平成 30 年 4 月 14 日
JRA 報道室

春のスペシャルイベント！
○「フリーパスの日」で入場無料！【4 月 22 日（日）】
4 月 22 日（日）は「フリーパスの日」として入場料が無料になります！

平成 30 年第 2 回東京競馬（第 1 日～第 8 日）開催日イベントのお知らせ
いよいよ開幕！春の東京競馬！2 ヶ月間（開催全 20 日間）にわたるロングラン開催の前半

★「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！オリジナルチケットホルダー」プレゼント
【時

間】開門～ 先着 30,000 名様

【場

所】各入場門(正門、西門、東門、南門)

戦はキャラクターショーやお子様向け遊具施設ウエストファミリーパーク、東京競馬場名物

※お一人様お１つずつのプレゼントとさせていただきます。

となったメガグルメフェスティバル、そして各種抽選会等、競馬ファンの皆様も、競馬初心者

※チケットホルダー内に封入されているアンケートに記入して、5 月 20 日（日）のオ

の皆様も、ファミリーでお越しの皆様も、「最高にアツい HOLIDAY」を過ごしていただけるイ

ークス当日に東京競馬場へお持ちいただいた先着 3,200 名様は、
「オークスまた来て

ベントを多数ご用意しています！

ＨＡＰＰＹ抽選会」にご参加いただけます。

ぜひ皆様お誘いあわせのうえ、新緑美しい東京競馬場にご来場ください！
来場ゲスト

○7 週連続！東京競馬場メガグルメフェスティバル！【4 月 21 日（土）～】

○ＮＨＫマイルカップ当日は南野陽子さんが来場！【5 月 6 日（日）】
NHK 大河ドラマ「西郷どん（せごどん）」に出演の南野陽子さんが来場し、ＮＨＫマイルカ

今年も開幕週から 7 週間、様々なグルメをお楽しみいただけるメガグルメフェスティバルを
開催いたします！週替わりでバラエティあふれるグルメが続々登場！また、グルメにぴった

ップの表彰式プレゼンターを務めます。

りのお飲み物も各種取り揃えています！

【時

間】15:55 頃～

【日

時】 4 月 21 日（土）～6 月 3 日（日） 9：30～17：00

【場

所】ゴール前表彰式会場

【場

所】 馬場内東側特設エリア

【南野陽子さんプロフィール】
1985 年デビュー。CBS ソニーより「恥ずかしすぎて」をリリース。と同時に、「時をかける
少女」、
「スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説」に主演し、一躍トップアイドルの座を獲得する。
歌手として、「楽園の Door」「はいからさんが通る」「吐息でネット」等でオリコンシン
グルチャート 8 作連続 1 位を記録。（トータル 9 作 1 位）
女優としても、ドラマや舞台など今までに 300 作以上の作品に出演し、映画では「寒椿」

【コンテンツ】
★ビストロトーキョー2018！【4 月 21 日（土）～29 日（祝・日）】
グルメフェスティバル初出店のお店が多数！都心のあの名店が東京競馬場で味わえ
ます！
【出店店舗】ビストロ 13 区（フレンチ）
、リストランテツヅキ（イタリアン）
、フリホー
レス（メキシコ料理）、焼肉韓厨房

雅娘（韓国料理）、ORIGINAL BRITISH

「私を抱いてそしてキスして」（1992）で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を、「三たびの海

FISH&CHIPS ﾏﾘﾝ（フィッシュ＆チップス）、トラットリア BUBU（イタリア

峡」（1995）で助演女優賞等を受賞している。

ン）、FUJIYAMA butcher restaurant（ローストビーフ）、築地 えび金（和
食）、スペインクラブ（スペイン料理）、神田 雲林（中華料理）

○
「ＮＨＫ交響楽団とその仲間たちによる金管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ」がﾌｧﾝﾌｧｰﾚを生演奏！【5 月 6 日（日）】
ＮＨＫマイルカップ当日は、「ＮＨＫ交響楽団とその仲間たちによる金管アンサンブル」が
来場し、ＧⅠレースファンファーレの生演奏を行います。
【時

間】11：50 頃～ お昼の演奏会
15：40 頃～ ＮＨＫマイルカップ ファンファーレ生演奏

【場

所】お昼の演奏会 フジビュースタンド 1 階 イーストホール
ファンファーレ生演奏 ウイナーズサークル

★旨カラフェス！【5 月 5 日（祝・土）～6 日（日）】
みんな大好きからあげの有名店が東京競馬場に集結します！
【販売品目】元祖「高円寺」黒から揚げ、宮崎チキン南蛮、元祖東京醤油からあげ とり
多津、イタリアンジェノベーゼからあげ、大江戸からあげ、インどり屋そう
からあげ、鶏職人・宇佐からあげ、大分中津からあげ、油淋鶏からあげ
★沖縄フェス！【5 月 12 日（土）～13 日（日）】
東京競馬場のメガグルメフェスティバル会場がまるで沖縄に！？
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沖縄そばやタコライス、サーターアンダーギーをはじめとする沖縄グルメを多数ご用

※購入時に引換券をお渡しいたします。商品（常温）のお引渡しは 15：00 以降とな

意しております。更に沖縄フェスを盛上げるべく、人気芸人や歌手も登場予定！

ります。

【販売品目】沖縄そば、沖縄ソーキそば、タコライス、サーターアンダーギー、泡盛、

※東京競馬場正門付近特設ブースで 6 本セットをご購入いただいた方は、「東京競馬

オリオンビール、ブルーシールアイスクリームなど

場観戦席ペア招待（GⅠ開催日）」が当たる抽選会にご参加いただけます。なお、抽

【出演者】 5 月 12 日（土）
：しゃもじ（芸人）、Lisa Oki（民謡）
、D-51（歌手）

選会参加時に当日購入された 500 円分以上の勝馬投票券（複数枚可）をご提示いた

5 月 13 日（日）
：キャンキャン（芸人）
、Lisa Oki（民謡）
、

だきます。

志ぃさー（藤木勇人）（噺家）

※数量限定発売のため、品切れとなり次第、発売日を繰り上げて終了する場合がござい

※出演者のスケジュールは、現地でご確認ください。

ますのでご了承ください。
※同ブースにて「駿馬茶」（150 円）や、東京競馬場限定特別純米酒「優駿」＆吟醸「優

【ドリンクコンテンツ】

駿」2 本セット（300ml×2 本・1,500 円）も販売いたします。

★東京競馬場オリジナルクラフトビール販売！【4 月 21 日（土）～6 月 3 日（日）】
【商品名】東京グリーンエール（420ml） ※1 杯 600 円で販売いたします。

○ＪＲＡ競馬博物館リニューアル記念！スペシャル抽選会！【4 月 21 日（土）
】
ＪＲＡ競馬博物館がこの度、約 5 ヵ月間の改修工事を経てリニューアルオープン。このこ

※出店内容は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

とを記念して、オリジナルグッズ等が当たる抽選会を開催いたします！ぜひこの機会に限定

※5 月 19 日（土）以降の内容は後日発表いたします。

グッズをゲットしてください！

○馬場内で盛り上がろう！バンド生演奏！
馬場内グルメ会場の雰囲気を盛り上げるため、バンド生演奏を実施！
【日

【時

間】 9：20～ 先着 2,000 名様

【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】会場にて当日購入された勝馬投票券 500 円分以上（複数枚可）をご提示いただ

時】4 月 28 日（土）
・29 日（祝・日） 開門～14：00 頃まで適宜

いた先着 2,000 名様が抽選会にご参加いただけます。なおＪＲＡ競馬博物館で

【 出 演 者 】4 月 28 日（土）
：パトリック・ヌジェ
4 月 29 日（祝・日）
：ミニ・マクｗ

【場

引換可能な参加賞引換券をもれなくお渡しいたします。
【賞

品】Ａ賞：5 週連続ＧⅠｽｹｼﾞｭｰﾙ入りｵﾘｼﾞﾅﾙＴｼｬﾂ

200 名

※各回 10 分程度の演奏を行います。

Ｂ賞：5 週連続ＧⅠｽｹｼﾞｭｰﾙ入りﾓﾊﾞｲﾙｱｸｾｻﾘｰｹｰｽ

※演奏スケジュールは現地もしくはインフォメーション等でご確認ください。

Ｃ賞：ＪＲＡｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ

1,200 名

参加賞：ＪＲＡ競馬博物館ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒﾓ帳

2,000 名

所】馬場内東側特設エリア

600 名

※お一人様 1 回のご参加とさせていただきます。
○「ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ﾓﾙﾂ

（
‘18 日本ダービー記念缶）
」先行発売！【4 月 28 日（土）～】

※参加賞の引換えは、JRA 競馬博物館において当日の 17：00 までとさせていただきます。

大好評の「ザ・プレミアム・モルツ ‘18 日本ダービー記念缶」を本年も発売します！
東京競馬場では全国に先駆け 4 月 28 日（土）から先行発売！現地で購入されると東京競馬
場の観戦席が当たる抽選会にもご参加いただけます！
【日

時】 4 月 28 日（土）～ 開門～17：00
※全国のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・酒店での一般発売は 5 月 8 日（火）からとなります。

【場

所】 正門付近特設ブース

【詳

細】 ｻﾞ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ﾓﾙﾂ‘18 日本ダービー記念缶 350ml×6 本セット：1,500 円

○ＪＲＡ競馬博物館イベント
約5ヶ月間の改修工事による休館を経て、JRA競馬博物館は4月21日（土）からリニューアル
オープンいたします。新しくなった展示やアトラクションはもちろんのこと、小岩井農場物産
展やスタンプラリーなどお楽しみ頂けるイベントを多数ご用意しております。

2

★JRA競馬博物館リニューアルオープン記念品プレゼント【4月21日（土）･22日（日）】

○２０１８来場ポイントキャンペーン【全開催日】

ＪＲＡ競馬博物館リニューアルオープン記念として、ご来館頂いたお客様に先着でアニ

開催期間中、競馬場に来場するごとにポイントがたまり、5 ポイント獲得ごとに JRA オリジ

メ「馬物語」の可愛らしい紙袋と来館記念オリジナル「ビスコ」をプレゼントいたします。

ナルグッズや素敵な賞品が当たります！さらに「Today’s チャンス賞」で来場したその日に

【時

間】 10：00～ なくなり次第終了

もオリジナル賞品が当たるチャンス！

【場

所】 ＪＲＡ競馬博物館1階

【日

【詳

細】 4月21日（土）：先着1,000名様、4月22日（日）：先着2,000名様

★小岩井農場物産展スタンプラリー

時】4 月 21 日（土）～6 月 24 日（日） 開門～17：00
※上記は 2・3 回東京開催における期間です。
本企画は通年での実施となります。

【ﾎﾟｲﾝﾄﾘｰﾀﾞー設置場所】

【4月28日（土）･29日（祝・日）･5月5日（祝・土）･6日（日）】

フジビュースタンド 2 階 総合インフォメーション付近

わが国初の三冠馬セントライト生誕80周年を記念し、その生産牧場である小岩井農場物

フジビュースタンド 3 階 中央インフォメーション横

産展（アイスクリームやスイーツ）を開催いたします。また、同展でお買い物をされたお客

メモリアルスタンド 2 階 インフォメーション横

様のみご参加いただけるスタンプラリーを全てクリアされた方は、素敵な賞品が当たる抽

馬場内インフォメーション付近

選会にもご参加いただけます。
【時

間】10：00～

【場

所】日吉が丘特設テント

【賞品引換会場】フジビュースタンド 2 階 26 番柱付近（ｲｰｽﾄﾎｰﾙ 2 階ﾊﾟﾄﾞｯｸ側）
【詳

ータイ」機能付携帯電話のいずれかを、場内 4 ヶ所に設置されたポイントリー

【ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ】小岩井農場物産展でお買い物されたお客様にスタンプラリー専用の台紙をお渡
しします。乗馬センターを含む指定の3箇所でスタンプを押印し、ＪＲＡ博物館

ダーにタッチすると来場ポイントがたまります（全場共通ポイント）
。
【獲得ﾎﾟｲﾝﾄ】1 ポイント ※全場 1 ポイント。合計 5 ポイント獲得ごとにレシートが発行さ

1階エントランスで提示すると、抽選で素敵な賞品をプレゼント致します。
4月28日（土）・5月5日（祝・土）：先着300名様
4月29日（祝・日）・5月6日（日）：先着400名様
★「天野喜孝展

天馬」スタンプラリー【5月12日（土）～6月24日（日）】

現代アーティスト 天野喜孝氏の個展「天野喜孝展

細】 一般的に流通している「交通系ＩＣカード」
「流通系ＩＣカード」
「おサイフケ

天馬」をＪＲＡ競馬博物館2階で実

施いたします。4月21日から6月24日まで同展を実施している「馬の博物館（横浜市中区）」

れます。なお初回タッチはポイント 3 倍で 3 ポイントゲット！
【賞

品】★「5 ポイント de ラッキー賞」！
5 ﾎﾟｲﾝﾄたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！
競馬場観戦席ペア招待 ターフィーショップギフトカード（3,000 円分）
HOT HOLIDAYS!オリジナルグッズ など
★「Today’s チャンス賞」！

と「ＪＲＡ競馬博物館」の双方で専用のカードにスタンプを押印した方に先着でオリジナル

ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！

ポストカードをプレゼントします。

オリジナルミニタオル（計 4 種の中からおひとつお選びいただけます）または

※オリジナルポストカードの引換えは、
「ＪＲＡ競馬博物館1階エントランス」もしくは「馬

東京競馬場の飲食店舗限定で使用頂けるクーポン（200 円）をご用意しており

の博物館1階エントランス」で実施しております。

ます。

※スタンプカードがなくなり次第、終了致します。
★Gate.Jﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ

※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。

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ【5月12日（土）･13日（日）】

乗馬センターを含む指定の3箇所でスタンプを押印し、ＪＲＡ競馬博物館1階エントラン
スで提示すると、先着で素敵な賞品をプレゼント致します。
【時

間】10：00～

【詳

細】5月12日（土）：先着200名様、5月13日（日）：先着300名様
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“ゲゲゲのケイバ”オリジナルマフラータオル・オリジナルスマホケースプレゼント！
5 月 6 日（日）と 5 月 13 日（日）の Today’s チャンス賞は特別版！ポイントリーダーに
タッチして、その場で「当選」が出た先着 1,000 名様（各日）に、JRA×ゲゲゲの鬼太郎コ
ラボグッズをプレゼント！

スペシャル装飾「オークスガーデン」で優雅なときを過ごしませんか？素敵なフォトスポッ
トも多数ありますので、ぜひ思い出に写真も撮影してください！
★ＵＭＡＪＯ限定！オークスドキドキ抽選会
ＵＭＡＪＯだけが参加できる特別な抽選会です！この抽選会に参加すると、レースをよ

5 月 6 日（日）
：オリジナルマフラータオル

り楽しめるかも！？

5 月 13 日（日）
：オリジナルねこ娘スマホケース

★オークス当日は記念入場券を発売！

※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 1,000 名に達した時点で抽選は終了となります。

オークス当日は、場内の各入場門において「記念入場券」を発売いたします。女性用記念
入場券は、通常の半額の 100 円で発売しておりますので是非ご利用ください。

※引換えは、当日限り 17：00 までとさせていただきます。
※5 月 6 日（日）
・13 日（日）の Today’s チャンス賞は、JRA×ゲゲゲの鬼太郎コラボグ

※オークス当日のその他のイベントや詳細は、改めて後日発表いたします。

ッズの「オリジナルマフラータオル（5 月 6 日（日））」
「オリジナルスマホケース（5 月
13 日（日）
）
」のみとなり、オリジナルミニタオル・クーポンのプレゼントはありませ
ん。

○ダービーウィーク関連イベント
5 月 27 日（日）の第 85 回日本ダービー当該週に開催するイベントの一部をご紹介します。

※各賞品は数量に限りがあるためお客様のご希望に添えない場合がございます。予めご了承
ください。

★日本ダービーにＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの４名が来場！
ＪＲＡ年間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演している松坂桃李さん、

※詳細については来場ﾎﾟｲﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特設ｻｲﾄ（http://jra.jp/special/point_cpn2018/）お
よび現地にてお配りする専用チラシにてご確認ください。

柳楽優弥さん、高畑充希さん、土屋太鳳さんが日本ダービー当日、東京競馬場に来場！
★さだまさしさんによる国歌独唱
シンガーソングライターのさだまさしさんが日本ダービーの発走前に国歌独唱を行ない

○ＨＯＴ

ＨＯＬＩＤＡＹＳ！ＰＡＲＫ！～すべては、この熱き日のために。～

2018 年のＪＲＡ ＣＭ「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」の展示コーナーが今年もオープン！
2015 年に生を受けたサラブレッドたちの最もアツい舞台“日本ダービー”と“オークス”を

ます。
★第 85 回日本ダービー騎乗ジョッキー紹介
日本ダービーに騎乗するジョッキーが、当日のお昼休みにウイナーズサークルに集合し

テーマに、今年のレースの見どころや有力馬を紹介します！

ます！大舞台へ挑むジョッキーへ、皆様のご声援をお願いいたします！

【日

時】 5 月 12 日（土）～5 月 27 日（日）

★ダービージョッキーも登場！第 85 回日本ダービーレース回顧トークショー

【会

場】 フジビュースタンド 1 階 イーストホール

開門～17：00 頃

日本ダービー当日の最終レース終了後に、第 85 回日本ダービー優勝ジョッキーを招いて
レース回顧トークショーを行います。

○オークスウィーク関連イベント
5 月 20 日（日）の第 79 回オークス当該週に開催するイベントの一部をご紹介します。
★土屋太鳳さんが来場！更にレース回顧にも登場予定！
ＪＲＡ年間プロモーション「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」に出演している土屋太鳳さん
がオークス当日、東京競馬場に来場！更に最終レース終了後には、レース回顧にも登場予
定！
★咲き誇る薔薇といくつものﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄが素敵な空間を演出！期間限定ｵｰｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ登場！
ファイアレッドとローズレッドの薔薇が麗しの空間を演出！期間限定のローズガーデン

※優勝ジョッキーは、当日の都合により出演できない場合もありますので、あらかじめご了
承ください。
★陸上自衛隊中央音楽隊によるファンファーレ生演奏
日本ダービーのファンファーレは、陸上自衛隊中央音楽隊による生演奏を行います。
★日本ダービー当日は記念入場券を発売！＆記念入場券抽選会！
日本ダービー当日は、場内の各入場門において「記念入場券」を発売いたします。また、
記念入場券にはスクラッチくじがついており、削って当たりが出たら素敵なプレゼントを
差し上げます。また、当選者の中からＷチャンスでさらに豪華な賞品を抽選でＧＥＴ！
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★ダービーデーは「馬連」がおトク！
日本ダービー当日の全場の全レース（計 24 レース）の「馬連」を対象に、通常の払戻金

【会

場】 センターコート

【詳

細】 イベント当日にセンターコート特設売り場において「オレっち 4 コマ馬のあ

に売上げの 5％相当額を上乗せして払戻しいたします。

るある（2）
」他関連コミックスご購入のお客様先着 200 名様にサイン会参加券
をお渡しいたします。関連コミックスは、開門から販売しております。

※日本ダービー当日のその他のイベントや詳細は、改めて後日発表いたします。
○東京競馬場のコースについて学べる！スペシャルバックヤードツアー 【毎週土曜日】
“競馬の魅力”満喫イベント
○優勝ジョッキーが登場！5 週連続ＧⅠレース回顧トークショー【東京 GⅠ開催日】
春の東京競馬はＮＨＫマイルカップから安田記念まで 5 週連続でＧⅠレースが行われます。

通常は入ることのできない競馬場の舞台裏・バックヤードの世界へご案内。パドックを実際
に歩いてみたり、テレビでおなじみのインタビューボード前で記念撮影ができます。さらに今
回は、ＪＲＡの馬場担当者が東京競馬場のコースについて解説するプログラムを新たに追加。

その全ての日程において、最終レース終了後に優勝ジョッキーを招いてレース回顧を行いま

是非いろんなことを見て、聞いて、体験してみませんか？

す。騎乗したジョッキーだけが知る裏話にご期待ください！

【日

【日

時】（１）5 月 6 日(日) ＮＨＫマイルカップレース回顧
（２）5 月 13 日(日) ヴィクトリアマイルレース回顧
16：40 頃～

時】4 月 21 日（土）、28 日（土）・5 月 5 日（祝・土）・12 日（土）
16：40 頃～17：30 頃

【 コ ー ス 】パドック → 検量室前 → 地下馬道 →ウイナーズサークル
【詳

細】当日 13：00 までにセンターコートにてお申し込みください。抽選で各日約 20 名

【場

所】パドック

様をバックヤードへご案内します。なお、14：00 頃に当選者をセンターコート

【出

演】当日ＧⅠレース優勝ジョッキー

及びターフビジョンにて発表します。

ＴＩＭ 津田麻莉奈

※お申し込みは 1 名様～4 名様まで受付いたします（中学生以下は人数に含まれません）
。

※優勝ジョッキーは当日の都合により出演できない場合もありますので、予め

※当選された方は 16：30 までにパドック大型ビジョン付近にお集まりください。

ご了承ください。
○レース予想のヒントに！レーシングトークライブ＠TOKYO RACE COURSE【東京 GⅠ開催日】
○小島太元調教師スペシャルトークショー【4 月 29 日（祝・日）】
本年 2 月をもって調教師を引退された小島太元調教師のスペシャルトークショーを開催し
ます。2002 年にマンハッタンカフェ号で天皇賞（春）を制した際の話や騎手として天皇賞（春）

直近のレース予想に役に立つ情報だけでなく、専門家による予想の HOW TO も学ぶことが出
来ます！競馬ビギナーもの方もそうでない方も、ぜひお立ち寄りください！
【日

に騎乗した際の話など、ここでしか聞くことができないトークショーとなっています。

時】
（１）5 月 6 日（日）※ＮＨＫマイルカップ当日
（２）5 月 13 日（日）※ヴィクトリアマイル当日

【時

間】 （１）11：35 頃～ （２）16：35 頃～

① 東京競馬第 4 レース終了後～東京競馬第 5 レース終了

【会

場】 （１）ゴール前特設ステージ （２）パドック

② 14：00 頃～東京 12 レース終了後

【出

演】 小島太元調教師 白川次郎（元ﾗｼﾞｵ NIKKEI ｱﾅｳﾝｻｰ） 司会：竹山まゆみ

○おがわじゅりさんｻｲﾝ会＆ﾐﾆﾄｰｸｼｮｰ【4 月 29 日（祝・日）】
競馬関連のかわいいイラストで大人気のおがわじゅりさんが東京競馬場で出版記念サイ
ン会とミニトークショーをおこないます。
【サイン会】 （１）10:00～11：00 （２）14：00～15：00

【場

所】 センターコート

【出

演】（１）ＴＩＭ 須田鷹雄 津田麻莉奈 稲富菜穂
（２）ＴＩＭ 辻三蔵 津田麻莉奈 天童なこ
※出演者はセミナー途中に一定時間離席することがありますのでご了承
ください。
※出演者は予告なく変更となる場合があります。

【ﾐﾆﾄｰｸｼｮｰ】 11:30～11：50
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○ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ東京発刊 55 周年 ｻﾝｽﾎﾟｽﾍﾟｼｬﾙﾃﾞｰ抽選会＆ﾌﾛｰﾗｽﾃｰｸｽ予想検討会
【4 月 22 日（日）】
サンスポ賞フローラステークス（ＧⅡ）当日は、サンスポ・競馬エイト・週刊 Gallop が

○おみくじ馬券で運試し！「クイックピック」ワゴン販売
コンピューターに馬番号・組番号の選択をお任せする「おみくじ馬券（クイックピック）」のワ

総力を上げて、抽選会や予想検討会を行います。

ゴン販売を行います。当たりが出ればプレゼントも！春競馬最初の運試しにいかがでしょう

★ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ東京発刊 55 周年

か！？

ﾌﾛｰﾗｽﾃｰｸｽｻﾝｽﾎﾟｽﾍﾟｼｬﾙﾃﾞｰ抽選会

【時

間】開門～ 先着 2,000 名様

【場

所】正門付近特設ブース

【詳

細】4 月 22 日（日）付のサンスポ(140 円)、競馬エイト（500 円）、週刊 Gallop（720

【発売ﾚｰｽ】 （１）天皇賞（春）（ＧⅠ）
（２）ＮＨＫマイルカップ（ＧⅠ）
【日

時】（１）4月28日（土）

円：4 月 22 日号）を持参された方は、サンスポ・エイト・Gallop オリジナル

10：30頃～16：00頃
10：30頃～15：00頃

（２）5月 5日（祝・土）

10：30頃～16：00頃

グッズ等が当たる抽選会にご参加いただけます。

4月29日（祝・日）

※サンスポ・競馬エイトの販売も行います。

5月 6日（日）

※サンスポＺＢＡＴ！会員、定期購読、電子新聞のお申込みも受け付けます。

※各日とも売切れ次第、終了致します。

★ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ東京発刊 55 周年

ﾌﾛｰﾗｽﾃｰｸｽ（ＧⅡ）予想検討会

【時

間】11：50 頃～

【場

所】ゴール前特設ステージ

【出

演】横山ルリカ（タレント）

【場

10：30頃～15：00頃

所】（１）馬場内東側特設エリア
（２）日吉が丘付近
※雨天時は場所を変更する場合があります。

【詳

柴田章利（サンケイスポーツ） 板津雄志（サンケイスポーツ）

細】500円分の馬連（100円×5点）または三連複（100円×5点）の勝馬投票券を「お
みくじ馬券特製ポチ袋」に入れて発売いたします。

司会：清水久嗣（ニッポン放送アナウンサー）
※出演者は予告なく変更となる場合があります。

○実使用レースゼッケン付グッズ限定販売
実際にレースで使用したゼッケンがセットとなったオリジナルグッズを東京競馬場限定で

○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー！【全開催日】
競馬ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる「ビギナーズセミナー」を開催いたします！

販売いたします！
【 販 売 日 】 ①4 月 21 日（土） ②5 月 5 日（祝・土） ③5 月 12 日（土）

20 分でケイバのイロハを学べるお手軽コースに加え、馬券購入から競馬観戦までの流れが学

【販売時間】 開門～ 売切れ次第終了

べるロングコースも開設しています！遠慮なくドシドシご参加ください！

【場

【日

【 グ ッ ズ 】 ①ダービーオリジナルデイパック（限定 300 セット）

時】4 月 21 日（土）～6 月 24 日（日） 10：00～15：30

所】 ウオッカ馬像付近特設ターフィーショップ

※東京ＧⅠ開催日のみ 9：00～15：30

：2,000 円

②ＮＨＫマイルカップオリジナルポロシャツ（限定 250 セット）
：2,000 円

【受付場所】正門前ローズガーデン付近専用ブース

③ ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾏｲﾙおがわじゅりｲﾗｽﾄﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ（限定 300 セット）

：2,000 円

※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。
※ビギナーズセミナー受講者には、「HOT HOLIDAYS!」クリアファイルをプレゼントいたしま

○東京競馬場限定ＧⅠオリジナルグッズ販売 【各ＧⅠ前日＆当日のみ販売】

す。

【日

時】 各ＧⅠ開催日 前日及び当日 開門～

★ビギナーズサポートカウンター開設

【場

所】 場内各ターフィーショップ

【日

時】4 月 21 日（土）～6 月 24 日（日） 9：30～15：30

【グッズ】

◇マフラータオル

： 1,000 円

【設置場所】フジビュースタンド 2 階総合インフォメーション付近

◇ＧⅠ全出走馬ストラップ

：

400 円

フジビュースタンド 3 階中央インフォメーション付近

◇ＧⅠ全出走馬ボールペン

：

500 円
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◇想い出馬券ホルダー

：

500 円

◇馬番Ｔシャツ

： 2,000 円

※マフラータオル以外は入荷状況により開門時から販売できない場合がございます。
予めご了承ください。なお商品は売切れ次第終了となります。

※ＷＩＮ５以外の式別は、ご購入いただけません。あらかじめご了承ください。
※ご利用時には、ＩＣカードを貸出しいたします。ＩＣカードは、ＷＩＮ５確定後、的
中・不的中に関わらず当日中にサポートデスクまでご返却ください。
※ＩＣカード貸出しに際し、保証金として500円を徴収させていただきます。保証金は、
ＩＣカードご返却時にお返しいたします。

○２０１８年日本ダービーオフィシャルグッズ販売

※ＷＩＮ５の勝馬投票券（紙としての投票券）は、発券されません。

【日

時】 全開催日 開門～

※払戻金等は、ご利用日当日中にご精算いただきます。

【場

所】 場内各ターフィーショップ

※混雑時には、サービスのご利用を制限させていただく場合がございます。

【グッズ】

◇ネクタイ

： 3,000 円

◇キャップ

： 2,500 円

◇ジャンボバスタオル

： 2,500 円

その他多数のダービーグッズを取り揃えております

○春の３歳重賞馬連 【1 月 7 日（日）～5 月 26 日（土）】
平成 30 年 1 月 7 日（日）フェアリーステークス（ＧⅢ）から 5 月 26 日（土）葵ステーク
ス（新設重賞）までの 3 歳重賞（計 23 レース）の「馬連」を対象に、通常の払戻金に売上げ
の 5％相当額を上乗せして払戻しいたします。

○青森物産展

【対象レース】4 月 22 日（日）：サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

青森の名産をご購入頂ける物産展を開催いたします。

4 月 28 日（土）：テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

【日

時】 5 月 5 日（祝・土）・6 日（日） 開門～

5 月 5 日（祝・土）：京都新聞杯（ＧⅡ）

【場

所】 日吉が丘特設テント

5 月 6 日（日）：ＮＨＫマイルカップ（ＧⅠ）
5 月 20 日（日）
：オークス（ＧⅠ）

○ＷＩＮ５サポートデスク【全開催日】

5 月 26 日（土）
：葵ステークス（新設重賞）

ＷＩＮ５の払戻金は最高６億円！東京競馬場では、インターネット投票等でご好評いただ
いておりますＷＩＮ５の購入をお手伝いさせていただくサポートデスクを開設しておりま

みんなで競馬を楽しもう！女性・ファミリー向けイベント！

す。

○女性のための無料リラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」が 2 か所オープン！

【時

間】 9：30～16：30

【会

場】 センターコート

※「即ＰＡＴ」提携銀行の口座を既にお持ちの方は、会場で「即ＰＡＴ」にすぐご加入い
ただけます。その際には当該口座の通帳やインターネットバンキングカード等が必要となり
ます。

この春も、女性専用のリラックススペース「ＵＭＡＪＯ（ウマジョ） ＳＰＯＴ」と「ＵＭ
ＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」が東京競馬場にオープンします。無料でご利用頂ける休憩エリ
アとなっている他、無料ワンドリンクサービスやここでしか買えない馬モチーフのオリジナ
ルスイーツの販売も。
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」には女性コンシェルジュも常

＜i-Seatお試しサービスについて＞（ＷＩＮ５発売日のみ）
ＷＩＮ５サポートデスクではi-Seatの在席投票端末を設置しており、従来のサービスに加
え「i-Seatお試しサービス」を実施中。

駐しているので、
「競馬場は初めて」という方も、お気軽にお立ちよりください。東京競馬場
でいつもと違った週末を楽しんでみませんか？
★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【全開催日】

※i-Seatお試しサービスは、ＷＩＮ５発売日のみ行います。

【時

間】 開門～17：00（最終入場受付 16：30）

（ご利用受付時間）9：30～ＷＩＮ５最初のレースの発走時刻３０分前

【場

所】 フジビュースタンド 5 階 10 番柱付近

（払戻時間）

ＷＩＮ５確定後～当日16：30

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ【全開催日】
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【時

間】9：00～17：00（最終入場受付 16：30）

【場

所】 フジビュースタンド 5 階 30 番柱付近

★ＳＮＳ投稿プレゼント
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴや東京競馬場内で撮影した写真に“♯s2umajo”をつけてＳＮＳに投
稿し、投稿画面をコンシェルジュにご提示いただくと、ＵＭＡＪＯブックマーカーをプレ

≪「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」
「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ」について≫

ゼントします。

※女性のお客様限定のスペースです（男性のお客様は未就学児のみご利用頂けます）
。

【日

時】 全開催日 開門～ ※各日先着 30 名様・なくなり次第終了

※ご利用時間はお一人様 1 日各ＳＰＯＴ1 回ずつ最長 60 分までとさせて頂きます（混雑

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

日は 30 分）
。
★ウマをもっと好きになるプチ講座
ウマにまつわる雑学を女性コンシェルジュがはじめてさん向けにご紹介します。ウマや

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
※ご参加はお一人様 1 開催 1 回限りです。
★ウマグッズ販売

競馬に興味が出てきたから勉強してみたい、と感じていらっしゃる方はぜひご参加くだ

個性あふれるクリエーターたちによる、ウマモチーフのアクセサリーや小物類。思わ

さい。

ず連れて帰りたくなる可愛いウマ雑貨をお土産にいかがですか。

【日

時】 全開催日 13：00 頃～（20 分程度） ※各日先着 10 名様

【日

時】 全開催日 開門～ ※なくなり次第終了

【受

付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ内 開門～ ※定員になり次第終了

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

★ガイドツアー
パドックの説明や馬券の買い方、レース観戦までご案内するはじめてさんに安心のツ
アーです。
【日

★オリジナルスイーツ
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでしか味わえない限定のスイーツを販売します。

時】 4 月 22 日（日）
・29 日（祝・日）
・5 月 5 日（祝・土）
・12 日（土）
14：00 頃～（30 分程度） ※各日先着 10 名様

【受

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ内 開門～ ※定員になり次第終了

★グループ来場抽選会

＜第2回東京競馬限定スイーツ＞
蹄鉄のかたちをした“ホースシュークリーム”、ウマのキュートな顔をプリントしたマ
カロン“ウマカロン”全6種類を販売します。
※“ホースシュークリーム”は2週間毎に味が変わります。

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴに、競馬場はじめてさんを含むグループ（3 名様以上）でご来場い

【日

時】 全開催日 開門～ ※なくなり次第終了

ただいた方に、抽選でＵＭＡＪＯオリジナルグッズをプレゼント！当日購入した勝馬投

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

票券 100 円以上をご提示いただいた方がご参加頂けます。ぜひこの機会に皆様で競馬場
に遊びに来てください。

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
★ワンドリンク無料サービス

【日

時】 全開催日 9：20～ ※各日先着 30 名様・賞品なくなり次第終了

ケイバの合間に無料ドリンクでホッと一息。ここでしか飲めないＵＭＡＪＯオリジナル

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ

ブレンドハーブティー（全 5 種）も登場！

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ
【賞

品】 Ａ賞：ＵＭＡＪＯ パスケース
Ｂ賞：ＵＭＡＪＯ てぬぐい
Ｃ賞：ＵＭＡＪＯ マグネット

【日

時】 全開催日 開門～

【場

所】 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ
ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ

※お一人様ドリンク１杯までとさせて頂きます。

※ご参加いただく方全員の勝馬投票券のご提示が必要です。

※セルフサービスです。

※抽選へのご参加は、20 歳以上の女性のお客様お一人様 1 日 1 回限りです。

※持ち出しはご遠慮ください。
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★女性向けスペシャルイベント!プロによるヘアアレンジ体験！
プロによるヘアアレンジ体験で、華やかで可愛いポニーテールに変身！
さらに、上記期間はローズガーデンがフォトジェニックに！ヘアアレンジしたら

【日

時】4 月 21 日（土）～5 月 27 日（日） 10：00～15：00

【場

所】馬場内西側エリア
★元気いっぱいあそぼう！キッズプレイスペース

写真を撮ってシェアしちゃおう！

【設置遊具】エアートランポリン、海底迷路、シャチスライダー

【日

時】5 月 12 日（土）
・13 日（日）
・19 日（土）
・20 日（日）

【受

付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ横 開門～

※キッズプレイスペースのご利用に際しては制限がありますので、詳細は現地
でご確認ください。

※先着順で整理券配布。整理券配布がなくなり次第、受付終了。
【詳

※雨天時はキッズプレイスペースが中止となる場合がありますので、予めご了

細】5 月 12 日（土）
・19 日（土）
：先着 120 名様

承ください。

5 月 13 日（日）
・20 日（日）：先着 300 名様
【場

所】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ＰＬＵＳ横

※5 月 19 日（土）から一部遊具の入替えを実施する予定です。
★親子でつくろう！オリジナルワークショップ

★ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴの詳細についてはＵＭＡＪＯサイト

【日程及びプログラム】

（http://umajo.jra.jp/event/201802tokyo/）をご覧ください。

（１）4 月 22 日（日）

キミだけのおうまさん貯金箱

（２）4 月 28 日（土）

おうまさんバッジ

○ちびっ子集まれ！キャラクターショー

（３）4 月 29 日（祝・日） 海のいきもの時計

人気キャラクターのステージショー＆握手会を行います。
【演

目】（１） 4 月 22 日(日)
（２） 4 月 28 日(土)

（４）5 月 5 日（祝・土）

おうまさん粘土キャンドル

快盗戦隊ﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰ VS 警察戦隊ﾊﾟﾄﾚﾝｼﾞｬｰ

（５）5 月 6 日（日）

ライトで光る！ミニハウス

平成仮面ライダーショー

（６）5 月 13 日（日）

おかあさんにﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｿｰﾌﾟ

（３） 4 月 29 日（祝・日） レッドヒーローショー

【時

（４） 5 月 6 日（日）

仮面ライダービルドショー

（５） 5 月 13 日（日）

ＨＵＧっと！プリキュアショー

【時 間】①10：00～ ②11：30～ ③13：30～ ④15：00～
※全ての回の受付を 9：30 より開始します。各回先着 20 名様で、定員に達した
回から受付を終了いたします。

間】 （１）11：45 頃～ （２）11：50 頃～ （３）11：30 頃～

※参加は 3 歳以上のお子さまとさせていただきます。また、20 歳以上の保護者

（４）11：40 頃～ （５）11：35 頃～
【場

が同伴の上ご参加ください。

所】馬場内イベントステージ

※ショー終了後の握手会はご希望の方全員が参加できます。混雑緩和のため開門より馬場

○ＪＲＡ×仮面ﾗｲﾀﾞｰ

奪われた優勝ﾚｲを探せ！～GW 特別企画宝探しｲﾍﾞﾝﾄ＠東京競馬場～

内フアフア広場にて整理券を配布いたします。
※記念撮影会は行いませんので、ご了承ください。
※雨天時はショーを中止とし、握手会のみの開催とさせていただきます。

【4 月 28 日（土）～5 月 6 日（日）】
オークス・日本ダービーの優勝馬に贈られる“優勝レイ”がショッカー達に盗まれてしまっ
た。参加者は、仮面ライダーと共に、東京競馬場内のどこかに隠された“優勝レイ”のありか
を謎を解いて探し出そう！

○ウエストファミリーパークがオープン！馬場内でお子様と一緒に楽しもう！
東京競馬場では定番となったお子様向け遊具施設「ウエストファミリーパーク」が更にスケ
ールアップして帰ってくる！今回はワークショップもたくさんご用意しておりますので、お

【受付時間】9：00～13：30

各日先着 1,500 名様

【受付場所】正門付近特設ブース イベント運営本部
【詳

細】イベント運営本部にて、謎が記載された地図をもらい、地図に記された謎を解

子様と一緒にぜひご参加ください！馬場内の芝生の上で、お子様と楽しい一日をお過ごしく

いて競馬場内に隠された宝箱を探していただきます。見事クリアした方には、オ

ださい！

リジナル仮面ライダー隊員証と缶バッジ（小学生以下限定）をプレゼント。
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※イベント運営本部において、受付した方のみご参加いただけます。

当日の東京12レース・ＢＳイレブン賞を記念して、特別ブースを設置いたします。会場で

※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加いただけます。

は豪華賞品が当たる抽選会等を行いますので、お楽しみに！

※本イベントにキャラクターは登場しません。

【時

間】開門～

【場

所】正門付近特設ブース

び よ り

○今日はうま日和♪

～うまとふれあう楽しい一日～【5 月 5 日（祝・土）・6 日（日）】

通常の馬とのふれあいイベントをパワーアップして開催！ここでしか手に入らない東京競
馬場オリジナルグッズのプレゼントも♪家族みんなで馬のぬくもり、感じてみませんか？
★「東京競馬場 乗馬センターオリジナルパズルキーホルダー」プレゼント
【時

間】開門～ 各日先着 500 名様 ※お一人様 1 個限り

【場

所】乗馬センター付近

★拡大版！馬とのふれあいイベント！
【時

間】開門～

【場

所】場内各所

※馬とのふれあいイベントの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
（http://jra.jp/news/201802-01tokyo/index.html）

馬とのふれあいイベント
競馬場だからこそ見ることができる・さわることができる馬とのふれあいイベント。
お子様とぜひ、お楽しみください。
※5 月 5 日（祝・土）
・6 日（日）につきましては、馬とのふれあいイベントを拡大して実施
します。当日のイベント内容は、別ページをご覧ください。
（http://jra.jp/news/201802-01tokyo/index.html）
○誘導馬のお出迎え
ご来場ありがとうございます！感謝を込めて、ペコリ。
【時

間】開門～約 20 分程度

【場

所】芝コースゴール前付近

○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン
車で行くなら、バラバラで行くよりも 1 台に乗り合わせて行くのがエコでお得！1 台の車両

○馬の放牧（乗馬センター）
【全開催日】

に 3 名様以上のお乗り合わせでＪＲＡ駐車場をご利用いただくと、駐車料金が半額になるキ

さまざまな品種の馬をご覧いただけます。

ャンペーンを行います。

【時

間】開門～16：00

【日

程】5 月 5 日（祝・土）
・12 日（土）

【場

所】乗馬センター展示パドック

【詳

細】1 台の車両に 3 名様以上お乗り合わせで、ＪＲＡ駐車場をご利用いただくと、駐
車料金が半額（2,000 円⇒1,000 円）になります。

※ご入場時、駐車場料金所でお客様の人数を確認させていただきます。
○テレビ埼玉オリジナルグッズ特別販売【5 月 13 日（日）】
当日の東京 9 レース・テレ玉杯を記念して、テレビ埼玉 PR イベントを行います！会場では

○体験乗馬【全開催日】
気分はジョッキー。馬の背中の揺れを体験してください！
【時

間】 10：30～12：00

【詳

細】 先着 180 名様（大人も可、２人乗りは不可）。

【場

所】乗馬センター

テレビ埼玉オリジナルグッズを特別販売いたします。
【時

間】開門～

【場

所】正門付近特設ブース

※会場にはテレビ埼玉のマスコットキャラクター「テレ玉くん」も登場します。

○馬車馬の放牧（ローズガーデン）
当日の馬車運行に登場する馬車馬を放牧します。
【時

間】開門～16：00

※「馬車の運行」の時間を除く

【場

所】ローズガーデン ホースリンク

○ＢＳイレブンＰＲブースオープン【5 月 13 日（日）】
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○馬車の運行
ゆらゆら揺られて、気分は最高♪気分もよければ馬券も当たる！？
【時

間】13：30～14：30

【詳

細】先着 150 名様（大人も可）
。

【場

所】けやき並木（ローズガーデン奥）

○ターフィーグリーティング【全開催日】
ターフィーくんが東京競馬場をお散歩します。見かけたら一緒に遊んでね。
【場

所】場内各所（中央インフォメーション、日吉が丘など）

○ミニ新幹線運行【全開催日】
ほんものそっくりのミニ新幹線で、ぐるり一周。

○アトラクションホースショー【全開催日】
ポニーや大型馬による、ダンスなどの演技をご覧いただけます。
【時

【時

間】10：00～15：00

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場

間】14：30～14：45
○フアフアターフィー【全開催日】

○馬とのふれあい【全開催日】

ターフィーくんのおなかの中はフアフア別世界！

馬ってかわいい！あたたかい！！さわって感じてみてね♪

【時

間】9：30～15：00

【時

間】 （１）10：30～12：00 （２）14：30～15：00

【場

所】馬場内フアフア広場

【場

所】乗馬センター

※「体験乗馬」および「馬車の運行」については、各回の開始時刻の 10 分前から各会場に

※3～12 歳までのお子様のみご利用いただけます。
○JRA-DOME【全開催日】

て整理券を配布いたします。

ジャングルジムやすべり台など、遊具いっぱいの公園。

なお、整理券の配布は各回のイベントにつき、お一人様一枚限りとさせていただきます。

【時

間】開門～16：30

お一人で複数枚受け取ることは出来ません。小さなお子様も整理券が必要です。

【場

所】馬場内ミニ新幹線広場奥

また、危険防止等の理由により、係員の判断で参加をお断りする場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

○馬シャ馬シャパーク【全開催日】

※馬の体調・天候等の理由により内容が変更・中止になる場合がございます。

噴水や水のポンプでバシャバシャ遊ぼう！

※各イベントの出演馬や内容等の詳細については、当日決定いたしますので乗馬センター

【時

間】開門～16：30

【場

所】日吉が丘

の案内看板等でご確認いただけます。
お子様向け遊具・サービス
競馬だけじゃない！お子様向け遊具(サービス)も充実！
○空飛ぶ「ディープインパクト馬像」に乗って写真を撮ろう！【毎週日曜日】
等身大のディープインパクトにまたがって記念撮影をどうぞ！
【時

間】10：30～15：00

【場

所】イーストホール 3 階

○海賊船ダービー号【全開催日】
冒険いっぱいのネット登りやスライダー。海賊船には遊びがいっぱい！
【時

間】開門～16：30

【場

所】日吉が丘
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○アンパンマンの石像【全開催日】
石でできたアンパンマンとゆかいな仲間たち。いろいろなところにいるから、探してね。
【時

間】開門～16：30

【場

所】場内各所

○ベビー・チャイルドルーム【全開催日】
小学校低学年までを対象としたキッズのためのお部屋。おむつ替えや授乳もできます。
【時

間】9：00～16：00

【場

所】フジビュースタンド 2 階ファストフードプラザ横
メモリアルスタンド地下 1 階
※東門及び馬場内無料休憩所にも、おむつ替えと授乳をしていただけるスペ
ースがあります。

※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、ご提示の際に勝馬投票券の裏面
に確認印を押印させていただきますが、払戻には影響ございません。なお、未成年の方はご
参加いただけませんのでご了承ください。
※各イベント・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、各イベン
ト・キャンペーンの運営目的以外には一切使用いたしません。
※各種画像はイメージであり、実際と異なる場合があります。
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