
平 成 ３０年 １１月 １８日 

Ｊ Ｒ Ａ 関 西 広 報 室 

 

お 知 ら せ 

 

第 5 回阪神競馬開催日〔12 月 1 日（土）～12 月 28 日（金）〕イベントの 
お知らせ 

 

 

～～～スペシャルイベント～～～ 

 

○ 第 5 回関西蚤の市 ＜主催：手紙社・JRA 阪神競馬場＞ 

古家具・古雑貨・古書などの古き良き物に出会える二日間。青空の下でのライブステージやワ

ークショップなどお買い物以外のお楽しみも盛りだくさんです。 

開催日時 12/1（土）・12/2（日） 9：00～16：00 

場所  イベント広場 

 

○ 阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ） ニューヨーク・ヤンキース 田中将大選手が来場！ 

ニューヨーク・ヤンキース 田中将大選手をスペシャルプレゼンターとしてお招きいたします！ 

【表彰式プレゼンター】 

開催日時 12/9（日） 15：45 頃～ 

場所  芝コース内表彰式会場 

 

○ 朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ） 飯豊まりえさんが来場！ 

ドラマや映画で活躍中の女優・飯豊まりえさんをスペシャルプレゼンターとしてお招きいたしま

す！ 

【トークショー】 ＜協力：日刊スポーツ＞ 

開催日時 12/16（日） 11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

【表彰式プレゼンター】 

開催日時 12/16（日） 15：45 頃～ 

場所  芝コース内表彰式会場 

【レース回顧】 ＜協力：日刊スポーツ＞ 

開催日時 12/16（日） 16：30 頃～ 

場所  パドック 

 

 

 



○ 来場ポイントキャンペーン Today’s チャンス賞特別版が当たる！ 

2018 来場キャンペーン「Today’s チャンス賞」が、日替わりでスペシャルな賞品が当たります！ 

開催日 12/9（日）・12/16（日）・12/28（金） 

受付時間 開門～16：00 

賞品・人数 12/9（日）・12/16（日）：オリジナル勝負服ダイアリー 各日 1,000 名様 

  12/28（金）：HOT HOLIDAYS！オリジナルエコカイロ 2,000 名様 

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（引換は 17：00 まで） 

 

 

～～～トークショー・ライブ・抽選会イベント～～～ 

 

○ うま DOKI スペシャル チャレンジカップ（ＧⅢ）ドキドキ予想 

開催日時 12/1（土） 11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  八田亜矢子（タレント） ほか 

 

○ スポニチスペシャル トークショー＆抽選会 ＜主催：スポーツニッポン＞ 

【トークショー】 

開催日時 12/9（日） 11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  池江泰郎（元 JRA 調教師） ほか 

【レース回顧】 

開催日時 12/9（日） 16：30 頃～ 

場所  パドック 

出演  池江泰郎（元 JRA 調教師） ほか 

【抽選会】 

開催日時 12/9（日） 開門～ 

場所  正門西側 

人数  先着 1,000 名様 

 

○ ＧⅠファンファーレ生演奏 

開催日時 12/9（日）・12/16（日） 阪神 11 レース発走直前 

場所  ウイナーズサークル 

演奏  12/9（日）：大阪音楽大学 

  12/16（日）：陸上自衛隊第 3 音楽隊 

 

 



○ UMACA 会員限定抽選会 

開催日時 12/9（日） 9：30～17：00 

場所  イベント広場 

人数  先着 1,000 名様 

賞品  モバイルチャージャー、IC カードステッカー など 

その他 香港国際競走をご購入された UMACA 投票ご利用明細 400 円（複数枚可）以上 

をご提示ください。 

 

○ 日刊スポーツ抽選会 ＜主催：日刊スポーツ＞ 

開催日時 12/16（日） 開門～ 

場所  正門西側 

人数  先着 1,500 名様 

 

○ MBS ラジオ「亀山つとむのスポーツマンデー！」公開収録 

開催日時 12/22（土） 11：40 頃～ 

場所  イベント広場 

出演  掛布雅之、槙原寛己、亀山つとむ ほか 

 

○ 競馬 BEAT＆うまン chu コラボスペシャルトーク 

開催日時 12/23（祝・日） 11：55 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  杉崎美香・麒麟 川島明（競馬 BEAT キャスター） ほか 

 

○ クリスタル ケイ クリスマストークショー＆パドックライブ 

【トークショー】 

開催日時 12/23（祝・日） 13：15 頃～ 

場所  イベント広場 

【パドックライブ】 

開催日時 12/23（祝・日） 16：35 頃～ 

場所  パドック 

 

○ Xmas 福袋抽選会 

開催日時 12/23（祝・日） 9：20～ 

場所  イベント広場 

人数  先着 2,000 名様 

賞品  JRA オリジナルクリスマス福袋 

その他 当日購入された勝馬投票券、または UMACA 投票ご利用明細 1,000 円（複数枚 

  可）以上をご提示ください。 



○ うま DOKI スペシャル ホープフルステークス（ＧⅠ）ドキドキ予想 

開催日時 12/28（金） 11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  小島梨里杏（女優）、曽田麻衣子（うま DOKI キャスター） ほか 

 

○ プレイバック阪神競馬 2018！ 「タートピッ！」抽選会＆トークショー 

【抽選会】 

開催日時 12/28（金） 9：20～ 

場所  イベント広場 

人数  先着 2,800 名様 

賞品  オリジナル DVD、オリジナルクオカード など 

その他 当日購入された勝馬投票券、または UMACA 投票ご利用明細 500 円（複数枚 

  可）以上をご提示ください。 

【トークショー】 

開催日時 12/28（金） 16：35 頃～ 

場所  パドック 

出演  東馬場なな・磯道はるか（「タートピッ！」リポーター） ほか 

  

○ そのだけいば presents 年忘れイベント！ 

【そのたん＆ご当地キャラ＆SKN フラッシュ 8 大集合】 

開催日時 12/28（金） 11：25 頃～ 

場所  イベント広場 

【紅白予想合戦！】 

開催日時 12/28（金） 11：50 頃～ 

場所  イベント広場 

出演  西村寿一（OBC ドラマティック競馬総合司会） 

  三宅きみひと（園田競馬実況アナウンサー） ほか 

 

 

～～～販売・プレゼントイベント～～～ 

 

○ 「女性フリーパスの日」プチギフトプレゼント 

開催日時 12/9（日） 開門～ 

場所  イベント広場 

人数  女性限定 先着 2,000 名様 

賞品  プチスイーツキャンドル 

 

 



○ 2019JRA カレンダープレゼント 

開催日時 12/9（日） 開門～ 

場所  各入場門 

その他 お一人様 1 つ限りとさせていただきます。 

 

○阪神 2 歳ＧⅠオリジナルグッズ販売 

開催日時 12/8（土）・12/9（日）・12/15（土）・12/16（日） 開門～ 

場所  ターフィーショップ（スタンド店・イベント広場店） 

販売品 マフラータオル、出走馬ボールペン など 

その他 マフラータオルの販売はスタンド店のみとなります。 

 

○阪神 2 歳ＧⅠオリジナルゼッケン販売 

開催日時 12/9（日）・12/16（日） 開門～ 

場所  イベント広場 

販売品 出走馬ミニゼッケン など 

その他 同一商品は、お一人様 5 点までの購入とさせていただきます。 

 

○阪神 2 歳ＧⅠ記念入場券発売 

開催日時 12/9（日）・12/16（日） 開門～ 

場所  各入場門 

発売枚数 各 10,000 枚限定 

 

○有馬記念マフラータオル限定販売 

開催日時 12/22（土）・12/23（祝・日） 開門～ 

場所  ターフィーショップ（スタンド店・イベント広場店） 

 

 

～～～グルメイベント～～～ 

 

○ 肉もんグランプリ＠阪神競馬場 

開催日時 12/8（土）～12/28（金）の開催日 開門～ 

場所  イベント広場 

販売品 ステーキ丼、大分中津からあげ、牛ハラミ丼 など 

 

 

 

 

 



○ 「サッポロ生ビール黒ラベル JRA 有馬記念缶」限定販売 

開催日時 全開催日 15：00～ 

場所  正門東側 

販売数量 440 セット 

販売価格 1,500 円（6 本組） 

 

○ 有馬記念特製お重弁当限定販売 

開催日時 12/23（祝・日） 開門～ 

場所  正門東側 

販売数量 100 個限定 

販売価格 2,000 円 

 

 

～～～ファミリーイベント～～～ 

 

○ HUG っと！ プリキュア ショー 

開催日時 12/9（日）  1 回目 11：40 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 

 

○ 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 12/16（日）  1 回目 11：40 頃～  2 回目 14：30 頃～ 

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 

 

○ 仮面ライダージオウ ショー 

開催日時 12/28（金） 1 回目 11：40 頃～ 2 回目 14：35 頃～ 

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 

 

 

 

 

 

 



～～～レギュラーイベント～～～ 

 

○ おみくじ馬券で運試し！ 

 コンピューターがランダムに選んだ「おみくじ馬券（クイックピック投票券）」を特製のぽち袋に入

れて限定販売いたします！ 

開催日時 12/1（土）～12/23（祝・日）の開催日 11：00～ 

場所  正門東側 

販売内容 3 連複 500 円分（100 円×5 ベット） 

  あたり付き（クオカード 500 円分） ※12/1（土）・12/2（日）は除く 

 

【関西蚤の市×おみくじ馬券】 

 おみくじ馬券に同封された「枠色カード」が当日の阪神 11 レースの優勝馬と同じ枠色の方にプ

レゼント！ 

開催日時 12/1（土）・12/2（日） 11：00～ 

場所  正門東側 

人数  先着 2,400 名 

賞品  オリジナル豆皿 

 

○ 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 12/1（土）～12/28（金）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 

 

○ 2018 来場ポイントキャンペーン 

 お手持ちの JRA-UMACA、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！ 

開催日時 12/1（土）～12/28（金）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・木村・福島 

電話０７９８－５１－７１５１ ※ 月・火・祝日を除く９:００～１７：００ 


