２０１９年 ２月 ９日
ＪＲＡ関 西 広 報 室

お 知 ら せ

第 1 回阪神競馬開催日〔2 月 23 日（土）～3 月 17 日（日）〕
イベントのお知らせ
1949 年 12 月 3 日に開場した阪神競馬場は、多くのお客様に支えられ、今年で 70 周年を迎
えました。今後とも、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

～～～スペシャルイベント～～～
○ メモリアルレースカード
阪神競馬場で生まれた名勝負や名馬をカードにしたスペシャル企画！歴代優勝馬の記憶
に残るレースシーンをおさめたメモリアルカードをプレゼントいたします！
受付日時

3/2（土）・3/9（土）・3/10（日）・3/17（日） 開門～

受付場所

正門東側

○ 阪急杯（GⅢ）スペシャルイベント
【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！】
阪急杯当日は、2019 来場キャンペーン「Today’s チャンス賞」が特別版！JRA×Hankyu
Densha コラボグッズをプレゼント！
受付日時

2/24（日） 開門～16：00

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

人数

抽選で 500 名様

賞品

JRA×Hankyu Densha コラボタンブラー

【阪急電車グッズ「Hankyu Densha」シリーズ販売】
阪急電車オリジナルグッズを阪神競馬場で販売いたします。
開催日時

2/24（日） 開門～

場所

正門東側

【阪急杯表彰式のプレゼンター（ちびっ子駅長）大募集！】
阪急電車駅長さんの制服を着て、表彰式に参加しよう！
受付日時

2/24（日） 開門～13：00

受付場所

イベントカウンター

人数

小学生以下のお子様 1 名様

当選

14：00 に総合インフォメーション前の掲示板にお名前を掲示いたします

○ 阪神競馬場開場 70 周年記念第 1 回阪神競馬メモリアル抽選会
阪神競馬場 70 周年を記念して、オリジナルグッズが当たる抽選会を実施いたします！
開催日時

3/17（日） 9：20～

場所

イベント広場

人数

先着 3,000 名様

条件

当日購入の勝馬投票券もしくは UMACA 投票履歴 500 円分以上のご掲示

賞品

Ａ賞：70 周年記念アクリル万年スケジュール
Ｂ賞：勝負服デザインコットンハンカチ
Ｃ賞：阪神競馬場で使えるグルメクーポン（200 円分）

○ 阪神大賞典(GＩＩ) スペシャルトークショー＆抽選会
【トークショー】
2 月で引退される沖芳夫調教師をお招きし、阪神大賞典を 2 度制したナリタトップロードなど
についてお話を伺います。また、抽選会ではナリタトップロードをデザインしたオリジナルグッ
ズが当たります。
開催日時

3/17（日） 11：35 頃～

場所

センターステージ

【抽選会】
開催日時

3/17（日） 9：20～

場所

イベント広場

人数

先着 2,000 名様

条件

当日購入の勝馬投票券もしくは UMACA 投票履歴 500 円分以上のご掲示

賞品

Ａ賞：クオカード（500 円分 2 枚セット）
Ｂ賞：モバイルバッテリーチャージャー
参加賞：メモ帳

～～～トークショー・ライブ・抽選会イベント～～～
○ 笑って、歌って、みんなの予想発表会
競馬好き芸人やアイドルがお客様と一緒に楽しく予想するイベントです。
開催日時

2/24（日）・3/2（土）・3/10（日）
1 回目 12：00 頃～

2 回目 14：30～

場所

イベント広場

出演

2/24（日）

雷ジャクソン（お笑い芸人）、神崎紗衣（タレント）

3/2（土）

夏目花実（タレント）

3/10（日）

ギャンブラー（お笑い芸人）

○ スポーツ報知 トークショー＆抽選会 ＜主催：スポーツ報知＞
【トークショー】
開催日時

3/10（日） 11：35 頃～

場所

センターステージ

出演

鴨宮祥行・石堂響（兵庫所属騎手） ほか

【勝ち「枠」抽選会】
開催日時

3/10（日） 開門～

場所

正門西側

人数

先着 1,000 名様

条件

当日付けスポーツ報知のご提示

○ hitomi トークショー＆パドックライブ
【トークショー】
開催日時

3/17（日） 13：25 頃～

場所

イベント広場

【パドックライブ】
開催日時

3/17（日） 16：30 頃～

場所

パドック

～～～販売・プレゼントイベント～～～
○ 女性限定来場記念 チューリッププレゼント！
開催日時

3/2（土） 開門～

場所

正門西側

人数

女性限定先着 500 名様（20 歳未満の方のみではご参加いただけません）

条件

簡単なアンケートのご記入

記念品

チューリップ（生花）

～～～グルメイベント～～～
○ 阪神キッチンスポット
開催日時

2/23（土）～3/17（日）の開催日 開門～

場所

イベント広場

販売品

牛ハラミ丼、伊勢甘たれ唐揚げ、名古屋みそ串かつ など

※ 販売品は日によって異なります。

～～～ファミリーイベント～～～
○ スター☆トゥインクルプリキュア ショー
開催日時

3/17（日）

1 回目 11：35 頃～

場所

スカイパークステージ

2 回目 14：30 頃～（写真撮影会のみ）

※ 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～～～
○ 2019 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（1 回目・2 回目タッチは 2 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

2/23（土）～3/17（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。
○ 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

2/23（土）～3/17（日）の開催日 開門～16：45（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

※詳しくは JRA ホームページでご確認ください。
※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・福島
電話０７９８－５１－７１５１ ※ 月・火・祝日を除く９:００～１７：００

