平 成 ３０年 ９月 ２日
ＪＲＡ関 西 広 報 室

お 知 ら せ

第 4 回阪神競馬開催日〔9 月 8 日（土）～9 月 30 日（日）〕イベントの
お知らせ
～～～秋競馬スペシャルイベント～～～
○ ビアコレ＠阪神競馬場
阪神競馬場オリジナルビールをはじめとする世界各国の人気ビールが大集合！おつまみにぴ
ったりなグルメも見逃せない。心地いい秋空のもと、一緒に楽しもう。
開催日時

9/8（土）～9/30（日）の競馬開催日 開門～

場所

イベント広場

販売品

阪神競馬場オリジナルビール「ウマ勝った！」、ヴァルシュタイナー、ハイネケン、
イベリコ豚フランク、アフリカンチキン など

※販売品は日によって異なります。
【ビアコレ 2018 りゅうちぇると乾杯セレモニー】
りゅうちぇるさんが競馬場に来場！ビールにちなんだトークや、産経賞セントウルステークスの
大胆予想も？
開催日時

9/9（日） 12：20 頃～

場所

イベント広場

○ ビアうま ワールドミュージックランチセッション
世界各国の音楽を披露するステージショーの開演。ビールを片手に陽気なメロディに合わせて、
飲んで、歌って、盛り上がろう！
開催日時

9/9（日）、9/16（日）、9/17（祝・月）、9/23（祝・日）、9/30（日）
1 回目 11：30 頃～

2 回目 14：00 頃～

場所

イベント広場

演目

9/9（日）

ドイツ・ビア楽団

9/16（日）

スペイン・フラメンコ

9/17（祝・月）

南米・フォルクローレ

9/23（日・祝）

ハワイ・フラダンス

9/30（日）

ブラジル・サンバ

○ おうまはともだち Special Week
お馬の魅力がギュギュッと詰まった 2 日間。楽しく触れ合って、お馬と友達になろう！
開催日時

9/16（日）、9/17（祝・月） 10：00～

場所

スカイパークステージ、ポニーリンク など

内容

スペシャルホースショー、蹄鉄造り実演、ワークショップ など

○ 第 11 回 ジョッキーフェスティバル
憧れのジョッキーに会えるチャンス！
開催日時

9/23（祝・日） 最終レース終了後～

場所

センターステージ・ウィナーズサークルほか

内容

トークショー、チャリティオークション、ポニー乗馬、写真撮影会、
サイン会、木馬体験 など

※ポニー乗馬、写真撮影会、サイン会への参加は抽選となります。
抽選受付時間

開門～13:00

場所

イベント広場

（発表時間 14:30 頃）

【ジョッキースプリント応援カード配布】
ジョッキーたちによるスプリントレース！優勝ジョッキーの応援カードをお持ちの方にオリジナ
ルグッズをプレゼントいたします。
時間

9：20～

場所

イベント広場

人数

先着 2,000 名

※お一人様一枚限り。
※当日購入の勝馬投票券 100 円分をご提示ください。

引換場所

正門西側

※引き換えは 9/23（祝・日）当日限りとなります。（閉門まで）

【チャリティゼッケン販売】
一部のゼッケンはジョッキーのサイン入り！
時間

9：20～

場所

イベント広場

価格

1 枚 1,000 円

枚数

限定 700 枚

※ ゼッケンはお選びいただけません。
※ チャリティの売上金は平成 30 年西日本豪雨災害の被災地に寄付いたします。

～～～トークショー＆抽選会～～～
○ 産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）レース予想＆抽選会 【サンケイスポーツ主催】
【予想検討会】
開催日時

9/9（日） 11：30 頃～

場所

センターステージ

出演

天童なこ（タレント） 他

【競馬エイト＆週刊 Gallop 抽選会】
開催日時

9/9（日） 開門～

場所

正門西側

人数

先着 500 名様

○ ローズステークス（GII）枠色抽選会
ローズステークスで 1 着になった馬の枠色と同じ色の抽選券をお持ちの方に WAX サシェをプレ
ゼント！
開催日時

9/16（日） 9：20～15：00

場所

イベント広場

人数

女性先着 800 名様

引換

阪神 11 レース確定後～17：00

賞品

WAX サシェ（ルームフレグランス）

○ 競馬 BEAT＆うまン chu コラボスペシャルトーク
開催日時

9/16（日） 11：30 頃～

場所

センターステージ

出演

麒麟・川島明（お笑い芸人）、横山ルリカ（タレント） 他

○ 日刊スポーツトークショー＆抽選会 【日刊スポーツ主催】
【トークショー】
開催日時

9/17（祝・月） 11：30 頃～

場所

センターステージ

出演

瀬戸サオリ（タレント）、佐藤哲三（日刊スポーツ評論家）

【抽選会】
開催日時

9/17（祝・月） 開門～

場所

正門西側

人数

先着 1,000 名様

○ 大阪スポーツ杯トーク予想＆抽選会 【大阪スポーツ主催】
【武藤敬司の大阪スポーツ杯予想一本勝負】
開催日時等

9/22（土）
（1）11：25 頃～ 予想トークショー（センターステージ）
（2）13：20 頃～ 乾杯トークショー（ベント広場）
（3）15：45 頃～ 表彰式プレゼンター（ウイナーズサークル）

出演

武藤敬司（プロレスラー） 他

【抽選会】
開催日時

9/22（土） 開門～

場所

正門西側

人数

先着 400 名様

○ カミナリが神戸新聞杯（ＧⅡ）に登場
人気お笑いコンビ、カミナリのお二人が阪神競馬場に登場！
開催日時

9/23（祝・日）
（1）12：20 頃～ （2）14：30 頃～

場所

イベント広場

出演

カミナリ（お笑い芸人） 他

○ デイリースポーツトークショー＆抽選会 【デイリースポーツ主催】
【神戸新聞杯（ＧⅡ）レース予想】
開催日時

9/23（祝・日） 11：30 頃～

場所

センターステージ

出演

狩野恵輔（デイリースポーツ評論家） 他

【抽選会】
開催日時

9/23（祝・日）

場所

正門西側

人数

先着 500 名様

開門～

○ うま DOKI スペシャル シリウスステークス（ＧⅢ）ドキドキ予想
CM で話題の井桁弘恵さんが競馬場に来場！シリウスステークスの予想を披露していただきま
す。
開催日時

9/29（土） 11：30 頃～

場所

センターステージ

出演

井桁弘恵（女優） 他

○ スプリンターズステークス（ＧⅠ）予想検討会 【サンケイスポーツ主催】
開催日時

9/30（日） 11：25 頃～

場所

センターステージ

出演

山口実香（タレント） 他

～～～ビギナー・女性・ファミリーイベント～～～
○ シニアサンクスデー
敬老の日である 9/17（祝・月）はシニアサンクスデーとして、競馬を長年ご愛顧いただいているシ
ニアのお客様へプレゼントいたします。
開催日時

9/17（祝・月） 開門～

品目・人数

（１）光るボールペン「ライトニング」 先着 8,400 名様
（２）メガネ型ルーペ 先着 1,400 名様

場所

（１）各入場門
（２）各インフォメーション

※ シニアのお客様限定となります。
※ なくなり次第終了となります。
○ 快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー スペシャルショー
開催日時

9/9（日）

1 回目 11：30 頃～

場所

スカイパークステージ

2 回目 14：30 頃～

※ ショー終了後はお手持ちのカメラによる写真撮影会を行います
※ 雨天時は写真撮影会のみとなります
○ 仮面ライダージオウ ショー
開催日時

9/23（祝・日） 1 回目 11：30 頃～ 2 回目 14：30 頃～（写真撮影会のみ）

場所

スカイパークステージ

※ ショー終了後はお手持ちのカメラによる写真撮影会を行います
※ 雨天時は写真撮影会のみとなります
○ HUG っと！ プリキュア ショー
開催日時

9/30（日）

1 回目 11：25 頃～

場所

スカイパークステージ

2 回目 14：20 頃～

※ ショー終了後はお手持ちのカメラによる写真撮影会を行います
※ 雨天時は写真撮影会のみとなります

○ 阪神競馬場 UMAJO SPOT オープン♪
女性のための空間「UMAJO SPOT」がオープン！限定のスイーツやドリンクもご用意しておりま
す♪
開催日時

9/8（土）～9/30（日）の開催日 開門～17：00（最終入場受付 16：30）

場所

スタンド 3 階西側テラス

内容

ドリンク（無料）、オリジナルスイーツ販売など

～～～レギュラーイベント～～～
○ 2018 来場ポイントキャンペーン
お手持ちの交通系 IC カード、流通系 IC カード、「おサイフケータイ」機能付携帯電話をポイントリ
ーダーにタッチすると、1 日１ポイント（初回タッチは 3 ポイント）獲得できます。5 ポイント獲得ごとに
JRA グッズや商品券などがもれなく当たる「ラッキー賞」をご用意。さらに、来場したその日に賞品
が当たる「Today’s チャンス賞」も実施します。
開催日時

9/8（土）～9/30（日）の開催日 開門～17:00

受付場所

（ポイントリーダー設置場所）

正門付近、パドック北側付近

（賞品引換場所）

正門東側

※ 「Today’s チャンス賞」は当日 16：00 までにタッチされた方が対象です。

詳しくは JRA ホームページをご確認ください。
※イベント内容は、天候、その他都合により変更、中止する場合がございますので、
あらかじめご了承願います。

＜本件にかかるお問合せ＞
JRA 阪神競馬場 お客様事業課 担当：桑原（クワハラ）・木村（キムラ）・福島（フクシマ）
電話０７９８－５１－７１５１ ※ 月・火・祝日を除く９:００～１７：００

