
   平成 30 年 12 月 13 日 

 ＪＲＡ報道室  

 

お 知 ら せ 

 

有馬記念スペシャル企画「有馬戦士ガンダム」について 

 

ＪＲＡは 12 月 23 日（祝・日）に中山競馬場で開催される第 63 回有馬記念（GⅠ）に先立ち、来年

40 周年を迎える大人気アニメ「機動戦士ガンダム」とコラボレーションしたスペシャル企画「有馬

戦士ガンダム」を 12 月 13 日（木）よりスタートします。 

平成最後の有馬記念を盛り上げる特設 WEB サイトやイベントを多数ご用意しておりますので、どう

ぞお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特設 WEB サイト「有馬戦士ガンダム」 

【日時】  

12 月 13 日（木）11 時 00 分公開（予定）  

【URL】  

https://umabi.jp/arima-gundam/ 

【内容】  

アムロ役声優の古谷徹氏とシャア役声優の池田秀一氏が再び集結、ガンダムの世界観と有馬記念が融合

したオリジナル動画「NEW TYPE MOVIE」、人気キャラクター「シャア」と競馬の魅力に触れるゲームコン



テンツ「育成のシャア～ジオン競馬場で学べ～」、オリジナル「ガンダム馬券」が生成される「ハロガチ

ャ」、さらに、これらコンテンツと連動した豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○街頭イベント「有馬戦士ガンダム スペシャルイベント＠サナギ SHINJUKU」 

アムロ役声優の古谷徹氏が登場するトークショーのほか、巨大ガンダム馬像やキタサンブラックオ

リジナルガンプラの展示、歴代有馬記念優勝馬展示「平成の有馬戦士たち」などのイベントを開催し

ます。 

【期間】  

12 月 20 日（木）～22 日（土）11 時 00 分～21 時 00 分 

【場所】  

サナギ SHINJUKU イベントスペース（東京都新宿区新宿３丁目３５−６） 

【内容】 

■古谷徹トークショー 

古谷徹氏がトークイベントに登場！オリジナル動画の収録秘話や有馬記念の予想を行います。 

【日時】12 月 21 日（金）16 時 30 分～（予定） 

 

■ガンダム馬像＆キタサンブラックオリジナルガンプラ展示 

  本コラボにより史上初！となる高さ 2.6ｍの巨大ガンダム馬像を展示します。また、1/48 スケー

ルメガサイズガンダムを、第 62 回有馬記念優勝馬キタサンブラックオリジナルデザインでカラー

リングしたガンプラが出現！！ 
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■歴代優勝馬展示「平成の有馬戦士たち」 

平成の有馬記念優勝馬 26 頭を紹介するパネル展示を行います。中には、あのアムロの声で紹介さ

れている優勝馬も！ 

 

■オリジナルノベルティ 

特設サイト画面の提示、または「#新宿 #ガンダム」での SNS 投稿をしていただいたお客様、各日

先着 2,000 名様に、全 10 種ある「ガンダム名場面シーンステッカー」のうち 6 種類（各日 2 種類、

1,000 枚ずつ）をプレゼントします。 

 

■中山競馬場「有馬戦士ガンダム」限定抽選会参加券付きチラシ配付 

12 月 28 日（金）【ホープフルステークス（ＧＩ）当日】の中山競馬場で行われる限定グッズ抽選

会参加券付きチラシを配付します。 

 

○有馬戦士ガンダム スペシャルイベント＠東京競馬場 

12 月 23 日（祝・日）【有馬記念（GⅠ）当日】の東京競馬場では、オリジナルグッズが当たる限定

抽選会のほか、歴代有馬記念優勝馬展示「平成の有馬戦士たち」、ガンダム馬像やキタサンブラックオ

リジナルガンプラの展示などのイベントを開催します。 

 

■オリジナルグッズが当たる！「有馬戦士ガンダム」限定抽選会 

12 月 23 日（祝・日）に東京競馬場で購入した勝馬投票券、または UMACA 投票ご利用明細 500 円

分以上購入（複数枚可）をご提示いただいた方、先着 5,000 名様を対象に抽選でオリジナルグッズ

をプレゼントします。 

【日時】  

12 月 23 日（祝・日）9 時 00 分から  

【場所】  

東京競馬場 ウオッカ馬像前 

【賞品】 

Ａ賞：QUO カード 10 種セット（5,000 円券相当）         10 名様 

Ｂ賞：オリジナル T シャツ                  120 名様 

Ｃ賞：QUO カード 1 種                     50 名様 

参加賞：ガンダム名場面シーンステッカー          5,000 名様 
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※ご参加はお一人様１回限りとなります。なお、未成年の方はご参加いただけません。 

※賞品の引換えは当日限り、17 時 00 分までとなります。 

※定員に達し次第、抽選会は終了となります 

※Ｃ賞：QUO カードのデザインはお選びいただけません。 

 

■歴代有馬記念優勝馬展示「平成の有馬戦士たち」 

平成の有馬記念優勝馬 26 頭を紹介するパネル展示を行います！サナギ SHINJUKU イベントスペー

スでは聞くことができなかった「あの名馬」の解説も！ 

【場所】 

東京競馬場 イーストホール 

 

■中山競馬場「有馬戦士ガンダム」限定抽選会参加券付きチラシ配付 

12 月 28 日（金）【ホープフルステークス（ＧＩ）当日】の中山競馬場で行われる限定グッズ抽選

会参加券付きチラシを配付します。 

 

 

○有馬戦士ガンダム スペシャルイベント＠中山競馬場 

12 月 28 日（金）【ホープフルステークス（GⅠ）当日】の中山競馬場では、オリジナルグッズが当

たる限定抽選会のほか、ガンダム馬像やキタサンブラックオリジナルガンプラの展示、ガンプラワー

クショップなどのイベントを開催します。 

 

 

■オリジナルグッズが当たる！「有馬戦士ガンダム」限定抽選会 

サナギ SHINJUKU、東京競馬場、一部の有馬記念街頭イベント会場で配布された参加券付チラシと、 

12 月 28 日（金）に中山競馬場で購入した勝馬投票券 500 円分の提示、さらに合言葉（今年の有馬

記念の優勝馬名）をお答えいただいた方、先着 500 名様を対象に抽選でオリジナルグッズをプレゼ

ントします。 

 

【日時】  

12 月 28 日（金）9 時 20 分から  

【場所】  

中山競馬場 B1F ベンジャミンプラザ特設ブース付近 

【賞品】 

Ａ賞：QUO カード 10 種セット（5,000 円券相当）                 10 名様 

Ｂ賞：オリジナル T シャツ                   40 名様 

参加賞：ガンダム名場面シーンステッカー３種セット      500 名様 

A 賞 B 賞 C 賞 参加賞 
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※ご参加はお一人様１回限りとなります。なお、未成年の方はご参加いただけません。 

※賞品の引換えは当日限り、17 時 00 分までとなります。 

※定員に達し次第、抽選会は終了となります。 

 

 

 

 

 

■ガンプラワークショップ 

実際のガンプラ作りを体験できる「ガンプラワークショップ」を開催します。 

なお、ご参加の際には、アンケートへのご協力が必要となります。 

 

【実施時間】 

12 月 28 日（金）全 4 回実施 40 名ずつ（各回約 50 分程度） ※入替制 

第１回 10 時 30 分から   

第 2 回 11 時 40 分から 

第 3 回 13 時 00 分から 

第 4 回 14 時 20 分から 

 【整理券配布時間】  

12 月 28 日（金） 

【第１回、第２回】  9 時 30 分から  

【第３回、第４回】  12 時 00 分から  

※それぞれ先着順で配布いたします。  

【整理券配布場所】  

中山競馬場 B1F ベンジャミンプラザ特設ブース付近 

 

 

※ご参加はお一人様 1 回限りとなります。なお、未成年の方は、保護者同伴でのご参加となります。

※6 歳未満の方はご参加いただけません。 

※実施場所は中山競馬場スタンド特設会場となりますので、受付時にご案内いたします。 

※定員に達し次第、受付終了となります。 

 

 

A 賞 B 賞 参加賞 
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