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船橋競馬では、令和４年度第６回船橋競馬〔令和４年９月２６日（月）〜３０日（金）〕について、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３，０００人（うち特別観覧席１６６人）までの有観客開催となります。開催全日で、船

橋ケイバ屋台、キッズスペースや場内イルミネーションなどファミリーでも楽しめるイベント等を予定しております。場内イベ

ントのお知らせは、次頁以降に詳細を記載しておりますのでご覧ください。また、入場および施設の利用につきましては、

「令和４年度第６回から第８回までの船橋競馬の入場について」をご確認ください。 

 

第６回開催も、キッズスペース、キャロッタふわふわランド、場内イルミネーションなどファミリーで楽しめる場内イベン

ト、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの「船橋ハートビートライブ」場内ＬＩＶＥ配信など、楽しいコンテンツが盛りだくさん！ 

さらに今開催は、スペシャルグルメの販売や、Amazon ギフト券が当たるＬＩＮＥおみくじ、千葉県産かずさ和牛が当たる

Twitter キャンペーン等も開催します！また、９月２８日（水）の日本テレビ盃（JｐｎⅡ）当日は、日本テレビ盃開催記念サ

コッシュの配布や、豪華賞品が当たるスペシャル抽選会等、この日だけの特別なイベントもお楽しみいただけます。第６

回船橋競馬開催もどうぞお楽しみに！ 

  

 

令和 ４年 ９月 １６日 

千葉県競馬組合 

船橋競馬 第６回開催〔９月２６日(月)～３０日(金)〕 
 

「日本テレビ盃（JｐｎⅡ）」〔９月２８日(水)〕 

今開催も船橋ケイバイルミネーションや、スペシャルグルメの販売などイベント盛りだくさん！ 

日本テレビ盃（JｐｎⅡ）を記念したスペシャル抽選会や、プレゼントキャンペーンも実施！ 

さらに！ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド船橋も！ 

Road to JBC 

https://blog.f-keiba.com/info/2022/09/post-318c.html
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■「日本テレビ盃（JｐｎⅡ）」とは 

日本テレビ放送網（NTV）が１９５３年に日本の民間放送局として最初の地方競馬の中継を船橋競馬場から行ったことを記

念して、翌１９５４年からアルファベットの略称である NTV 盃として創設。 

１９７９年からは開催時期を９月末〜１０月頭へと移動し、中央との交流競走となった後の勝馬に限っても、アブクマポーロ、

アグネスデジタル、マキバスナイパー、スターキングマン、ボンネビルレコード、フリオーソ、スマートファルコンといったダート

グレード競走戦線の中核を担った GⅠ（JpnⅠ）馬らが、ずらりとその名を連ねている。 

また、JBC 競走の前哨戦“Road to JBC”の１つとして数えられ、１着馬には JBC クラシックへの優先出走権が与えられるた

め、JRA 馬、地方馬ともに強豪が集結し、JpnⅡながらハイレベルなレースが期待されます。 

 
▼２０２１年日本テレビ盃（JｐｎⅡ）（優勝馬 サルサディオーネ）      

≪表彰式等≫ 

日程 表彰式等 時間 場所 

９月２７日（火） 

ヤングジョッキーズシリーズ  

トライアルラウンド船橋  

勝利者インタビュー 

９R 確定後 ウイナーズサークル 

９月２８日（水） 日本テレビ盃（JｐｎⅡ）表彰式 １１Ｒ確定後 ウイナーズサークル 

 

≪ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド船橋 出場騎手紹介式≫ 

日程 紹介式 時間 場所 

９月２７日（火） 

ヤングジョッキーズシリーズ  

トライアルラウンド船橋  

紹介式 

5R 確定後 ウイナーズサークル 

 

■ヤングジョッキーズシリーズについて 
JRAと地方競馬の若手騎手が腕を競い合う、ヤングジョッキーズシリーズ（YJS）。今年で６年目となる２０２２ヤングジョッキ

ーズシリーズ（２０２２YJS）は、地方競馬から３９名、JRAから２４名の合計６３名の騎手が所属する地区によって東日本地

区・西日本地区に分かれて騎乗します。 

船橋競馬場は東日本地区で盛岡・門別・大井に次ぐ４場目の開催となり、ファイナルラウンドへ向けますます熾烈な争いが

期待されます。 
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≪９月２３日（金）からブランドＣＭ「ＦＯＲＣＥ 日本テレビ盃」篇を放送！≫ 
第６回開催（９月２６日～３０日）に合わせ、【FORCE 日本テレビ篇】・【FAIR 篇】を９月２３日（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        ：９月２３日（金）～９月３０日（金） 

 テレビ東京        ：９月２４日（土）「ウイニング競馬」番組前 

 フジテレビ          ：９月２５日（日）「みんなの KEIBA」番組前 

 北海道文化放送  ：９月２５日（日）「みんなの KEIBA」番組前 

 関西テレビ        ：９月２５日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

 東海テレビ        ：９月２５日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

・BS 放送 

 BS イレブン        ：９月２５日（日）「競馬中継第 1 部」番組後 

 

≪第６回開催イベント情報≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― イベント一覧 ― 

イベント名 場所 
２６日 

（月） 

２７日 

（火） 

２８日 

（水） 

２９日 

（木） 

３０日 

（金） 

日本テレビ盃開催記念 スペシャル抽選会 スタンド２F デッキ付近   ◎   

日本テレビ盃開催記念 スペシャルグルメ スタンド２F デッキ付近 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

bayfm コラボグッズ 先着プレゼント 
ハートビートセンター 

付近 
◎ ◎  ◎ ◎ 

日本テレビ盃開催記念サコッシュ 先着プレゼント 
ハートビートセンター 

付近 
  ◎   

キャロッタふわふわランド 
スタンド１Ｆ 

エスカレーター脇広場 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

キャロッタ撮影会 場内（スタンド） ◎  ◎   

場内イルミネーション - ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

女性ラウンジ 
スタンド２Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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キッズスペース 
スタンド３Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ハートビートＶＲ 
スタンド３Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

キャロッタグッズ販売 ハートビートセンター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

千葉県騎手会公式マスク販売 ハートビートセンター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

表彰式等 ウイナーズサークル  ◎ ◎   

ヤングジョッキーズシリーズ 

トライアルラウンド船橋 出場騎手紹介式 
ウイナーズサークル  ◎    

 

  

＜出店予定店舗＞ 

時間：開門～最終レース発走まで    出店場所：入場門付近・スタンド２Ｆデッキ付近 

出店名 販売メニュー 
２６日 

（月） 

２７日 

（火） 

２８日 

（水） 

２９日 

（木） 

３０日 

（金） 

船橋ケイバ屋台 ベビーカステラ、イカ焼き、チョコバナナ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

東西売店 あんかけ焼きそば、焼き鳥など ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

田久保売店 煮込み、カレーライス、串焼きなど ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ロジータ 
オリジナルクラフトビール 

（ロジータオリジナル、ロジータピルスナーなど） 
  ◎  

 

 

大鶏串の中島 大鶏串、大鶏飯など ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

八肥の会 生食マッシュルーム、淡路島名産玉ねぎなど   ◎   

日本テレビ盃開催記念 

スペシャルグルメ 
※各店舗にてスペシャルメニューの販売 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

※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。 

※イベント詳細は下記のイベント一覧をご覧ください 

※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。 
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― イベント詳細 ― 

≪第６回本場開催日イベント≫  

○日本テレビ盃開催記念スペシャル抽選会 
９月２８日（水）の船橋競馬未確定勝馬投票券１，０００円分（どのレースでも可）の提示で抽選会に１回参加。    

２，０００円分のQUOカードセットや、開催記念グッズが当たる抽選会を開催します。 

開催日：９月２８日（水） 

参加条件：当日に購入した船橋競馬の未確定勝馬投票券・１，０００円分以上（合算

可） 

実施場所：スタンド２Fデッキ付近 

賞品： 

NARグランプリQUOカード・５００円×４枚セット×５０名様 

第６９回日本テレビ盃開催記念サコッシュ３００名様※色は指定できません。 

 

○日本テレビ盃開催記念サコッシュ 先着プレゼント 
９月２８日（水）の日本テレビ盃（JpnⅡ）当日限定で、日本テレビ盃開催記念サコッシュ

を先着５００名様にプレゼント！※色は指定できません。 

実施場所：ハートビートセンター付近  

 

○bayfmコラボグッズ 先着プレゼント 
各日先着で bayfm コラボ手ぬぐいを１００名様にプレゼント。 

実施場所：ハートビートセンター付近 

※９月２８日（水）を除いて開催日全日実施します。 

 

 

○日本テレビ盃開催記念スペシャルグルメ 
日本テレビ盃の開催を記念して、田久保売店の「レバータレ ネギのせ」、大鶏串の中島の「大鶏串（鶏の親子掛け）」、東西

売店「月見チキン焼きそば」、マリリン船「有名銘柄ハイボール」などの特別メニューが登場します！ 

各店舗のスペシャルメニューを是非お試しください！ 

※数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。 

実施場所：スタンド２F デッキ ※各売店にて実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○キャロッタふわふわランド 
キャロッタのオリジナルふわふわ遊具が登場！ 

実施場所：スタンド１F エスカレーター脇広場 

対象：３歳以上のお子様  

※小学生以下は保護者同伴 

 
○キャロッタ撮影会 
おなじみキャロッタが場内をグリーティング。みんなで一緒に記念撮影しよう！ 

実施場所：場内（スタンド） 

日時：９月２６日（月）、２８日（水） 
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○場内イルミネーション 
スタンドにてイルミネーションを実施！会場を華やかに盛り上げます。 

 

○女性ラウンジ  
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。 

実施場所：スタンド２F テラス側ガラス張りスペース 

 

○キッズスペース 
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。 

実施場所：スタンド３F テラス側ガラス張りスペース 

 

○ハートビートＶＲ  
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！  

実施場所：スタンド３F テラス側ガラス張りスペース 

 

○船橋競馬場オリジナル絵馬風ウッドホルダー＆お守り風チャーム販売  
船橋競馬場マスコット「キャロッタ」の可愛いチャームと、願い事が書き込めるウッドホルダーを販売！ウッドホルダーは持ち

帰っても良し、願いを込めて掛けても良し。 

船橋競馬場へお越しの際は、是非レース的中の願掛けをしてみませんか。 

販売場所：ハートビートセンター 

販売価格：お守り風チャーム ７００円 

絵馬風ウッドホルダー １，０００円 

チャーム＆ウッドホルダーセット １，５００円 

 

○キャロッタグッズ ミニエコバック新発売！ 

船橋競馬場マスコットキャロッタのオリジナルグッズに、コンパクトに持ち歩ける 

ミニエコバックが新登場。ネイビーカラーとオリーブカラーの2色展開。 

海をイメージした可愛いデザインです。 

販売場所：ハートビートセンター 

販売価格：各色７５０円 

 

○八肥の会マルシェ 
馬ふん堆肥を使った無農薬で美味しいお野菜・果物等を販売します！ 
日時：９月２８日（水） 

販売場所：スタンド２階エスカレーター横 

 

 

○千葉県騎手会公式マスク販売 
千葉県騎手会公式マスク（全７種：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）を販売いたします。 

なお、今開催からキャロッタマスクはNewデザインで登場！ 

ぜひチェックしてください！ 

日時：９月２６日（月）～３０日（金） 

販売場所：ハートビートセンター 

  

▼キッズスペース ▼ハートビート VR 
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≪第６回オンラインイベント情報≫ 

■船橋ハートビートライブ ９月２８日は特別版！ニコニコ生放送での同時配信も！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 信 日 時 

第１回：９月２６日（月）１８：００頃～２１：００頃（予定）  

第２回：９月２７日（火）１８：００頃～２１：００頃（予定）  

第３回：９月２８日（水）１４：００頃～２１：００頃（予定） ※ダートグレード競走特別版 

第４回：９月２９日（木）１８：００頃～２１：００頃（予定） 

第５回：９月３０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 

ＵＲＬ https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured 

出演者 

第１回：岡村麻純さん（タレント）、芳野友美さん（再現女優）、東城りおさん（タレント） 

第２回：守永真彩さん（タレント）、藤原有貴さん（研究ニュース）、天童なこさん（タレント） 

第３回：【前半】ムラコさん（お笑い：サミットクラブ）、オオタケさん（競馬予想家）、夏本あさみさん（タレント） 

【後半】ムラコさん(お笑い：サミットクラブ)、細江純子さん（ホースコラボレーター）、Lynn さん（声優） 

第４回：デンジャラス安田さん（タレント）、秋田麻由子さん（スポーツニッポン）、柳いろはさん（タレント） 

第５回：田中歩さん（フリーアナウンサー）、市川俊吾さん（日刊競馬）、天野麻菜さん（タレント） 

内 容 
多彩なゲストをお迎えし、船橋競馬開催日は毎日生配信！曜日＆個人対抗の回収率対決やミニゲーム、

船橋競馬場内からの生中継やパドック解説・船橋ジョッキー紹介など、フナバシがもっと好きになる内容が

盛りだくさん！さらに、日本テレビ盃（JpnⅡ）当日はスペシャル版！1R から生放送に加え、ニコニコ生放送

でも同時生配信！ 

 

 ■ラジオNIKKEI競馬中継 

放送日時 ９月２８日（水）１９時００分～２０時３０分 

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 

出演者 
解説：斎藤修（競馬評論家）、佐瀬幸司（日刊競馬） 

実況：大関隼 番組進行：米田元気 レポート：藤原菜々花（各ラジオ NIKKEI アナウンサー） 

放 送 内 容 
  お馴染みのラジオ NIKKEI アナウンサー陣に、斎藤修さん、佐瀬幸司さんを解説に迎え、「日本テレビ盃」を

実況中継でお届け。リスナープレゼントとして「日本テレビ盃開催記念サコッシュ」を１０名様にプレゼント！ 

 

 

 

 

 
 

 
米田元気 藤原菜々花 斎藤修 佐瀬幸司 大関隼 

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
https://radiko.jp/#!/live/RN1
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■プレゼントキャンペーン 

〇船橋ケイバ秋の和牛祭り！Twitter フォロー&RT キャンペーン  

対象日 ９月２６日（月）～３０日（金） 

内 容 

船橋ケイバ公式アカウントのフォローと該当ツイートのリツイートで参加できるキャンペーンを実施。 

第６９回日本テレビ盃（JpnⅡ）に記念して、千葉県産かずさ和牛（約１．３kg）が６９名に当たる！ 

賞品：千葉県産かずさ和牛（約１．３kg）６９名 

実施日 ９月２６日（月）１４：００～３０日（金）２１：００ 

応募方法 
①船橋ケイバ公式アカウントのフォロー 

②該当ツイートのリツイート 

当選発表 当選者に公式アカウントからのＤＭにて通知させていただきます。 

 

〇LINE 友だち限定！日本テレビ盃開催記念おみくじ  

対象日 ９月２６日（月）～３０日（金） 

内 容 

期間中、LINE 友だちへ配信されるリンクから毎日参加できるおみくじキャンペーンを実施！ 

期間中の友だち登録でも参加可能です。 

大吉 Amazon ギフト券 １，０００円×５０名 各日１０名 

中吉 Amazon ギフト券 ５００円×２５０名 各日５０名 

実施日 ９月２６日（月）１４：００～３０日（金）２１：００ 

実施場所 ハートビートセンター 

応募方法 
① 船橋ケイバ公式アカウントの友だち登録 

② メッセージで配信されるバナーからおみくじに参加 

当選発表 当選者に公式アカウントからのＤＭにて通知させていただきます。 

 

 

■ネット投票キャンペーン 

 〇SPAT４プレミアムポイント 船橋競馬マンデー１・２・３ポイントアップキャンペーン第２弾 詳しくはこちら 

期間 ９月１２日（月）～２６日（月） 

内 容 

【特典１】９月２６日（月）船橋第１～３レースはもれなくポイント３倍！ 

【特典２】９月２６日（月）船橋第１～３レースをいずれか１００円以上購入すると、９月３０（金）船橋最

終レースのポイント 3 倍！ 

【特典３】９月２６日（月）船橋第１～３レースをいずれか１００円以上購入＆９月２８日（水）日本テレビ

盃を１００円以上購入すると、１０月２４日（月）船橋第９レースのポイント５倍！ 

ポイント付与 

予定日時 
１１月７日（月）１１時頃 ※購入ポイントはレース翌日に付与 

 

〇SPAT４プレミアムポイント 日本テレビ盃キャンペーン 詳しくはこちら 

期間 ９月１２日（月）～３０日（金） 

内 容 

【特典１】日本テレビ盃購入でポイント７倍！(地方所属馬優勝で１０倍！) 

【特典２】９月２６日（月）～９月３０日（金）船橋競馬【第１レース】＆【最終レース】を対象にポイント２

倍！ 

ポイント付与 

予定日時 
１０月１０日（祝月）１１時頃 ※購入ポイントはレース翌日に付与 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001006
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000998


9  

〇SPAT４プレミアムポイント スター誕生！ヤングジョッキーキャンペーン 詳しくはこちら 

期間 
８月２２日（月）～１０月１９日（水） 

※船橋競馬対象レース：９月２７日（火）ヤングジョッキーズシリーズ TR【船橋】全２戦 

内 容 【特典】南関東４場 ２０２２ヤングジョッキーズシリーズ TR 購入でポイント最大８倍！ 

ポイント付与 

予定日時 
１０月３１日（月）１５時頃 ※購入ポイントはレース翌日に付与 

 

〇SPAT４プレミアムポイント 秋 北海道の味覚プレゼントキャンペーン 詳しくはこちら 

期間 

９月６日（火）～９月２９日（木）  

※船橋競馬対象期間：９月２７日（火）～２９日（木）門別競馬全レース 

９月２８日（水）日本テレビ盃（JpnⅡ） 

内 容 
【特典】９月６日～９月２９日ホッカイドウ競馬&南関東の重賞を合計 5,000 円以上購入すると、 

「北海道の味覚」が合計８０名様に当たる！ 

 

〇SPAT４プレミアムポイント Road to JBC クラシック 対象３レース購入でポイント５倍 詳しくはこちら 

対象レース 

９月２８日(水)日本テレビ盃(JpnⅡ) 船橋競馬場 

１０月１０日（祝月)マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ) 盛岡競馬場 

１１月３日(祝木)JBC クラシック(JpnⅠ) 盛岡競馬場 

内 容 【特典】[Road to JBC クラシック]対象３レース購入でポイント５倍！ 

ポイント付与 

予定日時 
１１月１４日(月)１５時頃 ※購入ポイントはレース翌日に付与 

 

〇楽天競馬 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 詳しくはこちら 

対象レース 
９月２８日（水）日本テレビ盃  

※他、東京記念、アフター５スター賞、戸塚記念、テレ玉杯オーバルスプリント、ゴールドジュニア 

内 容 
エントリー&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

円以上購入した方の中から、合計金額の上位１００名様に現金１万円、抽選で１００名様に現金１万

円が当たる！ 

 

〇楽天競馬 ポイント大盛りプログラム９月 詳しくはこちら 

エントリー期間 ２０２２年９月１日（木）～９月３０日（金）２３：５９  

内 容 
ご利用状況により大盛りランクが決定。 

ランクに応じた特典が受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001000
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000988
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001002
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rkb_special2209
https://keiba.rakuten.co.jp/event/pop
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■スペシャルサイト「ＦＯＲＣＥ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ ｏｎｌｉｎｅ」  詳しくはこちら 
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

や各レースＣＭなど「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！ 

 

■スペシャルサイト新コンテンツ「船橋競馬コラム F の系譜」スタート！ 詳しくはこちら 
歴史を積み重ねていく中で作り上げた“FORCE FUNABASHIー強い船橋”を、様々な角度からファクトとともに紐解いていく連載コ

ラムを掲載しています。名馬、人(厩舎関係者・騎手)、場(旧～新スタンド、内馬場の変遷)、レースといったさまざまなテーマを船

橋競馬ゆかりの執筆者で連載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「船橋ジョッキーズ レポート ｖｏｌ．２」  詳しくはこちら 
元ＪＲＡ騎手・細江純子さんが、船橋競馬所属の騎手にインタビューを行う連載コラム。 

Ｖｏｌ．２では、仲野光馬騎手、柿本量平騎手、臼井健太郎騎手にお話を伺いました！ 

 

■「夜競倶楽部オンライン」  詳しくはこちら 

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。 

 

■船橋ケイバ×ｎｅｔｋｅｉｂａ．ｃｏｍ「船橋競馬完全攻略」  詳しくはこちら 

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！ 

 

≪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/ 

 

https://www.f-keiba-brandportal.com/
https://www.f-keiba-brandportal.com/contents/special/f-genealogy_vol1.html
https://www.f-keiba-brandportal.com/contents/special/jockeys-report_vol2.html
https://www.f-keiba-brandportal.com/yakei/
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/sp/
https://www.f-keiba-brandportal.com/
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■船橋ケイバ公式 ＳＮＳ 

（Ｔｗｉｔｔｅｒ） https://twitter.com/funabashi_keiba  

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

 

■船橋競馬公式ＹｏｕＴｕｂｅ  詳しくはこちら 

 

■公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハートビートＶＲチャンネル」  詳しくはこちら 

 

■南関東４競馬場  

（ＰＣ） https://www.nankankeiba.com （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、場内のハートビートセンターにてポイント

グッズ交換を実施いたします。 

https://twitter.com/funabashi_keiba
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic
https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/sp/

