2019 年 3 月 9 日
ＪＲＡ報道室

お 知 ら せ
第 3 回中山競馬開催日イベント
中山競馬場 LINE＠開設キャンペーン
3.9(土)より中山競馬場公式LINE＠を開設しました。開始記念として、お友達登録をすると駿馬茶１本プレゼントいたします。

■駿馬茶プレゼント
【日 時】

3.16（土）～4.14（日）
※3.9（土）～3.15（金）に登録された方は、3.16（土）にクーポン配布
※3.16（土）以降登録の方は登録時にクーポン配布

【引換場所】

スタンド 1 階イベントインフォメーション（26 番柱付近）

【引換方法】

LINE で配布したクーポンを引換場所にて提示
※引換場所にてスタッフがクーポンを確認後、「クーポンを使用する」ボタンを押します
※引換時のスタッフ確認前にお客様が「クーポンを使用する」ボタンを押した場合は無効となります

皐月賞イベント
○皐月賞当日は土屋太鳳さん来場！
■プレゼンター
【日 時】

4.14（日）中山 11Ｒ終了後（15:45 頃～）

【場 所】

芝コース内

■トークショー
【日 時】

4.14（日）中山最終レース終了後（16:30 頃～）

【場 所】

パドック

○皐月賞記念入場券発売
【日 時】

4.14（日）開門～

【場 所】

各入場門（正門、法典門、中央門、南門）

【発売枚数】

50,000 枚（1 枚 200 円）

【備 考】

※中山競馬場のみの限定発売、売り切れ次第終了

○船橋・市川消防音楽隊によるファンファーレ・演奏会
【日 時】

〈演奏会〉4.14（日）お昼休み（11:40 頃～）
〈ファンファーレ演奏〉4.14（日）皐月賞発走前（15:40 頃～）

【場 所】

〈演奏会〉芝コース内
〈ファンファーレ演奏〉ウイナーズサークル
※荒天の場合は中止させていただきます。

○芝コース開放
【日 時】

4.14（日）16:50～17:10

【場 所】

本馬場（芝・直線コース）

○中山競馬場限定発売！ 第 79 回皐月賞グッズ
【発売日】

4.13（土）入荷次第（12:00 頃）～14（日） ※完売次第終了

【場 所】

ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店・馬場内店

【商 品】

マフラータオル

1,000 円

全出走馬名入り馬番Ｔシャツ

2,000 円

全出走馬 馬番ボールペン

500 円

全出走馬 馬番ストラップ

400 円

全出走馬名入り 想い出馬券ホルダー

500 円

※商品によっては早々に完売する場合もあります

開催日イベント
○皐月賞（ＧＩ）の事前予約制の指定席「ＧＩリザーブシート」
皐月賞（ＧＩ）当日のスタンド２階一般席の一部（４７０席）を事前予約制の指定席「ＧＩリザーブシート」として
オープン！
ご利用される方を事前募集いたします
【応募期間】

ＷＥＢフォーム：3.16（土）～3.31（日） ※最終日は 17:00 まで
中山競馬場：3.23（土）・24 日（日）・30 日（土）・31 日（日） ※開門～17:00

【応募方法】

スタンド１階イベントインフォメーション（25 番柱付近）に備え付けの応募用紙、またはＷＥＢフォームからご応募
ください。

【抽選結果】

当選者の方のみにメールにてお知らせいたします

【利用者特典】

「オリジナル今治ミニタオル」
※景品の引換にはアンケートへのご協力が必要になります

※１組２名様までご応募いただけます。小学生以上のお子様も１名とさせていただきます。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※複数の応募・未成年の方の応募は無効となります。
※結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
※混雑状況によって、安全確保のため通路（階段）のみ一般のお客様に開放させていただきます。

○グランプリガーデン花装飾 [Flower Spot～春の訪れ～]
昨年第５回中山競馬よりお目見えしたグランプリガーデンに花装飾を実施します。
【日 時】

全開催日 ※第 2 回中山競馬から継続実施

【場 所】

グランプリガーデン・正門前膜屋根

○グルメクーポンのプレゼント
【概 要】

3.23（土）のみ 500 円購入毎に 100 円のグルメクーポン券を売店にて実施
※コンビニ・新聞売店・タバコ売店・担ぎビール及び食堂等対象外の店舗があります
※クーポンを発行した店舗のみで使用できるクーポンとなります
※クーポンに使用可能店舗・期間を記載しています

【使用期間】

3.24（日）～4.14（日）

○ドバイワールドカップイベント
■トークショー
【日 時】

3.30（土） 11:45 頃～

【場 所】

スタンド地下 1 階ベンジャミンプラザ特設ステージ

【出演者】

木村拓人（デイリー馬サブロー）・栗林さみ

■パネル展示
【日 時】

3.23（土）～31（日）

【場 所】

スタンド地下 1 階ベンジャミンプラザ

○来場ポイントキャンペーン
【日 時】

開催日全日

【設置場所】

スタンド 1 階 北インフォメーション横（19 番柱付近）
スタンド地下 1 階 地下中央インフォメーション横
ターフィーショップ馬場内店横（ＪＲ船橋法典駅連絡地下通路内）

【引換場所】

来場ポイントキャンペーン賞品引換所（ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店横）

【付与ポイント】

初回タッチボーナス 2 ポイント
2 回目タッチボーナス 2 ポイント
3 回目以降 1 ポイント

【備 考】

※当日 16:00 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。
※当選者が数量上限に達した時点で抽選は終了となります。
※引換えは当日限り 17:00 までとさせていただきます。
※お一人様一回限りとなります。なお、未成年の方はご参加いただけません。

○ビギナーズセミナー
【日 時】

全開催日 10:00～15:00 受付終了

【場 所】

スタンド 1 階 15 番柱付近、ターフィーショップ馬場内店横（JR 船橋法典駅連絡地下通路内）

○競馬ギャラリー 「平成の中山名場面」
【日 時】

全開催日 ※第 2 回中山競馬から継続実施

【場 所】

スタンド地下１階 競馬ギャラリー（ネット予約指定席発売所横）

女性フリーパスの日イベント
○4.7（日）桜花賞（阪神・ＧＩ）当日は中山競馬場女性フリーパスの日！ぬいぐるみ半額デー！
主催：中央競馬ピーアール・センター
■ぬいぐるみ販売特設会場
【日 時】

4.7（日）開門～

【場 所】

センタープラザ特設販売会場

【発売内容】

アイドルホースぬいぐるみ
レギュラー 1,600 円 → 800 円

限定 1,000 個

マスコット 1,000 円 → 500 円
【販売制限】

限定 1,000 個

・お一人様２つまで
・男性も購入可
・ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店・馬場内店は半額対象外

■ターフィーショップを利用するとぬいぐるみデザインパスケースプレゼント
【日 時】

4.7（日）開門～

【場 所】

ターフィーショップ（ベンジャミンプラザ店・馬場内店）

【概 要】

500 円以上購入の女性のお客様に、ぬいぐるみデザインパスケースプレゼント
※数量限定
※センタープラザぬいぐるみ特設会場は対象外

■ぬいぐるみフォトスポット
【日 時】

4.7（日）開門～

【場 所】

センタープラザ

【概 要】

かわいいぬいぐるみに囲まれて写真が撮影できるフォトスポットが１日限定でオープン！
特大ぬいぐるみも登場！

○桜花賞オリジナルカクテル
シャンパンカクテルをプラスチックフルートグラスにて提供
【日 時】

4.7（日）

【場 所】

スタンド 2 階 37 番柱「BAR SATSUKI」

【発売内容】

桜花賞オリジナルカクテル（PT フルートグラスにて提供）1,000 円

【数 量】

50 杯限定

【購入特典】

購入された方にはもれなくぬいぐるみデザインパスケースプレゼント

○週刊 Gallop21 世紀の名馬 VOL.7「ロードカナロア」発行記念抽選会
Gallop 増刊・21 世紀の名馬 VOL.７「ロードカナロア」（3.18 発売、定価１０００円＝税込み）を持参された方を対象に、
特製レース写真パネル、Gallop オリジナルグッズなどが当たる抽選会を実施します。
【日 時】

4.7（日）開門～ ※賞品が無くなり次第終了

【場 所】

馬場内投票所入口前（銀だこ向かい）

【参加条件】

週刊 Gallop21 世紀の名馬 VOL.7「ロードカナロア」持参
※抽選会場でも購入できます

馬場内イベント～皐月賞節は馬場内 UMAMI PARK 開設～
○スペホリ
■HOLIDAYS チャンス（来場ポイントキャンペーン Today’s チャンス賞特別版）
【日 時】

4.14（日） 開門～16:00（賞品引換は 17:00 まで）

【賞 品】

皐月賞オリジナルオペラグラス 2,000 名様 ※なくなり次第終了

【ポイントリーダー

・スタンド 1 階北インフォメーション横（19 番柱付近）

設置場所】

・スタンド地下 1 階地下中央インフォメーション横
・ターフィーショップ馬場内店横（JR 船橋法典駅連絡地下通路内）

【引換場所】

センタープラザ

【備 考】

・当日 16:00 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

■HOLIDAYS スポット
【日 時】

4.14（日）開門～17:00 ※HOLIDAYS ワゴンは 4.13（土）より設置

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【備 考】

・まるごと芝で装飾された HOLIDAYS ワゴンが登場します。
・土屋太鳳さんへの質問を受付します（4.14 のみ）

□HOLIDAYS T シャツ（土屋太鳳さんデザイン）販売
【商 品】

HOLIDAYS T シャツ 2,000 円

【販売数量】

500 枚

□HOLIDAYS 弁当（2～3 人前）
【商 品】

HOLIDAYS 弁当 2,500 円

【販売数量】

300 個

■HOLIDAYS コーデ
【日 時】

4.14（日）開門～14:00 に投稿された写真が対象

【概 要】

以下の条件をクリアした方の中から、抽選で 100 名様に Amazon ポイント 1,000 円分が当たります
・緑色の物を身につけて来場
・身につけた緑色の物が見えるように写真撮影
・写真をインスタグラムに投稿（「＃スペホリ」・「＃中山競馬場」の二つをつけて投稿）

【HOLIDAYS
コーデ特別賞】

土屋さんサイン入りポスタープレゼント 1 名様
※土屋さんがトークショー内で特別賞を選定します

○皐月賞カウントダウントークショー
【日 時】

4.14（日）13:00 頃～16:00 頃

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【出演者】

TIM・井内利彰（調教捜査官）・須田鷹雄（競馬ライター）・津田麻莉奈

○皐月賞前日・当日は馬場内UMAMI PARK開設！キャラクターショー＆握手会を実施
■スター☆トゥインクルプリキュア ショー＆握手会
【日 時】

4.13（土）
①ショー＆握手会 11:40 頃～

②握手会 14:00 頃～

※11:10 頃～11:25 頃 ターフィーにぎやかしを実施
【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

■竜騎士戦隊リュウソウジャー ショー＆握手会
【日 時】

4.14（日）
①ショー＆握手会 11:35 頃～

②握手会 14:00 頃～

※11:15 頃～11:25 頃 ターフィーにぎやかしを実施
【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

○おみくじ馬券限定発売
■ファミリー向け おみくじ馬券発売（馬場内 UMAMI PARK）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK 内特設ブース

【時 間】

①4.13（土）12:00～14:30 頃 ※なくなり次第終了
②4.14（日）12:00～14:30 頃 ※なくなり次第終了

【発売内容】

①皐月賞 or 中山グランドジャンプ 馬連 100 円×5 通り（500 円）
②皐月賞 馬連 100 円×5 通り（500 円）

【数 量】

①500 枚（皐月賞 300 枚・中山グランドジャンプ 200 枚）
②500 枚

【賞 品】

抽選でキャラクターグッズが当たります。

■おみくじ馬券発売（馬場内投票所入口前）
【場 所】

馬場内投票所入口前（銀だこ向かい）

【時 間】

4.13（土）15:00～16:30 頃 ※なくなり次第終了

【発売内容】

皐月賞 ※前日発売 ３連複 100 円×10 通り（1,000 円）

【数 量】

500 枚

【備 考】

賞品なし。もれなく投票券用特製シート付。

○「皐月賞仕様オリジナルゼッケン」販売！
皐月賞で使用されるゼッケンは、クラシックレース仕様の紫紺地に黄色文字。それにお好みの文字を入れた世界で１枚だけのオリジ
ナルゼッケンはプレゼントにも最適です！
【場 所】

UMAMI PARK 内特設ブース

【時 間】

4.14（日） 開門～
●皐月賞仕様 オリジナルゼッケン・ミニゼッケン
第 79 回皐月賞仕様のゼッケン【紫紺地・黄色文字】の両側にお好きな番号・文字を入れたオリジナルゼッケン＆ミ
ニゼッケンを限定販売いたします。
オリジナルゼッケン 3,000 円
オリジナルミニゼッケン 1,500 円
※番号は 1～18 番まで、文字はカタカナ 2～9 文字までご自由にお選びいただけます。（実在する競走馬の馬名
はお選びいただけません）
※ミニゼッケンは開門～11:00 までにお申し込みいただいた先着 100 名様については、当日 15:30～17:30 の
間に商品をお渡しいたします。それ以外の方およびオリジナルゼッケンを購入された方は、後日郵送（一律 700 円
元払い）によるお渡しとなります。
●第 79 回皐月賞出走馬・馬名入りミニゼッケン
各 1,000 円
●過去 15 年歴代皐月賞優勝馬の勝負服ゼッケンコースター
各 500 円
●額入りオリジナル優勝レイゼッケンコースター
各 1,900 円
※いずれも数量限定で販売いたします。

UMAJO イベント
○中山UMAJOデー スペシャルプレゼント
【日 時】

4.7（日）桜花賞（阪神・ＧＩ）当日

4.14（日）皐月賞（ＧＩ）当日
＜受付＞開門～対象レース発走前

＜引換＞対象レース確定後～16:45

【場 所】

UMAJO SPOT 内 （スタンド２階メディアホール横）

【賞 品】

参加者全員：UMAJO 枠色ステッカー
的中者

【参加方法】

：UMAJO マスキングテープ

① 当日 UMAJO SPOT レジカウンターで、対象商品 200 円以上を購入したお客様に UMAJO 枠色ステッカー
をプレゼント
② 対象レースの１着馬の枠色と同じ色のステッカーをお持ちの方全員に、UMAJO マスキングテープをプレゼント
※８色×50 枚＝先着 400 名様 ※色はお選びいただけません
※20 歳以上の女性のお客様お一人様 1 日 1 回（1 枚）限りです

【備 考】

・はじめてさん向けのミニ新聞（簡易版 皐月賞の出馬表）を配布 （※UMAJO SPOT 利用者全員）

○お友だち紹介キャンペーン
【日 時】

全開催日 9:20～ ※なくなり次第終了

【場 所】

UMAJO SPOT 内 （スタンド２階メディアホール横）

【受付方法】

競馬場はじめてさんを含む 3 名様以上来場+当日購入の 100 円以上の勝馬投票券をご提示の方、各日先着
30 名様に抽選でプレゼント
※20 歳以上の女性のお客様お一人様 1 日 1 回限りです

【賞 品】

（Ａ賞）UMAJO フェイスタオル （Ｂ賞）UMAJO マイクロファイバー巾着
（Ｃ賞）UMAJO ミニクリアファイル

○ＳＮＳ投稿キャンペーン
【日 時】

全開催日 開門～ ※なくなり次第終了

【場 所】

UMAJO SPOT 内 （スタンド２階メディアホール横）

【受付方法】

「♯s2umajo」をタグ付けして SNS に投稿した画面をご提示で UMAJO オリジナルパッケージ紅茶を各日先着
30 名様にプレゼント ※お一人様 1 開催 1 回限り

グルメイベント
○千葉の駅弁屋さんの弁当販売
【日 時】

全開催日 開門～ ※商品がなくなり次第終了

【場 所】

スタンド１階 37 番柱付近売店、スタンド３階 37 番柱付近売店

【商 品】

漁り弁当 1,150 円 ・ 的中弁当 1,000 円 ・ 千葉寿司街道 秋刀魚 800 円他
皐月賞記念特別お重弁当（二段重） 2,000 円 ※4.14（日）のみ
※各商品は数量限定です。 ※販売内容は都合により変更となる場合があります。

○スイーツフェア
■ ミスタードーナツ
【日 時】

全開催日

【場 所】

スタンド１階 32 番柱付近

【商 品】

ポン・デ・リング 100 円 ・ チョコファッション 120 円 ・ エンゼルクリーム 120 円他

※各商品は数量限定です。 ※販売内容は都合により変更となる場合があります。
■ ピガプー（ワッフル＆どら焼き）
【日 時】

3.23（土）～3.31（日）

【場 所】

スタンド１階 32 番柱付近

【商 品】

ワッフルサンド（各種）108 円
どら焼き（各種）190 円
※各商品は数量限定です。 ※販売内容は都合により変更となる場合があります。

■ ピガプー（ワッフル＆スティックケーキ）
【日 時】

4.6（土）～4.14（日）

【場 所】

スタンド１階 32 番柱付近

【商 品】

ワッフルサンド（各種）108 円
スティックケーキ（各種）194 円
※各商品は数量限定です。 ※販売内容は都合により変更となる場合があります。

○皐月賞オリジナルカクテル
【日 時】

全開催日

【場 所】

スタンド 2 階 37 番柱「BAR SATSUKI」

【商 品】

①皐月賞オリジナルカクテル（カップ付）

1,200 円

②皐月賞オリジナルカクテル（カップなし）

800 円

③皐月賞ノンアルコールカクテル（カップ付）1,200 円
④皐月賞ノンアルコールカクテル（カップなし） 800 円
※「カップ付き」カクテルはなくなり次第終了

○駿馬茶販売
【日 時】

2.23（土）～

【場 所】

スタンド内売店「Two days」、地下新聞売店

【商 品】

１本 150 円

その他（物産展・サンプリング等）
○キッチンカー
■ 華鳥・中津からあげ
【日 時】

4.6（土）～4.14（日）

【場 所】

南門付近

【商 品】

中津からあげ 600 円

■ アメリカンビーフステーキ
【日 時】

4.6（土）～4.14（日）

【場 所】

南門付近

【商 品】

アメリカンステーキライス 900 円

■ メディトリーナ ドリンクカー
【日 時】

4.13（土）～4.14（日）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【商 品】

生ビール（小） 450 円
ソフトドリンク 200 円 他

■ 元祖「高円寺」黒から揚げ＆秘伝極鶏・金のから揚げ
【日 時】

4.13（土）～4.14（日）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【商 品】

黒から揚げ・金のから揚げ 各 600 円

■ アメリカンロングポテト
【日 時】

4.13（土）～4.14（日）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【商 品】

アメリカンロングポテト 600 円

■ ギリシャケバブ
【日 時】

4.13（土）～4.14（日）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【商 品】

ギリシャケバブ・スブラギ 各 500 円

○美浦中学校による演奏会
【日 時】

3.24（日）お昼休み（11 時 35 分頃～）

【場 所】

ウイナーズサークル
※荒天の場合は中止させていただきます。

○美浦物産展
【日 時】

3.24（日）

【場 所】

正門前広場

開門～

○船橋物産展
【日 時】

3.31（日）

【場 所】

正門前広場

開門～

○青森物産展
【日 時】

4.6（土）・7（日）

【場 所】

正門前広場

開門～

《先行告知》 楽しさ継続！中山競馬場３週連続イベント
～パークウインズ期間中 4/20～5/5 の競馬開催日に実施～
☆詳細は 3 月下旬に発表いたします
○ＰＷ指定席ご利用特典 ビール半額！
【日 時】

4.20（土）・21（日） 開門～ ※商品がなくなり次第終了

【半額対象店舗】

スタンド３階 37 番柱付近 TwoDays

○中山競馬場に巨大スケートリンクが登場！
【日 時】

4.27（土）～5.5（祝・日） 開門～16:00 最終受付（仮）

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

○子供向けふわふわ遊具（福にゃん）
【日 時】

4.27（土）～5.5（祝・日） 開門～16:15 最終受付

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【備 考】

・3 歳から 10 歳までのお子様がご利用対象となります
・1 回あたり 5 分程度の交代制となります
・荒天時・強風時は中止となる可能性があります

○ターフィーと触れ合おう！（グリーティング）
【日 時】

4.27（土）・29（祝・月） 開門～16:00

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK など

○ファミリー向けビンゴ大会参加シート付き おみくじ馬券販売
【日 時】

4.28（日） 10:30～13:00 なくなり次第終了

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

【発売内容】

京都 11Ｒ 天皇賞（春）

【備 考】

おみくじ馬券 1 枚につきビンゴシート 1 枚プレゼント

○ファミリー向けビンゴ大会
【日 時】

4.28（日） 13:30

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

○キャラクターショー
【日 時】

4.29（祝・月）
＜ショー＆握手会＞ 11:30～
＜握手会＞ 14:30～

【場 所】

馬場内 UMAMI PARK

○来場者プレゼントの実施
【日 時】

5.4（祝・土）

○子供の日 ソフトクリーム半額！
【日 時】

5.5（祝・日）

○馬とのふれあいイベント＆馬場内「緑の広場」お子様向けアトラクション
中山競馬場の馬場内「緑の広場」は、実際に馬たちと触れ合えるポニーリンクや、お子様向けの遊具など、ご家族で楽しめる
施設が盛りだくさんです！皆様のご来場をお待ちしています！
※第 3 回中山競馬期間中の全イベントは JRA ウェブページからご確認ください。 http://umabi.jp/event/nakayama/201903/
※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、勝馬投票券に押印をさせていただきますが、払戻には影響はございません。
※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。
※各キャンペーンにご応募の際、お客様からご提供いただく個人情報は、キャンペーンの運営の目的以外には一切使用いたしません。

担当：ＪＲＡ中山競馬場お客様事業課
ＴＥＬ ０４７－３３４－２２２２
ＦＡＸ ０４７－３３２－３３２７

