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船橋ケイバ（千葉県船橋市若松 1-2-1）では、令和4年度第2回開催を 5月2日（月）～6日（金）に開催いたします。今開催

は、船橋競馬最大のレース「第34回 かしわ記念（JpnⅠ）」〔5月5日（祝・木）〕をはじめ、「第36回 東京湾カップ(SⅡ)」〔5月4

日（祝・水）〕と、昨年度から重賞レースに格上げされた「第2回 若潮スプリント(SⅢ)」〔5月3日（祝・火）〕、3日連続で重賞レ

ースを開催いたします。 

 

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、事前予約制で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、キッチンカー、キッズスペースや女性ラウンジなどファミリーでも女

性でも楽しめるイベント等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。 

 

第2回開催を盛り上げるため、ファミリー向け場内イベント「船橋ケイバ縁日！」や、Twitter・LINE公式アカウントでのキャンペー

ン、さらに、公式 YouTubeチャンネルにて、毎日様々なゲストを招き「船橋ハートビートライブ」をLIVE配信。その他、新ブランド

サイト「FORCE FUNABASHI online」を開設。「強い船橋競馬」をWEB上で体験できる様々なコンテンツを順次掲載していきま

す。第2回船橋競馬開催をどうぞお楽しみに！ 

 

 

 

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、事前予約での有観客開催となります。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 

事前予約制での入場となります。 

なお、事前予約で上限人数に達しなかった場合は、当日券の販売を実施いたします。 

令和４年度第２回船橋競馬の申込は以下のリンク先からお願いします。 

 

＜一般入場＞ 

５月２日（月）https://peatix.com/event/3221596 

５月３日（祝・火）https://peatix.com/event/3224667 

５月４日（祝・水）https://peatix.com/event/3224672 

５月５日（祝・木）https://peatix.com/event/3224674  ※申込件数が上限に達したため、終了となりました。 

５月６日（金）https://peatix.com/event/3224678 

 ※特別観覧席については上記の申込フォームからの申込はできません。 

 

 
令和 4 年 4 月 27 日 

千葉県競馬組合 

船橋競馬 第２回開催〔５月２日(月)～６日（金）〕 
「第３４回かしわ記念( J p n I ） 」〔５月５日（祝・木）〕 
「第３６回東京湾カップ（SII）」〔５月４日（祝・水）〕 
「第２回若潮スプリント（SIII）」〔５月３日（祝・火）〕 

第2回も有観客開催！かしわ記念イベント、ギフトが当たるキャンペーン、 
キッチンカー出店、YouTube生配信、など開催全日程でイベントを開催予定！ 

入場および施設の利用、場内イベントのお知らせ 

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
https://www.f-keiba-brandportal.com/
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・一般入場のチケットの申込にはPeatixのアカウント登録が必須となります。 

・当日の入場の際、Peatixアプリ内のチケットメニューによりチケット画面をご提示いただくため、 

Peatixアプリのインストールをお願いします。 

 

１ 応募可能人数（一般入場） 各日2,863名 

２ 申込期間 令和４年４月１８日（月）１２時から 

 ※申込件数が上限に達した時点で終了といたします。 

 

【抽選申込の注意事項】をご確認いただき、御了承の上でお申し込みください。 

詳しくは公式サイトをご覧ください。 

 

 

■「かしわ記念」とは 

第1回千葉県営競馬が柏競馬場で行われたことを記念し、1989年に創設。1996年に指定交流競走となった当時は、春

から夏にかけて短距離適性馬が出走できるダートの大レースがなかったため、アブクマポーロやトーシンブリザード、ス

ターリングローズといった中央競馬・地方競馬の一流馬による高レベルの争いが繰り広げられるようになりました。2005

年にGIに格上げされてからはJRA所属馬が成績の上位を占めることが多く、エスポワールシチー、ホッコータルマエ、コ

パノリッキー、ゴールドドリームなどダートの名馬たちが勝利を収めていますが、地方所属からもアジュディミツオーやフ

リオーソ、カジノフォンテンなど船橋競馬場所属馬が勝利しており、地元のレベルの高さを証明しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「若潮スプリント」とは 

南関東競馬所属の3歳スプリント戦線の充実を目的に2019年にオープン特別1,000mとして創設。翌2020年には1,200mに変

更され、昨年度からはSⅢの重賞に格上げされました。1着馬に対し第12回 習志野きらっとスプリント（SⅠ：船橋競馬場）、

1、2着馬に対し第12回 優駿スプリント（SⅡ：大井競馬場）への優先出走権が与えられます。 

 

■「東京湾カップ」とは 

東京湾横断道路（アクアライン）の着工と21世紀への東京ベイラインの発展を祈念して1987年、4歳馬（現表記3歳）による

船橋競馬場ダート2,000mの重賞として創設。第17回開催までは毎年12月に実施され、4歳の数々の重賞を制覇した馬が

4歳最後の重賞制覇を競う祭典競走でした。2004年から開催時期が5月に変更、東京ダービーのトライアル競走に指定さ

れ、1、2着馬に対し東京ダービーの優先出走権が与えられるようになりました。東京ダービーの前哨戦となる熱い戦いに

ご期待ください。 

 

表彰式日程 表彰式名 時間 場所 

5月3日(祝・火) 第2回若潮スプリント（SIII） 表彰式 

第11R終了後 
※場内モニターで 

ご覧いただけます。 
5月4日(祝・水) 第36回東京湾カップ（SII）表彰式 

5月5日(祝・木) 第34回かしわ記念(JpnI）表彰式 
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4月29日（祝・金）から新ブランドCM「FORCE かしわ記念」篇を放送！ 
第2回開催（5月2日～6日）に合わせ、新CM【FORCEかしわ記念篇】・【FAIRかしわ記念篇】を4月29日（祝・金）から、地上

波・BS放送にてオンエアいたします。 
 
■CM 放映スケジュール 

・地上デジタル放送 

 日本テレビ        ：4月29日（祝・金）～5月5日（祝・木） 

 テレビ東京        ：4月30日（土）「ウイニング競馬」番組後 

 フジテレビ          ：5月  1日（日）「みんなのKEIBA」番組前 

 北海道文化放送  ：5月  1日（日）「みんなのKEIBA」番組前 

 関西テレビ        ：5月  1日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

 東海テレビ        ：5月  1日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

 

・BS放送 

 BSイレブン        ：5月  1日（日）「競馬中継第1部」番組後 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DziGQ3YSIPM
https://www.youtube.com/watch?v=DziGQ3YSIPM
https://www.youtube.com/watch?v=XaXxvmzkp1Q


4  

イベント情報 

 
※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。 

 

○来場者プレゼント 

第2回開催では、毎日数量限定で様々なプレゼントをご用意！ 

※限定につき終了の場合はご容赦ください。 

 
５月２日（月）    船橋競馬オリジナルグッズ（100名） 

５月３日（祝・火） 馬事畜産振興協議会ご提供；牛乳パック250ml（200名）、船橋競馬オリジナルグッズ（100名）、 

BayFMコラボ マルシェバッグ（100名） 

５月４日（祝・水） 馬事畜産振興協議会ご提供；牛乳パック250ml（200名）、船橋競馬オリジナルグッズ（100名）、 

BayFMコラボ マルシェバッグ（100名） 

５月５日（祝・木） 馬事畜産振興協議会ご提供；牛乳パック250ml（200名）、船橋競馬オリジナルグッズ（100名）、 

BayFMコラボ マルシェバッグ（100名） 

５月６日（金） 馬事畜産振興協議会ご提供；牛乳パック250ml（200名）、日高産昆布（100名）、 

船橋競馬オリジナルグッズ（100名） 

 

 

○ハートビートVR ～騎手会限定オリジナルグッズ販売会も同時開催！～ 

開催日時：5月2日(月)〜6日(金) 

場所：スタンド3階 

新たなVR映像が登場！日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR 映像が、無料配布のVRゴーグルで体験できる！ 騎

手目線での迫力ある映像体験をどうぞお楽しみください！  

また、千葉県騎手会限定グッズ販売会も実施！販売グッズ；オリジナルマスク（森泰斗騎手、張田昂騎手、本橋孝太騎手、

本田正重騎手、左海誠二騎手、川島正太郎騎手、キャロッタ 各50個 ※数量限定につき売り切れの際はご容赦ください） 
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○キッズスペース 

開催日時：5月2日(月)〜6日(金) 

場所：スタンド3階 

お子様同伴の方にはうれしい遊具付きのキッズスペースをご用意しました。 

 

○女性ラウンジ ※ファミリーの方もご利用いただけます。 

開催日時：5月2日(月)〜6日(金) 

場所：スタンド2階 

女性の方にゆっくりとくつろいでいただける専用スペースです。今開催では、GW期間中は特別にファミリーの方もご利用

いただけます。 

 

■船橋ケイバ縁日！ 
開催日時：5月2日(月)〜6日(金) 
GWの船橋ケイバはお祭り盛りだくさん！ベビーカステラやいか焼きなどの屋台グルメや、射的・輪投げ・ヨーヨー釣りなど、
お祭り気分が味わえる縁日が期間限定オープン！お子様に人気の「ふわふわ」も登場。ゴールデンウィークの船橋競馬場
は、ファミリーみんなでお楽しみいただけます！ 
 
○縁日＆ふわふわ遊具 

場所：エスカレーター脇  

GWの船橋ケイバはお祭り盛りだくさん！ベビーカステラやイカ焼きなどの屋台グルメや射的や輪投げ・ヨーヨー釣りなど、お

祭り気分が味わえる縁日が期間限定オープン！お子様に人気の「ふわふわ遊具」が登場。ゴールデンウィークの船橋競馬

場は、ファミリーみんなでお楽しみいただけます！ 

 

○屋台グルメ 

ベビーカステラ・いか焼き・牛ステーキの屋台が登場！  

 

＜出店予定メニュー＞ 
ベビーカステラ；12個・300円、20個・500円、40個・1,000円 
牛ステーキ；600円 
いか焼き；げそ・300円、半身・400円、丸のまま・600円 
 
○キッチンカー 

場所：スタンド2階 

時間：開門～最終レース発走まで 

出店名 販売メニュー 
2日 

(月) 

3日 

(祝・
火) 

4日 

(祝・
水) 

5日 

(祝・
木) 

6日 

(金) 

東西売店 あんかけ焼きそば、焼き鳥 など ● ● ● ● ● 

銀だこ たこ焼き ● ● ● ● ● 

ポテトマニア 
フライドポテト（トリプルチーズ・明太マヨ・メキ
シカン）など 

● ● ● ● ● 

大鶏串の中島 ジャンボ焼き鳥、大鶏飯 など ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

※その他、かき氷のキッチンカーも出店予定です。 



6  

※掲載の店舗・メニュー・料金は変更になる場合がございます。 

○キャロッタわくわく撮影会 

開催日時：5月2日(月)〜5日(祝・木) 

場所：スタンド３F西側デッキ 

キャロッタと一緒に撮影会！5月5日キャロッタのお誕生日には楽しいフォトプロップスも登場！キャロッタをみんなでお祝いし

よう！  

※1時間あたり約20分間登場します。 

※撮影用のカメラ、スマートフォン等をご用意ください。 

※先着順の撮影となります。 

 
 

○GW3重賞開催記念 スクラッチくじ！  

開催日時：5月3日(祝・火)〜5日(祝・木) 

場所：入場門付近 

3日連続重賞開催を記念して、先着1,000名様にスクラッチカードを配布します。コインでこすっ

て当たりが出たら、本年の「かしわ記念ポスター」をデザインしたオリジナルQUOカード（500円

分）を100名様にプレゼント！  

 

※引き換え場所；ハートビートセンター 

※引き換え期限；2022年5月5日（祝・木）閉門まで 

 

 

  
 

○かしわ記念スペシャル抽選会 

開催日時：5月5日(祝・木) 

場所：ハートビートセンター横抽選ブース 

かしわ記念の開催を記念して、5月5日(祝・木)当日の船橋競馬未確定勝馬投票券5,000円分の提示で参加できる  

スペシャル抽選会を開催！抽選で合計250名様に「かしわ記念ネクタイ」や昨年度のNARグランプリを受賞した 

「ミューチャリー号」、「カジノフォンテン号」、 「キャッスルトップ号」、「森泰斗騎手」のQUOカードが当たる！ 

 

※賞品がなくなり次第、終了となります。 
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≪SPAT4プレミアムポイントキャンペーン≫ 

■GW SP企画 船橋ハートビートナイター祭り ゴールデンウィークはかしわ記念！ 

対象日/レース 5月2日（月）〜5月6日（金）船橋競馬全レース 

内 容 

ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！ 

GW SP企画！船橋ハートビートナイター祭り ゴールデンウィークはかしわ記念！ 

SPAT４で今開催（5月2日（月）～5月6日（金））期間中の船橋競馬のレースを合計3,000円以上購入した方

の中から抽選で100名様に10,000円相当のポイントが当たります。 

当選発表 当選者の発表はポイントの付与(6/20(月)11時頃)をもって代えさせて頂きます。 

 

≪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 5月2日（月）14:00〜5月6日（金）23：59まで 

内 容 

船橋競馬公式Twitterアカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、キャンペーン対象ツイートをリツイート

していただいた方の中から、抽選で毎日50名様にAmazonギフト券（デジタルクーポン） 500円分をプレゼント。 

※各日抽選で50名様、5日間合計で250名様にプレゼントいたします。 

当選通知 ご当選者様には、ご応募いただいた翌日を目安にTwitterのDMにて通知いたします。 
 

 

≪「3連続重賞開催記念！LINEおみくじ」≫ 

応募締切 5月2日（月）14:00〜5月6日（金）21：00まで 

内 容 

船橋競馬公式LINEアカウントを友だち登録して、船橋ケイバLINE公式アカウントから送られてくるメ

ッセージからおみくじを引いて【大吉】【中吉】を引いたらその場で当選。 

【大吉】Amazonギフト券（デジタルクーポン）1,000円分250名様 

【中吉】  Amazonギフト券（デジタルクーポン）500円分500名様 

※期間中合計の当選数となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp
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≪ラジオNIKKEI 実況中継≫ 

放送日時 

第1回：5月 3日（祝・火）19：00～20：30 

第2回：5月 4日（祝・水）19：00～20：30 

第3回：5月 5日（祝・木）19：00～20：30 

チャンネル ラジオ NIKKEI 第 1 ※パソコン・スマートフォン等からラジコでお聴きください 

実況・進行 大関隼さん・三浦拓実さん、小塚歩さん、米田元気さん （ラジオNIKKEIアナウンサー） 

レポート 小塚歩さん、藤原菜々花さん、中野雷太さん、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）、高橋佑典さん（競馬ブック）、佐瀬幸司さん（日刊競馬）、渡辺敬一さん（競馬ブック） 

ゲスト 真田ナオキさん（演歌歌手）、鈴木淑子さん（競馬パーソナリティ） 

放 送 内 容 
元 JRA 所属騎手の佐藤哲三さんや演歌歌手の真田ナオキさん等豪華ゲストが参戦！ 

リスナープレゼントとして、新スタンドA棟完成記念QUOカード（2枚セット）を各日5名様にプレゼント！ 

 

      
 
 

佐藤哲三さん    大関隼さん    小塚歩さん   藤原菜々花さん 鈴木淑子さん 

（元 JRA 所属騎手）         （ラジオ NIKKEI アナウンサー）      （競馬パーソナリティ） 

 

≪船橋競馬公式YouTubeチャンネル：船橋ハートビートライブ≫ 
 

配 信 日 時 

第1回：5月2日（月）18:00頃～21:00頃（予定） 

第2回：5月3日（祝・火）18:00頃～21:00頃（予定） 

第3回：5月4日（祝・水）18:00頃～21:00頃（予定） 

第4回：5月5日（祝・木）14:00頃～21:00頃（予定） 

第5回：5月6日（金）18:00頃～21:00頃（予定） 

チャンネル  船橋競馬公式 YouTube チャンネル 

出演者 

第1回：柳いろはさん（タレント）、白河優菜さん（タレント） 

第2回：ムラコさん（芸人：サミットクラブ）、細江純子さん（ホースコラボレーター）、宮川一朗太さん(俳優) 

第3回：佐々木麻衣さん（フリーアナウンサー）、オオタケさん（競馬予想家）、篠崎愛さん（タレント） 

第4回(前半)：静さん（芸人：サミットクラブ）、稲富菜穂さん（タレント）、岡村麻純さん(タレント)、 

第4回(後半)：太田光代さん（タイタン代表取締役社長）、ムラコさん（芸人：サミットクラブ）、岡村麻純さん(タレント) 

第5回：砂岡春奈さん（フリーアナウンサー）、あさひさん、望月隆寛さん（芸人：ダニエルズ） 

 

内 容 

多彩なゲストを迎え、開催日に毎日公式YouTubeから生配信！ 

「かしわ記念（JpnI）」開催当日は太田光代さん、稲富菜穂さん、岡村麻純さんら豪華なゲストをお迎えし、 

船橋競馬第1～12レース全レースの予想対決などを中心に、船橋競馬がもっと楽しくなる情報をお届けします。 

 

    ※一部抜粋 

太田光代さん       細江純子さん    柳いろはさん      サミットクラブ     

https://radiko.jp/#!/live/RN1
https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
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≪スペシャルサイト「FORCE FUNABASHI online」≫ 
本年のブランドCMコンセプト「強い競馬でみんなの心を打ちたい。」を体感できる特設サイトを公開！90秒のコンセプトムービーや

ブランドビジュアル&CM、「強い船橋」を支える船橋競馬の裏側に迫るコンテンツを順次公開。船橋がとことん好きになるイベント情

報やお得なキャンペーン情報もこちらのサイトで発信していきますので、お楽しみに！ 

 

■「船橋ジョッキーズ レポート vol.１」 

細江純子さんがナビゲートする、船橋所属騎手の素顔に迫る連載インタビューがスタート！ 

第1回は森泰斗騎手と岡村健司騎手をゲストに迎え、お二人の素顔に迫ります。 

 

※「船橋ジョッキーズレポート vol.1」は第2回開催中の公開予定です。 

 

■「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。 

 

 

≪公式YouTubeチャンネル「ハートビートVRチャンネル」≫ 
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」≫ 

専門紙・4紙が各開催で無料リレー予想！専門紙含む予想家４名による「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！ 

また第2回開催から専門紙の予想も加わりさらにパワーアップ予定！ご期待ください！ 

 

 

 

 

 

 

https://www.f-keiba-brandportal.com/
https://heartbeat-nighter.online/yakei
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://store.line.me/stickershop/product/14414764/ja
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
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≪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/ 
 

○ FORCE FUNABASHI online https://www.f-keiba-brandportal.com/ 

 

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

                 （LINE）https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic 

 

○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。 

 
 

【抽選申込の注意事項】 

・入力内容に不備がある場合には、入場をお断りいたします。 

例：「氏名が名字のみしか記入がない」等。 

・ご来場者特定のため、１つのアカウントから複数人分の受付はできません。 

複数名での来場をご希望の場合、各人にてそれぞれのアカウントにて申込みをお願いいたします。 

・入場の際は別途入場料（1人100円）が必要となります。（15歳未満の方のみ入場料不要。） 

・15歳未満の入場予約は不要です。保護者様とご一緒にご入場ください。 

・迷惑メール対策等で受信メールの制限をされている方につきましては、 

「@peatix.com」について、ドメイン指定受信設定をお願いいたします。 

・チケットの権利譲渡は出来ません。 

・場内は立ち入り可能エリアを限定いたします。 

・入場時における対応にご協力いただけない場合には、入場をお断りする事があります。 

 例：「検温の拒否」「マスクの未着用」「入場整理の指示に従っていただけない」「申請の確認が取れない」等。 

・入場後におきましても感染防止対策にご協力いただきます。 

ご協力いただけない場合には、ご退場いただくこともございますので、ご了承ください。 

・ご入力いただいた個人情報につきましては、「入場時確認」及び「新型コロナウイルス感染症発生時の身元確認」 

以外の目的では使用しません。 

・新型コロナウイルスの感染拡大等の状況の変化により、無観客競馬を実施する可能性があります。 

その際には申請は無効とさせていただきますので、ご承知おきください。 

・別途入場料（お一人様 100 円）が必要となります（15 歳未満は無料）。 

・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。 

・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） 飲食店は一部の臨時店舗のみの営業となります。 

（5） 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。 

https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/sp/
https://www.f-keiba-brandportal.com/
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/mobile/
https://www.nankankeiba.com/sp/
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○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。 

 

 


