が大集合！プロキオンステークス（ＧⅢ）の予想会を開催しま

す。 

【実施日】7月 8日（日） 

【時  間】11時 40分頃から 

【場  所】メディアホール 

【司  会】中野雷太アナウンサー（ラジオ NIKKEI） 

【出  演】山口大輝記者（サンケイスポーツ） 

      寺下厚司記者（スポーツニッポン） 

      内尾篤嗣記者（スポーツ報知） 

      西谷哲生記者（中京スポーツ） 

      黒柳勝博記者（中日スポーツ） 

      藤岡信三記者（日刊ゲンダイ） 

辻敦子記者（日刊スポーツ） 

 

 

 



 

◆夏休みはお出かけしよう！夏のお楽しみ抽選会 

夏にお出かけしたくなるアイテムが当たる抽選会を開催します。 

 

【実施日】7月 8日（日） 

【時 間 】 9時 20分から 15時 30分頃 

【場 所 】パドック裏特設ブース 

【参加条件】お一人様につき当日購入の 1,000円分以上の勝馬投票券 

（合算可・確定前レースのみ）をご提示ください。 

【 賞 品 】 

特賞 LOGOS BBQグリル 3名様 

A賞 旅行＆お楽しみギフトカタログ 10名様 

B賞 Vixenオペラグラス（幸運の馬蹄型ケース付） 20名様 

C賞 HOT HOLIDAYS！ロゴ入りエアクッション 30名様 

※お一人様 1回のご参加とさせていただけます。 

※賞品がなくなり次第終了となります。 

 

7月 14日（土）・15（日） 名鉄杯・アジアウィークイベント                

◆RadioNEO 「OH!MY SATURDAY！」公開生放送 

RadioNEOの「OH！MY  SATURDAY！」をサイレンススズカ広場から公開生放送。 

ゲストに SKE48松村香織さんと谷真理佳さんを迎えて競馬トークも満載で盛り上げます！ 

【実施日】7月 14日（土） 

【時 間 】12時 00分から 14時 00分 

【場 所 】サイレンススズカ広場 

【出 演 】大前亮将(プリンセス金魚) 池岡星香 デラスキッパーズ 

【ゲスト】松村香織 谷真理佳（ともに SKE48） 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆その場でＧＥＴ！「CHUKYOオリジナルキャップ」Special Thanks Day  主催：名新会 

対象店舗で 600円以上お買い求めいただくとお一人様１回、店舗スタッフとじゃんけんがで

きます。じゃんけんの結果が「勝ち」または「あいこ」のお客様には CHUKYO オリジナルキ

ャップをプレゼントいたします。 

【実施日】7月 15日（日） 

【時 間 】開門から（なくなり次第終了） 

【場 所 】ペガサススタンドのレストラン及び売店（新聞売店は除く） 

※先着で総計 400名様、各店舗先着 20名様となります。 

 

◆名鉄オリジナルグッズ販売     主催：名古屋鉄道株式会社 

名鉄杯当日にパノラマステーションにて名鉄杯キーホルダーや新発売の「ペンホルダー」

など、名鉄オリジナルグッズを販売いたします。 

【実施日】7月 15日（日） 

【時 間 】開門から 16時 00分頃  

【場 所 】パノラマステーション 

※商品によっては完売する場合がございます。予めご了承ください 

 

◆名鉄杯 ファンファーレ生演奏！ 

名鉄杯当日、恒例の名鉄ブラスバンドによるファンファーレ生演奏を行います。 

また、お昼休み（11時 40分頃から 11時 50分頃）には、ウイナーズサークルにて演奏会も

実施します。 

【実施日】7月 15日（日） 

【時 間 】15時 25分頃 

【場 所 】ウイナーズサークル 

※雨天等により中止となる場合がございますので、予めご了承ください。 

 

◆競走馬の牧場で生きていく。BOKUJOB広報＆相談コーナー 

実際に牧場で働く BOKUJOB相談員の現状や魅力、気になることなどを 

直接質問ができたり、BOKUJOB事務局員が求人募集の牧場や 

牧場就業促進活動について、わかりやすくご説明します。 

競馬場の牧場で働くことに興味がある方、お気軽に会場までお越しください。 

【実施日】7月 14日（土）・15日（日） 

【時 間 】10時 00分から 15時 00分 

【場 所 】西入場門付近特設ブース 

 

 

 

 

 

 



7月 21日（土）・22（日） トヨタ賞中京記念[GⅢ] ウィークイベント               

◆バイきんぐスペシャルトークショー 

バラエティ番組で活躍中のバイきんぐを招いて 

トークショーを開催します。 

また、トヨタ賞中京記念（GⅢ）の表彰式の 

プレゼンターとしても登場いたします。 

 

【実施日】7月 22日（日） 

◎トークショー 

【時 間 】11時 40分頃から  

【場 所 】メディアホール 

◎表彰式 

【時間】 15時 45頃から  

【場所】 ウイナーズサークル  

※トークショーにはキャプテン渡辺も出演いたします。 

 

◆7 月 22 日（日）はフリーパスの日で入場料無料！フリーパス記念グッズ 中京競馬場オリ

ジナルハンドタオルプレゼント！ 

【実施日】7月 22日（日） 

【時 間 】開門から（なくなり次第終了） 

【場 所 】東西入場門 

※お一人様１枚の配布とさせていただきます。 

※先着 12,000名様となっております。 

 

◆芝コース開放イベント 

レースの興奮冷めやらぬ芝コースの直線部分を今年も開放します。 

西日本最大級の直線の坂で競走馬気分を体験しよう！ 

【実施日】7月 22日（日） 

【時 間 】16時 40分から 17時 20分頃 

※コース内への入場は 17時 15分頃までとさせていただきます。 

※当日の混雑状況により、入場制限をさせていただく場合があります。 

※天候や馬場状態により中止とさせていただく場合があります。 

 

◆夏だ！遊ぼう! わくわく抽選会 

夏休みにぴったりのお子様向けグッズが当たる抽選会を開催します。 

 

【実施日】7月 22日（日）       

【時 間 】9時 20分から 15時 30分頃  

【場 所 】パドック裏特設ブース 

【参加条件】お一人様につき当日購入の 1,000円分以上の勝馬投票券 



（合算可・確定前レースのみ）をご提示ください。 

特賞 ストライダー 5名様  

A賞 トイザらスギフトカード 5,000円分 20名様  

B賞 ウォーターシューティング 40名様  

C賞 お絵かき電子パッド 50名様  

※お一人様 1回のご参加とさせていただけます。 

※賞品がなくなり次第終了となります。 

 

◆来場ポイントキャンペーン Today’s チャンス賞特別版 HOT HOLIDAYS！オリジナル

ターフサンダルが当たる！ 

 

7 月 21 日（土）・22 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」が出たら 2 日間合計で 3,500 名様（21 日[土] 1,000 名様、22 日[日] 

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！ 

 

【実施日】7月 21日（土）・22日（日） 

【受付時間】開門から 16時 00分 

【実施場所】ポイントリーダー設置場所 

        （木馬園付近特設ブース/東入場門イベントブース横） 

【賞品引換場所】ツインハット 1階パドック付近特設ブース 

※当日 16時 00分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。 

※Today’sチャンス賞は当選者が定数に達し次第、抽選は終了となります。 

※その他引換に関する運用につきましては通常と同様になります。 

※賞品引換はレシート発行日当日のみとなります。 

※色はお選びいただけません。   

※サイズはフリーサイズとなります。 

※7 月 21 日（土曜）・22 日（日曜）の Today’s チャンス賞はオリジナルミニタオルの引換は

ございません。 

 

◆スポーツ報知 presents トークショー＆予想会    主催：スポーツ報知 

スポーツ報知杯中京２歳ステークスの検討会をはじめとしたイベントを開催します。 

 

◎トークショー ～小島太が語る「ＧⅠホースの華」～ 

【実施日】7月 21日（土） 

【時 間 】11時 45分頃から 

【場 所 】 メディアホール 

【出 演 】 小島太（スポーツ報知評論家） 

       浜木俊介（スポーツ報知レース部長） 

       大上賢一郎（スポーツ報知競馬記者） 

 



◎能力指数VS競馬記者 予想対決 

【時 間 】①13時 30分頃から ②14時 00分頃から 

      ③14時 30分頃から ④15時 05分頃から 

      各回 15分程度 

【場 所 】サイレンススズカ広場 

【出 演 】大上賢一郎（スポーツ報知競馬記者）、森咲智美（タレント） 

【予想レース】 中京８Ｒ、中京９Ｒ、中京 10R、中京 11R 

※中京９R終了後は中京 10Rと中京 11Rの２レースを予想します。 

 

 

◆競馬エイト&週刊Gallop抽選会・予想会      主催：サンケイスポーツ  

 

当日の競馬エイトまたは、当該週の週刊ギャロップを持参の方を対象にオリジナルグッズが

当たる抽選会を開催します。また、サイレンススズカ広場では天童なこさんを招いてトヨタ賞

中京記念(GⅢ)の予想会を開催します。 

 

【実施日】7月 22日（日） 

 

◎抽選会 

【時 間 】開門から（なくなり次第終了） 

【場 所 】西入場門付近特設ブース 

【人 数 】先着 500名様 

 

◎予想会 

【時 間 】13時 55分頃から 

【場 所 】サイレンススズカ広場 

【出 演 】天童なこ（タレント） 

 

◆愛知トヨタ車両展示コーナー    協力：愛知トヨタ自動車株式会社 

 

この夏イチ推しの「クラウン」「C-HR」「エスクァィア」を特別展示します。 

【実施日】7月 22日（日）        

【時 間 】開門から閉門 

【場 所 】ツインハット 1階パドック側 

 

◆おみくじ馬券で運試し！ 

ぽち袋の中に「あたり」が入っていた方には、素敵な賞品をプレゼント！ 

 

【実施日】7月 21日（土）・22日（日） 

【時  間】21日（土）10時 30分から 15時 00分頃 

      22日（日）10時 30分から 14時 00分頃 



【場 所 】東入場門付近特設ブース 

【販売金額】１セット 500円 

※なくなり次第販売終了とさせていただきます。 

 

◆日本在来馬の野間馬“ミカン”と道産子“ゆき”がやって来る！ 

日本在来馬の“ミカン”と“ゆき”とのふれあい＆チャリティ募金を行います。 

 

【実施日】7月 21日（土）・22日（日）      

【時 間 】開門から 

【場 所 】木馬園付近特設ブース 

※馬の体調などにより、予告なくイベント内容を変更する場合があります。 

 

◎ふれあいタイム 

「在来馬チャリティ募金」を実施します。100円以上募金をいただいた方に缶バッジを進呈

いたします。 

【実施日】7月 21日（土）・22日（日）   

【時 間 】1回目 10時 00分から 10時 30分 

      ２回目 12時 00分から 12時 30分 

      ３回目 14時 30分から 15時 00分 

【場 所 】木馬園付近特設ブース 

※募金は上記時間外にも受付しております。 

 

 レギュラーイベント                                                    

 

◆実使用ゼッケンプレゼント 

中京競馬場のレースで実際に走った馬のゼッケンを抽選でプレゼントします。 

 

【 実 施 日 】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・２２日（日） 

【受付時間】開門から 14時 30分 

【受付場所】東入場門付近イベントブース 

【発表時間】15時 30分 

【引換時間】15時 30分から閉門 

 

◆バックヤードツアー 

パドックはもちろん地下馬道や検量室、さらにはジョッキーを間近で見られるチャンスで

す！ 

 

【 実 施 日 】6月 30日（土）・ 7月 8日（日）・14日（土）・21日（土） 

【受付時間】開門から 11時 30分 



【受付場所】東入場門付近イベントブース 

【発表時間】12時 00分 

【 ツ ア ー 】12時 30分から 

 

◆ビギナーズセミナー 

20分で覚えられるお手軽競馬教室を開催します。 

【実施日】 6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・２２日（日） 

 

◆ターフィーショップのおすすめグッズ 

ツインハット２Fのターフィーショップでは、中京競馬場限定発売のものをはじめ、 

様々な競馬グッズを発売いたします。ぜひお立ち寄り下さい！ 

 

【実施日】 6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・２２日（日） 

【時  間】開門から 

【場 所 】ツインハット２F ターフィーショップ 

 

◆特別競走名にちなんだ物産展 

特別競走名にちなんだ物産展を開催します。 

 

【実施日】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土）・8日（日）・21日（土）・22日（日） 

【時 間 】開門から 

【場 所 】西入場門付近特設ブース 

・6月 30日（土）南知多町（知多特別） 

・7月 1日（日）犬山市（木曽川特別） 

・7月 7日（土）豊明市（豊明ステークス）豊根村（茶臼山高原特別） 

・7月 8日（日）有松絞商工協同組合（有松特別）  

・7月 21日（土）長久手市（長久手特別） 

・7月 22日（日）田原市（渥美特別） 

 

◆2018来場ポイントキャンペーン 

来場したその日にもオリジナル賞品が当たる「Today’sチャンス賞」実施中！さらに 5ポイン

ト獲得毎にもれなく JRAグッズや商品券などの賞品が当たる「ラッキー賞」も。 

【実施日】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日） 

【ポイント発行時間】開門から 17時 00分 

【ポイントリーダー設置場所】木馬園付近特設ブース、東入場門イベントブース横 

【引換場所】ツインハット１階パドック付近特設ブース 

【引換時間】開門から 17時 00分 

 



 キッズファミリーイベント                       協力：名古屋競馬株式会社     

 

◆フローズンスナイパー 

中京競馬場に何かが出現!?みんなで撃ち落とそう！ 

ARガン「snipAR」 で仮想の氷やフルーツモンスターを撃ち落とし、自分だけのかき氷をつ

くるバーチャルアクションゲーム！ 

ラストは人力発電エアロバイクに挑戦してかき氷を作ろう！ 

【実施日】7月 14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日） 

【時  間】開門から 16時 00分（最終受付） 

【場  所】馬場内遊園地 

※各日お一人様 1回の参加とさせていただきます。 

※かき氷は数に限りがございます。 

※小学生以下のお子様のみのご参加とさせていただきます。未就学児のお子様は保護者

同伴でお願いいたします。 

※雨天の場合は、馬場内連絡通路にて実施いたします。 

 

◆HUGっと！プリキュアショー 

【実施日】7月 1日（日） 

【時  間】11時 35分頃から 

【場 所 】馬場内遊園地ステージ 

※ショー終了後、握手会を実施いたします。 

※雨天時は握手・撮影会を馬場内連絡通路にて開催いたします。 

※撮影はお客様お手持ちのカメラでお願いいたします。 

 

◆ウルトラマン R／Bショー 

【実施日】7月 8日（日） 

【時  間】11時 35分頃から 

【場  所】馬場内遊園地ステージ 

※ショー終了後、握手会を実施いたします。 

※雨天時は握手・撮影会を馬場内連絡通路にて開催いたします。 

※撮影はお客様お手持ちのカメラでお願いいたします。 

 

◆おどる水の広場 

ふき出す水でバシャバシャ遊べる「おどる水の広場」で涼しく夏を楽しもう！ 

【実施日】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・２２日（日） 

【場 所 】馬場内遊園地 

 

 

 



◆馬とのふれあいイベント 

【実施日】6月 30日（土）・ 7月 1日（日）・7日（土） 

8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・２２日（日） 

※馬の体重、天候などにより内容が変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承

ください。 

 

 

※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いたしました個人情報は、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、ご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。 

※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に押

印をさせていただきますが、払戻には影響ございません。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、未成年の方にはご参加いただけません

のでご了承ください。 

※詳しくは、JRAホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6/30（土）≫7/22（日）全期間実施UMAJOイベント  

◆あなたもUMAJOデビュー！女性専用エリアUMAJO SPOT 

UMAJO とは、大好きな可愛いウマに会って、ふれて、応援して、ケイバを楽しむ女性たち

のこと。 

UMAJO SPOTは、そんなUMAJOのためのリラックススペースです。 

オリジナルスイーツや無料ドリンクのサービス、プチイベントが盛りだくさん。女性コンシェル

ジュもいるから、競馬場はじめてさんも安心です！ 

懐かしいパノラマカー（名鉄電車）をカフェ空間にしたメインの UMAJO SPOT に加え、パド

ックテラス（ペガサススタンド 3F）でも無料ドリンクを提供。夏の中京競馬場で UMAJO をエ

ンジョイしてみませんか。 

【実施日】6/30（土）・7/1（日）・7/7（土）・7/8（日）・7/14（土）・7/15（日）・7/21（土）・7/22（日） 

【時  間】開門～17：00（最終入場受付 16：30） 

【場  所】パノラマステーション（1両目部分は一般のお客様に開放しております。） 

パドックテラス（ペガサススタンド 3F） 

 

◎オリジナルスイーツ販売 

【場所】パノラマステーション 

数々のスイーツコンテストで受賞歴を持つ、本山で人気の王道フランス菓子の店「PLACE 

au SOLEIL（プラス オ ソレイユ）」のオリジナルスイーツなどがUMAJO SPOTで味わえま

す。 

なかでも今回の目玉は冷たいスイーツ、オリジナルの夏うまデザートが登場します。お楽し

みに！ 

・中京スイーツ  ¥600～  

・週替わりスイーツ  ¥500～ 

 

ロリポップ好きにはたまらない、中京のダーラナホースカラーのキャンディーが登場♪もち

ろん中京競馬場オリジナルです。 

・うまキャンディー  ¥300 

 

 

宇治抹茶を贅沢に使った、祇園辻利自慢のこだわりカステラ。キュートなダーラナホースの

焼印にほっこり。濃厚な抹茶のあじわいを、レースの合間のお楽しみに。 

・UMATCHA カステラ ¥750 

 

 

 

※金額には消費税が含まれています。 

※商品が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。 

 

◎ワンドリンク無料サービス（毎開催日実施） 



【場所】パノラマステーション、パドックテラス 

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！ 

※お一人様ドリンク 1杯までとさせていただきます。 

※セルフサービスです。 

※持ち出しはご遠慮ください。 

 

◎プチ講座（毎開催日実施）（各日先着 10名様） 

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、女性スタッフがはじめてさん向け

にご紹介します。 

【時間】13:00頃～ ※20分程度 

【受付】パノラマステーション  開門～  

※定員になり次第、受付終了。  

 

◎バックヤードツアー（抽選 10名様） 

中京競馬場の裏舞台をご案内！一般ファンが入れないエリアを、解説つきで見学できるツ

アーです。 

【日程】7/8（日）・7/15（日） 

【受付】パノラマステーション 開門～14:30 

【時間】〔発表〕15:00 〔実施〕15:50頃～※30分程度。  

※ご参加希望人数が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。  

 

◎ジェルネイルサービス（各日抽選 40名様） 

枠色や中京オリジナルデザインが楽しい、ネイルアートのサービスを実施します！ 

【日程】6/30（土）・7/7（日）・7/22（日） 

【受付】パノラマステーション 9:20～16:30  

【時間】9:20～17:00 

※ご希望の指 2本にシールを使ったアートをいたします。  

※お一人様につき当日購入の勝馬投票券 500円以上（確定前のレースのみ）をご提示くだ

さい。 

※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カメラ女子講座（各回先着 5名様） 

競馬場で楽しむついでに一眼レフカメラも詳しくなっちゃおう！30分のお手軽レッスンでス

キルアップしましょう！通常では入れないメディアブースでの特別レッスンです！ 

【日程】7/14（土） 

【受付】パドックテラス  開門～ 

【時間】：10：00～、11：00～、14：00～、15：00～  ※各 30分程度。  

※一眼レフカメラをご持参ください。 

 

◎グループ来場プレゼント（毎開催日実施）（各日先着 30名様） 

A賞 UMAJO パスケース 



B賞 UMAJO てぬぐい 

C賞 UMAJO マグネット（いずれか 1つ） 

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（確定前の

レースのみ）をご提示いただいた方のみご参加いただけます。 

【受付】パノラマステーション  9:20～ 

※賞品がなくなり次第終了。   

※ご参加いただく方全員の勝馬投票券提示が必要です。 

※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（毎開催日実施）（各日先着 30名様） 

UMAJO SPOTや中京競馬場での写真に“#s2umajo”をつけて SNSへ投稿。投稿画面を

UMAJO SPOT内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! 

【受付】パノラマステーション  開門～ ※賞品がなくなり次第終了。   

※ご参加はお一人様 1開催 1回限りです。 

※投稿は、第三者の権利を侵害するもの・第三者を誹謗中傷し、プライバシーを侵害する

もの・その他公序良俗に反し、または反するおそれのあるものはご遠慮ください。 

 

◎UMAJO抽選会（各日先着 300名様） 

女性に人気の高いグッズが当たる、女性限定抽選会を行います。 

【日程】7/1（日）・7/21（土） 

【受付】パノラマステーション  9:20～15:45 

【時間】9:20～16:00 

※お一人様につき当日購入の勝馬投票券 200円以上（確定前のレースのみ）をご提示くだ

さい。 

※抽選へのご参加は、20歳以上の女性のお客様お一人様に 1日 1回限りです。 

 

 

※UMAJO SPOTは女性のお客様専用のスペースです。 

（男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。未就学児のお子様は、保護者の

方とご入場ください。また、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。） 

※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。） 

※飲食物の持ち込みはお断りさせていただきます。 

※スイーツ・雑貨販売は数に限りがございます。予定数がなくなり次第終了となります。 

※表示価格は税込です。 



※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、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に押

印をさせていただきますが、払戻には影響ございません。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、未成年の方にはご参加いただけません

のでご了承ください。 

※詳しくは、JRAホームページをご覧ください。 

 

 


