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令和 2年 7月 29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 2年度第 5回開催を 8月 3日（月）～6日（木）に開催

いたします。今開催は、準重賞「千葉日報賞」〔8月 5日（水）〕を開催いたします。 

また、前開催に引き続き、今開催も無観客競馬による開催といたします。皆様のご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

今開催では、船橋競馬の人気イベント「ハートビート VR」を自宅で楽しめる公式 YouTubeチャンネル「ハー

トビート VRチャンネル」開設を記念し、スマートフォン専用簡易 VR機器「ハートビート VRゴーグル」が抽

選で 100名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。千葉県調教師会の協力による、日本初の現

役騎手・競走馬による迫力の VR 映像が体験できます。公開中の「本橋孝太騎手」騎乗バージョンや、誘導馬

「チャラオ」バージョンに加え、新たに「森泰斗騎手」騎乗バージョン、「習志野きらっとスプリント馬場入

場 チャラオ編」を公開いたします。

さらにインターネット投票サービス「SPAT4」では、SPAT4 プレミアムポイント「みんなで支え合おう！新型

コロナウイルス医療活動支援キャンペーン」を開催いたします。

また、3月より無観客競馬が続いておりますが、どのような状況でも「走り続ける」船橋競馬を表現した、

初となる 30秒バージョンの新 CM「HeartBeat」篇を制作、8月 3日（月）の開催から、放映いたします。ほか

にも、地元千葉県の FMラジオ局「bayfm（ベイエフエム）」の「bayfm2020 CAMPAIGN～bay with you～」に協賛

し、キャンペーン期間限定のラジオ CM「千葉にエールを」篇を放送中です。当競馬場は 1950年 8月の開設か

ら、間もなく 70年を迎えますが、引き続き、地域に貢献し、ファンと地域の皆さまに愛される競馬場を目指

して参ります。詳しくは、次頁以降をご覧ください。 

■「千葉日報賞」とは

千葉県唯一の県紙、千葉日報社の冠レース。1994年に千葉日報賞スプリントとして創設、2000年より千葉日報

賞になりました。昨年のレースは、真島大輔騎手が騎乗、1番人気のサダムリスペクトが 5馬身差で圧勝しまし

た。 

船橋競馬 第 5 回開催〔8 月 3 日（月）～6 日（木）〕 
「千葉日報賞」〔8 月 5 日（水）〕 

「ハートビート VR ゴーグル」プレゼントキャンペーンを開催！ 
船橋競馬、初の 30 秒バージョン新 CM 

「HeartBeat」篇が 8 月 3 日（月）より放映開始！ 
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≪電話・インターネット投票≫ 

○SPAT4  https://spat4special.jp/  

※4 日間・全レース発売いたします。 

SPAT4対応の銀行に口座をお持ちのお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる 

地方競馬インターネット投票サービス「SPAT4」のご利用が可能です。 

☆SPAT4 プレミアムポイント「みんなで支え合おう！新型コロナウイルス医療活動支援キャンペーン」 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000636 

8 月 6日（木）は、新型コロナウイルス医療活動の支援を目的に全レースポイント 2倍！

購入ポイントと同ポイント数を現金に換算した金額が、国立国際医療研究センターに寄付

されます。 

※キャンペーンに参加するにはエントリーが必要です 

 

○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/ 

※4 日間・全レース発売いたします。 

楽天の会員に登録して頂き、楽天銀行の口座を開設のお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる地方競

馬インターネット投票サービス「楽天競馬」のご利用が可能です。 

 

≪ライブ中継≫ 

●テレビ番組（レース中継） 

○「スカパー！ 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/ 

放 送 日 時 8月 3日（月）～6日（木）14：30～21：30 

チャンネル 678ch 

視 聴 方 法 
契約が必要になります。（有料放送）その他、受信機器などが必要になる場合があります。 

※詳しくは上記 URLをご覧ください。 

 

○「千葉テレビ（サービス 2）」  http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180 

放 送 日 時 8月 3日（月）～6日（木）19：00～21：00 

チャンネル 3ch ※地域により異なる場合があります 

視 聴 方 法 

千葉テレビ（3ch）を視聴中、チャンネルボタンの＋または↑を選択、または番組表（EPG）を

表示中に「チバテレ 2」の「船橋競馬中継」欄を選択。 

※詳しくはテレビのマニュアル等でご確認ください。 

 

●インターネット 

○nankankeiba.comライブ中継（南関東 4競馬場公式）

https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do 

 

○地方競馬ライブ（地方競馬全場のレースが視聴可能） http://www.keiba.go.jp/live/ 

 

○ニコニコ競馬チャンネル http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba 

 

 

 

 

https://spat4special.jp/
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000636
https://keiba.rakuten.co.jp/
https://www.nankan-tv.com/
http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do
http://www.keiba.go.jp/live/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw 

船橋競馬場内イベントでお馴染みの「ハートビート VR」がご自宅で視聴いただけるよう

になりました！千葉県調教師会の協力による、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」で体験できます。公

開中の「本橋孝太騎手」騎乗バージョンや、誘導馬「チャラオ」バージョンに加え、「森

泰斗騎手」騎乗バージョン、「習志野きらっとスプリント馬場入場 チャラオ編」が新登

場！無観客開催が続く船橋競馬場から元気な姿と場内の様子をお届けします。 

※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。 

≪「ハートビート VRゴーグル」が当たるプレゼントキャンペーン≫ 

公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」を VR 映像で楽しむことができる

スマートフォン専用簡易 VR 機器「ハートビート VR ゴーグル」を 100 名様にプレゼントい

たします。 

【応募方法】郵便はがきに、 

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥今回のプレゼントキャンペーンを何で知ったか？

（例：船橋競馬公式 WEBサイトなど） を明記の上、ご応募ください。 

【応募先】〒273-0013 千葉県船橋市若松 1-2-1 

千葉県競馬組合 広報班「ハートビート VRゴーグルプレゼント」係 

【応募締切】2020年 8月 6日（木）当日消印有効 

【注意事項】 

・ご応募はお一人様一通となります。二通以上の応募は無効となります。

・応募資格は賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

・郵便料金はお客様のご負担となります。

・お預かりした個人情報は、本キャンペーンのみに使用させていただきます。

・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・賞品の発送は 8月下旬頃を予定しておりますが、諸事情により遅れる場合がございます。

・応募受付の確認、抽選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」≫ 
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top 

予想家 3 名に加え、スポーツ紙 3社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。船橋ケイバ関連のニュースもまとめてチェ

ックできます！ 

≪ホームページ・SNS≫ 

○船橋ケイバ   （PC） http://www.f-keiba.com/ 

（スマートフォン） http://www.f-keiba.com/sp/

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

(Facebook） https://www.facebook.com/funabashikeiba/ 

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

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

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

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/
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≪新 CM「HeartBeat」篇 放映開始≫ 

今年度の CM 用に撮影した素材を再編集し、どのような状況でも「走り続ける」船橋

ケイバを表現した、初となる 30 秒バージョンの新 CM「HeartBeat」篇を制作しまし

た！ 船橋競馬場では 3 月より無観客競馬での開催が続いておりますが、コロナ禍で

も負けずに走り続ける関係者一同の、競馬開催にかける想い、ファンの皆さまに届け

たい想いを 30秒で表現しました。 

放映は 8月 3日（月）の開催でのライブ中継からスタートします。ぜひご覧ください。 

※船橋ケイバ公式 YouTubeチャンネルでも公開します。

≪「bayfm2020CAMPAIGN～bay with you～」≫ https://www.bayfm.co.jp/summer2020/ 

昨年開局 30周年を迎えた地元千葉県の FMラジオ局「bayfm（ベイエフエム）」が 7月

23 日（木）から 8月 30日（日）まで開催している、千葉県を応援する企画「bayfm2020 

CAMPAIGN bay with you」に協賛いたしました。 

キャンペーン期間中、期間限定のラジオ CM「千葉にエールを」篇を放送中です。

※キャンペーンの詳細は上記サイトをご覧ください。

※船橋ケイバでは 2019 年 7 月より、毎週火曜・木曜 17：55 頃～放送中の「WEATHER

UPDATES」の番組提供も実施中です。 

■無観客競馬に伴うイベント延期・対応等について
○「夜競（やけい）倶楽部」について

会員限定の抽選会やポイントに応じてレアグッズと交換可能など様々な特典がある「夜競（やけい）

倶楽部」は令和 2年度も継続が決定！会員の方は現在保有されているカード・ポイントも継続利用で

きます。※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。

○「ハートビートタッチ」について

引換期限が〔3月 10 日（火）～14日（土）〕までのレシートは令和 2年 12月 31日（木）まで使用可

能といたします。

○「特別観覧席の招待（引換）券」について

5 階特別観覧席は、スタンド改修工事に伴い、閉鎖となり、3階一部エリアに新たに有料指定席を設置致しま

す。無観客開催開始（2月 27日（木））以降が期限の特別観覧席ご招待券は、船橋競馬場の無観客開催が解除

された後も、3階有料指定席にて使用可能と致します。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.bayfm.co.jp/summer2020/

