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令和 4 年 3月 17日 

千葉県競馬組合 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋ケイバ（千葉県船橋市若松 1-2-1）では、令和 3年度第 12回開催を 3月 21日（祝月）～25日（金）に開

催いたします。今開催は、重賞レース「第 67 回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3 月 23 日（水）〕、かしわ記念

（JpnⅠ）のトライアルレース「第 25回 京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」〔3月 24日（木）〕を開催いたしま

す。 

今開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、滞留人数 5,000人まで（事前予約不要）の有

観客開催となります。2月に完成した新スタンド A棟へご入場いただくとともに、開催全日で、先着 100名様に

船橋競馬オリジナルグッズの来場記念プレゼントやキッチンカーが出店いたします。船橋ケイバ公式マスコッ

トキャラクター「キャロッタ」との撮影会やハートビート VR、キッズスペースや子供向けゲームなどファミリ

ーで楽しめるイベントを予定しております。入場および施設の利用、場内イベントのお知らせは、次頁以降に注

意事項や詳細を記載しておりますので、ご覧ください。 

今開催の重賞レース「ダイオライト記念」、「京成盃グランドマイラーズ」を盛り上げるため、「HEART BEAT 

NIGHTER オンライン」では現在、開催企画「～船橋競馬公式 Twitterフォロー＆リツイートキャンペーン～」を

同時に実施中。船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、応募対象ツイートをリ

ツイートしていただいた方の中から抽選で合計 200 名様に豪華賞品をプレゼントいたします。3 月 23 日（水）

は、「楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」を「YouTube」「ニコニコ生放送」にて LIVE配信、「ラジオ NIKKEI」

では、全国へ実況生中継特番を放送いたします。3月 24日（木）は、「スポーツ報知 VSキセキのふわふわ LIVE 

ガチふわ馬券対決！」を公式 YouTube チャンネルにて LIVE配信します。その他、コラム記事や、船橋競馬が楽

しめるコンテンツを多数掲載しています。詳しくは、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧く

ださい。 

 

■「ダイオライト記念」とは  

1956 年に南関東所属の 3歳（現 4 歳）・4 歳（現 5歳）牡馬による重賞競走として創設、第 1回はダート 1800m

で施行されました。 距離や競走条件は幾度かの変遷を経て、施行距離は 1976年よりダート 2400m、競走条件は

1996年から中央・地方全国指定交流競走となり、1998年より 5歳（現 4歳）以上に、 格付表記は 2007年より、

（JpnⅡ）に変更されました。 競走名の「ダイオライト」はイギリスから輸入され、日本初の牡馬クラシック三

冠馬セントライトなどを輩出した種牡馬で、千葉県成田市三里塚の宮内庁下総御料牧場に繋養されたことに由

来します。昨年のレースは、2番人気のダノンファラオ（川田将雅騎手騎乗）が勝利しました。 

■「京成盃グランドマイラーズ」とは 

1997年にダート 1600mの南関東重賞 (G3) 競走として第 1回が施行されました。以降、レースの施行時期は年

によって変動しているため、それに伴いレースの位置付けも様変わりしています。また、上位 2着までに「かし

わ記念（JpnⅠ）」の優先出走権が付与されます。昨年のレースは、1番人気、船橋所属のカジノフォンテン（張

田昂騎手騎乗）が勝利しました。 

船橋競馬 第 12 回開催〔3 月 21 日（祝月）～25 日（金）〕 
「第 67 回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3 月 23 日（水）〕 

「第 25 回 京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」〔3 月 24 日（木）〕 
今開催は新スタンド A 棟完成後、初の有観客開催！来場記念プレゼント、 

キッチンカー出店、キャロッタ撮影会など開催全日程でイベントを開催予定！ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-01
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-10
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-13
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-13
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入場および施設の利用、場内イベントのお知らせ 

今開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、滞留人数 5,000人まで（事前予約不要）の有観

客開催となります。滞留人数が上限に達した場合、入場をお待ちいただくことやお断りすることがあります。ま

た、今後の社会的状況等により、入場および場内イベントに変更・中止が生じる場合がございますので、あら

かじめご承知おきください。 

 

○入場について 

（1）当日の入場受付のみとなります。事前予約はできません。 

（2）上限に達した場合、入場をお待ちいただく場合や入場をお断りする場合がございます。 

（3）事前に入場確認票を記入の上、ご来場していただくようお願いします。入場確認票の提出が無い場合は 

ご入場をお断りします。※入場確認票のダウンロードはこちら 

（4）入場料（お一人様 100円）が必要となります（15歳未満は無料）。 

（5）入場時に、検温及び手指消毒を行います。発熱や体調不良が確認された場合は、ご入場をお断りします。 

（6）マスクを正しく着用していない方は入場できません。 

 

○施設の利用について 

（1）場内ではマスクを必ず着用してください。ワクチンを接種済みの方も同様とします。 

（2）手洗い・うがいの励行、手指の消毒にご協力ください。 

（3）場内では大声を出さず、人と人の間隔を空けてください。 

（4）特別観覧席の利用は、当日先着順による受付となります。受付は、開門 30分前から入場券販売所で行い

ます。事前予約はできませんので、あらかじめご了承ください。 

（5）飲食店は一部の臨時店舗のみの営業となります。 

（6）場内での酒類の販売はいたしません。また場内への酒類の持ち込み及び場内で飲酒はご遠慮ください。 

（7）施設の利用については、場内係員の指示に従ってください。 

 

○場内イベントについて 

今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。 

 

○その他 

接触確認アプリ（COCOA）のダウンロード・登録をお願いします。 

 

■「電話・インターネット投票」と「ライブ中継」について 
2020 年度まで記載していました「電話・インターネット投票」と「ライブ中継」の情報は、開催リリースへ移

管いたしました。 

 

 

 

 

 

 

https://www.f-keiba.com/images/info/2022031001/inf_2022031001.pdf?ver=1
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3 月 21 日（祝月）～25 日（金）イベント 

○来場記念プレゼント ※無くなり次第終了 

場所：入場門付近 

船橋競馬場へのご来場を記念して、開門から各日先着 100名様に、船橋競馬ダートグレード競

走ノベルティグッズと船橋ケイバオリジナルハンドタオルをセットでプレゼントいたします。 

 

○ハートビート VR 

場所：スタンド 2階（予定） 

千葉県調教師会の協力により、日本初の実写映像ジョッキー体験が出来る VR です。国内唯

一の現役競走馬、現役騎手による迫力の競馬映像を無料で体験できます。また、使用した紙

製 VRゴーグルはプレゼントいたします。船橋ケイバにしかないリアルな VR競馬をぜひ体験

してください。 

 

○キッズスペース＆エアーダービーゲーム 

場所：キッズスペース/スタンド 2階（予定） エアーダービーゲーム/1階 HEART BEAT Center横（予定） 

お子様同伴の方にはうれしいキッズスペースをご用意しました。屋外では膨らませた馬に乗ってぴょんぴょ

んと前へ進むゲーム「エアーダービーゲーム」も楽しんでいただけます！ 

 

 

 

 

 

 

○キャロッタ撮影会 

場所：スタンド 3階（予定） 

船橋ケイバの人気者、公式マスコットキャラクター「キャロッタ」との撮影会を実施します。 

※1 時間あたり約 20分間、登場します。 

※撮影用のカメラ、スマホ等をご用意ください。 

※先着順の撮影となります。 

 

 

○ 「ビギナーズカウンター」「キャロッタショップ」「夜競倶楽部」 

場所：HEART BEAT Center 

「ビギナーズカウンター」は、競馬初心者の方に競馬新聞の読み方や勝馬投票券の購

入方法など競馬の基礎をスタッフがご案内いたします。「キャロッタショップ」は船

橋ケイバ公式マスコットキャラクター「キャロッタ」のオリジナルグッズを販売いた

します。 

※夜競倶楽部はポイントグッズ交換のみの対応となります。 

 その他、夜競倶楽部については、最終頁もご覧ください。 
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○キッチンカー 

場所：入場門付近（予定） 

人気のだし巻きドッグや創作クレープなどを販売いたします！ 

出店名 販売メニュー 
21日 

(祝月) 

22日 

(火) 

23日 

(水) 

24日 

(木) 

25日 

(金) 

The eggman 
明太子だし巻きドッグ、アボガドチーズ

だし巻きドッグなど 
 ○ ○ ○ ○ 

アイランドキッチン 
カップジャークチキン、ラップサンド、

オリジナルタコスなど 
○     

クレープふぁんふぁん クレープ、かき氷など ○     

クレープひだまり日和 

季節のフルーツ・アイスクリーム・ナッ

ツ・コンフレーク・チーズケーキやプリ

ンなどが選べる創作クレープ 

  ○ ○  

 

 

 

 

 

さらに、スタンド 2階では、「東西売店」（あんかけ焼きそば、焼き鳥など）、「銀だこ」（たこ焼きなど）が 

全日程で登場するほか、ホットサンド、焼豚弁当、茶そば、炒飯、牛串などのキッチンカーが日替わりで登場

します。 

※イベントは、今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。 

 

3 月 22 日（火）イベント 

○「東京中日スポーツ盃早春賞」表彰式 

時 間 第 11R確定後 

場 所 ウイナーズサークル 

 

3 月 23 日（水）イベント 

○「NARグランプリ 2021」表彰式(船橋競馬所属騎手・競走馬) 

時 間 
「カジノフォンテン号」「森泰斗騎手」表彰式：第 7R確定後 

「キャッスルトップ号」「ミューチャリー号」表彰式：第 8R確定後 

場 所 ウイナーズサークル 

内 容 

「NARグランプリ 2021」の表彰式(船橋競馬所属騎手・競走馬)を実施します。年度代表馬と 4

歳以上最優秀牡馬の「ミューチャリー号」（矢野義幸厩舎）、3歳最優秀牡馬の「キャッスル

トップ号」（渋谷信博厩舎）、ダートグレード競走特別賞馬の「カジノフォンテン号」（山下

貴之厩舎）、そして、最優秀勝利回数騎手賞（3年連続 5回目）、最優秀賞金収得騎手賞（7年

連続 7回目）の森泰斗騎手を表彰いたします。 
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○「第 67回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」表彰式 

時 間 第 11R確定後 

場 所 ウイナーズサークル 

 

3 月 24 日（木）イベント 

○「第 25回 京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」表彰式 

時 間 第 11R確定後 

場 所 ウイナーズサークル 

 

≪3 月 17 日（木）から CM「船橋ケイバがアツい、ダイオライト記念」篇を放送！≫ 
今開催に先駆けて 3月 17日（木）から、テレビ CM「船橋ケイバがアツい、ダイオライト記念」篇を、関東（テ

レビ東京）で、さらに 3 月 19 日（土）・20 日（日）には、全国 5 都市の競馬中継番組前後で放送いたします。

令和 3 年度のキービジュアルにも掲載しているキャッチコピー、「変わるフナバシ！広がるフナバシ！強い競

馬が、ここにある。」を表現した、2021年度 CM・15秒バージョンです。 

■CM 放映スケジュール 

3月 17日（木）～3月 23日（水）テレビ東京 ※関東ローカル 

 

3月 19日（土）「ウイニング競馬」「うま DOKI」 

3月 20日（日）「みんなの KEIBA」「競馬 BEAT」 

※競馬中継番組は関東・関西・東海・北海道・福岡地区でのオンエア 

※各地区で局・番組は異なります。 

※番組前もしくは後での放送となります。 

 

≪ラジオ NIKKEI「ハートビートナイター・船橋競馬インフォメーション」≫ 

放 送 日 時 3月 20日（日）16：45～17：00 ※再放送 3月 21日（祝月）16：45～17：00 

チ ャ ン ネ ル ラジオ NIKKEI第 1・第 2 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください 

M C 大関隼さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

放 送 内 容 

地方競馬情報番組「競馬インパクト」内で、船橋競馬特集コーナー「ハートビートナイター・

船橋競馬インフォメーション」を放送いたします。3月 23日（水）に開催される、船橋最長・

2,400m のコースを使って行われる長距離のダートグレード競走「ダイオライト記念（Jpn

Ⅱ）」、かしわ記念（JpnⅠ）のトライアルレース「京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」〔3月 24

日（木）〕の情報や注目馬について紹介いたします！ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAxJfyCighU
https://radiko.jp/#!/live/RN1
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≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（ダイオライト記念）≫ 

配 信 日 時 3月 23日（水）17：00～21：10頃（予定） 

チャンネル 楽天競馬公式 YouTubeチャンネル、ニコニコ生放送 

出 演 者 

津田麻莉奈さん・守永真彩さん（楽天競馬“ポッ”イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」）、ヒラ

ヤマンさん（パチンコライター）、虎石晃記者（東京スポーツ）、古谷剛彦さん（楽天競馬ス

ペシャルアドバイザー） 

内 容 

「ダイオライト記念」開催当日の船橋競馬第 7～12レースで馬券対決を実施します。 

馬券対決の勝利チームを予想し、エントリー＆的中＆対象馬券を合計 5,000 円以上購入した

方のうち、抽選で「第 67回ダイオライト記念オリジナル今治ハンドタオル」（10名様）や「楽

天競馬オリジナル QUO カード 500 円分」（10 名様）が当たる豪華プレゼントキャンペーンも

実施いたします。 

キャンペーンエントリー締切：3月 23日（水）19：45まで 

※エントリー方法・賞品等、詳細は上記の楽天競馬 LIVEの特設 WEBサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ラジオ NIKKEI「ダイオライト記念」実況中継≫ 

放 送 日 時 3月 23日（水）19：00～20：30 

チャンネル ラジオ NIKKEI第 1 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください 

実況・進行 中野雷太さん・小屋敷彰吾さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー）  

レ ポ ー ト 米田元気さん・三浦拓実さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

解 説 佐藤哲三さん（元 JRA騎手）※電話出演、渡辺敬一さん（競馬ブック） 

ゲ ス ト 藤江れいなさん（女優） 

放 送 内 容 

元 JRA所属騎手の佐藤哲三さんなどを解説に、船橋競馬をよく知る女優の藤江れいなさんがゲ

ストに登場。2 月に完成した新スタンド A棟を、藤江さんが現地から紹介するレポートなども

予定しています。また「ダイオライト記念オリジナル今治ハンドタオル」のリスナープレゼン

トも！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

 中野雷太さん 米田元気さん  小屋敷彰吾さん 三浦拓実さん 

（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

藤江れいなさん 
（女優） 

https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20220323/
https://youtu.be/t9sHUEp6GLU
https://live.nicovideo.jp/watch/lv336068178
https://radiko.jp/#!/live/RN1
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■「スポーツ報知 VS キセキのふわふわ LIVE ガチふわ馬券対決！」 

配 信 日 時 3月 24日（木）18：15頃～ 

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 
薄井しお里さん（グラビアアイドル・元東北放送アナウンサー）、春木宏夫記者・大上賢一郎

記者（スポーツ報知）、望桃美さん・成瀬琴さん（桜花のキセキ) 

放 送 内 容 

京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」〔3月 24日（木）〕

当日の船橋競馬第 9～12 レースを舞台にレース予

想を生配信！「桜花のキセキ」チームと「スポーツ

報知」チームによるチーム馬券対決企画などを行

います。また、豪華賞品が当たるプレゼントキャ

ンペーンを実施いたします。番組内で各レース終

了後に応募キーワードを発表、全ての「キーワー

ド」及び「勝者チーム」を応募フォームに記入して

いただくと応募完了になります。※抽選会の応募方法はイベント配信中にお知らせします。 

 
 
≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

○SPAT4 ダイオライト記念キャンペーン 

SPAT4で、「ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3月 23日（水）〕購入でポイント 7倍！さ

らに地方所属馬優勝の場合は 10 倍になります！京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」

〔3月 24日（木）〕購入ではポイント 5倍！また、今開催の船橋競馬〔3月 21日

（祝月）～25日（金）〕で、距離 2,200mのレースを対象にポイント 2倍に！ 

 

○SPAT4 冬のスタミナ比べキャンペーン 

SPAT4で、「ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3月 23日（水）〕など対象の中長距離重賞

5レースの購入数により、ポイントをプレゼントします。対象レース 5レース購入

でポイント最大 8倍に！ 

※2月 16日（水）までに開催された対象レースのうち 1レース以上購入しているこ

とが条件となりますので、ご了承ください。 

 

○楽天競馬 ダートグレード競走と南関重賞競走購入で現金 1万円プレゼント 

楽天競馬で、「ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3月 23日（水）〕、「京成盃グランドマ

イラーズ（SⅡ）」〔3月 24日（木）〕を含む対象レースのうち、いずれか 3つ以上

のレースを対象賭式で各 500円以上・合計 1,500円以上購入すると「現金 1万

円」が当たります！ 

 

 

○楽天競馬 日替りポイント還元キャンペーン・ポイント大盛りプログラム 

日替わりでポイント還元が変わるキャンペーンや、買えば買うほどポイントラン

クがアップするプログラムを実施！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-13
https://youtu.be/8UbL5FcC5Pg
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000912
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000879
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rkb_special2203
https://keiba.rakuten.co.jp/point/
https://keiba.rakuten.co.jp/event/pop?l-id=top_leftNavi_pop
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≪スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」≫ 

 

■『「ダイオライト記念」「京成盃グランドマイラーズ」開催企画～船橋競馬公式 Twitter フォロ
ー＆リツイートキャンペーン～』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

応募締切 
「ダイオライト記念」開催企画：3月 23日（水）21：00まで 

「京成盃グランドマイラーズ」開催企画：3月 24日（木）21：00まで 

内 容 

「ダイオライト記念」開催企画 ～公式 Twitter フォロー＆リツイートキャンペーン～ 

船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、応募対象ツイートを

リツイートしていただいた方の中から、抽選で 100 名様にオリジナルクオカード「『ダノンファ

ラオ号』デザインダイオライト記念」（5,000円分）などをプレゼント。さらに当選者全員に「第

67回ダイオライト記念オリジナル今治ハンドタオル」もプレゼント！ 

 

「京成盃グランドマイラーズ」開催企画 ～公式 Twitterフォロー＆リツイートキャンペーン～ 

船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、応募対象ツイートを

リツイートしていただいた方の中から、抽選で 100名様に「京成電鉄オリジナルトートバッ

グ」と「キャロビエハンドタオル」をセットでプレゼントいたします。 

当選通知 賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

■「船橋ケイバ通信」 
オンラインイベントやキャンペーン情報、ここだけのコラム・レポート企画など、船橋競馬をさらに楽しむため

の情報が満載。開催前を中心に、毎月最新の船橋情報を発信していきます。 

 

VOL.07 本橋孝太騎手インタビュー 

昨年通算 1,000 勝を達成、重賞戦線でも 5 勝を上げる大活躍で大一番に強いイメー

ジのある本橋孝太騎手に、船橋コースでの長距離レースの騎乗ポイントなどについ

て話を伺いました。 

 

VOL.08 南関東競馬公認予想士 小林隆之さんが船橋競馬徹底解説 

船橋競馬に精通した、「場立ち」でおなじみの南関東競馬公認予想士「狙い撃ち」の

小林隆之さんが予想士ならではの目線でレースや船橋競馬を予想するうえでのポイ

ントを解説します。 

 

「千葉のいいとこ発見！ Vol.08」 

船橋ケイバで「e-WASH」の名を冠したレースを開催する「株式会社 Eプラン」を紹介

しています。「株式会社 Eプラン」営業部事業部長の松澤竜輔さんに、同社の事業内

容や「e-WASH」をはじめとする製品の特長やこだわっているポイントについて、お話

しを伺いました。 

https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-01
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-01
https://heartbeat-nighter.online/tsusin
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-11
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-12
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-03


9 

 

「船橋ケイバ×うまレターコラボ企画 ～人馬がつなぐ船橋ストーリー～」 

現在公開中の「山田信大調教師インタビュー」は、2021年の船橋競馬・調教師リーディン

グトップとなった山田信大調教師に、新潟競馬でデビューし、移籍した船橋競馬までの騎手

人生、そして調教師になってからの 7年間の振り返りや将来の夢、強い馬の見分け方など貴

重なお話を伺いました。 

 
■「夜競倶楽部オンライン」 
船橋ケイバの「夜の競馬」＝「夜競（やけい）」を楽しんでいただく夜競倶楽部。 
オンライン会員限定のポイントを貯めて、レアなオリジナルグッズと交換できます。 

※従来のポイントカード式の夜競倶楽部については最終頁をご覧ください。 

 
■「お家 de船橋ケイバ」 
「お家 de 船橋ケイバ」は、船橋競馬場のコース紹介や、船橋競馬をお家で楽しむための 4STEP な

ど、競馬をこれから始める方・初心者の方などにオススメです。船橋ケイバの「ガイドブック 2021-

2022」は、デジタルブックとして、「お家 de船橋ケイバ」のページから見ることができます。 

 

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

～東京大賞典出走スペシャル「ミューチャリー号」追い切り調教など貴重な動画を絶賛公開中～ 

日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR映像が、公式 YouTubeチャンネル 

「ハートビート VRチャンネル」により、ご自宅で視聴いただけます。 

昨年 12 月、大井競馬場にて開催された「第 67 回 東京大賞典（GI）」に出走した

「ミューチャリー号（矢野義幸厩舎）」の最終追い切り調教を行う模様を、360 度

カメラや VR カメラにて撮影した VR 映像を公開中です。レース直前の全力に近い

走りをするミューチャリーの迫力ある走りを、ぜひ体験してみてください！ 

※VRとして楽しむには VR機器が必要ですが、機器がお手元になくても 360度リア

ル競馬体験の映像としてお楽しみいただけます。 

 

≪「キャロッタ＆キャロッペ」オリジナル LINE スタンプ≫ 

～全 24種類を販売中！～ 

株式会社よみうりランドの協力により、船橋ケイバマスコットキャラクター

「キャロッタ＆キャロッペ」のコミュニケーションアプリ LINE スタンプ（全

24種類）を好評販売中です。船橋競馬観戦中はもちろん、普段使いしやすいメッセージとかわいいデザインは、

日常のコミュニケーションにおすすめのアイテムです。 

※株式会社よみうりランドの管理ページでの販売となります。※予告なく販売を終了する場合がございます。 

 

≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」≫ 

予想家 3名＋スポーツ紙 3紙の特別協力による「全レース予想印」を無料で公開いたしま

す。「毎日のメインレースの買い目＆見解」も見られるほか、船橋競馬関連ニュース・重賞

情報もまとめてチェックできます！  

 
≪デイリースポーツオンライン 全レース・スピード指数付き出走表≫ 
船橋競馬・全レースのスピード指数＆予想印付き出走表や、展開・予想コメントを無料

公開いたします。 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-12-02/
https://heartbeat-nighter.online/yakei
https://heartbeat-nighter.online/ouchi
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://store.line.me/stickershop/product/14414764/ja
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
https://www.daily.co.jp/horse/local/
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≪スポニチアネックス 船橋ケイバ特集≫ 

スポニチアネックス「船橋ケイバ特集」では、船橋競馬のニュースがまとめて見られるだけでなく、今回、「ダ

イオライト記念特別企画」として、「中央競馬担当記者による、ダイオライト記念ガチンコ予想対決」を実施し

ます。スポニチの中央競馬担当記者が「軍資金 1万円」を片手に、それぞれ独自の見解でガチンコ予想！

≪サンスポ ZBAT！  週刊 Gallop 船橋ケイバ重賞特集≫ 

競馬専門紙「週刊 Gallop」が、船橋競馬の重賞レースを徹底解剖！ 

レース展望、出馬表、過去 10年データなどレース予想検討に必要な情報が満載です。

≪ホームページ・SNS≫ 
○船橋ケイバ  （PC） https://www.f-keiba.com/ 

（スマートフォン） https://www.f-keiba.com/sp/

○HEART BEAT NIGHTER オンライン https://www.heartbeat-nighter.online/

○船橋ケイバ公式 SNS （Twitter） https://twitter.com/funabashi_keiba 

○南関東 4競馬場 （PC） https://www.nankankeiba.com

（携帯） https://www.nankankeiba.com/mobile/ 

（スマートフォン） https://www.nankankeiba.com/sp/

■イベント延期・対応等について

○「夜競（やけい）倶楽部」（ポイントカード）について

会員の方は、現在保有されているカード・ポイントは有効です。有効期限は次回ポイント付与のタ

イミングで自動延長となります。そのままお持ちください。また、今開催は、場内の HEART BEAT

Center にてポイントグッズ交換を実施いたします。

○「ハートビートタッチ」について

景品引換期限が〔2020年 3月 10 日（火）～14日（土）〕までのレシートは 2022年 3 月 31日（木）

まで使用可能といたしますので、HEART BEAT Centerまでお越しください。また、レシート「ハート

グルメシリーズ賞」「競馬はフナバシ！夜競はフナバシ賞」をお持ちいただいた方には、オリジナル

タオルハンカチと交換させていただきます。

○「特別観覧席の招待（引換）券」「特別観覧席スタンプカード」について

2020年 2月 27日（木）以降が期限の特別観覧席ご招待券は、新スタンド A棟特別観覧席でご利用いただけま

す（※ボックスルーム、ウィナーズビューシートを除く）。また、全てスタンプが貯まった特別観覧席スタン

プカードは、新スタンド A棟特別観覧席との引換えが可能です（※ボックスルーム、ウィナーズビューシート

を除く）。なお、特別観覧席スタンプカードのサービスは終了となります。※引換え不可のスタンプカードは

無効となりますので、ご了承ください。

詳細のお問い合わせは、よみうりランド船橋競馬事業部（047-431-2151）へお願いいたします。

https://www.sponichi.co.jp/gamble/tokusyu/funabashikeiba/
https://race.sanspo.com/event/funabashi_grade2021/
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/sp/
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/mobile/
https://www.nankankeiba.com/sp/

