お得な２つのサービス!!
ポイントサービス で使うほどお得！
「来場」
と
「購入」、
２つのポイントが１枚のカードに貯まる。
キャッシュレス・現金購入のどちらでもポイントが付くから使い勝手◎！

お手軽・便利でとっても

手続きは簡単！
カードは即日渡しですぐ使える！
入 会 費

★ 新 規 入 会 … 50 0 円

キャッシュレスサービス でお手軽・便利！

入会ポイント800P 進呈！

キャッシ ュレ ス・ポ イントサ ー ビ ス

★ 再 発 行 … 5 0 0円（または、保有する 800P減算 ）

貯まったポイントは現金やグッズに交換しよう！
！

年 会 費

★年会費不要

ポイント交換 (

交 換 場 所：
インフォメーションセンター

)

※ 1 1 R 終 了まで

※有効期限切れなど再入会が必要な場合には新たに入会費が必要です。

会員 資格の有効 期限

交換賞品内容
現

金 （現金交換のみロイヤル１F 受付でも可）

800 ポイント
1,500 ポイント
2,000 ポイント
3,700 ポイント
5,000 ポイント
10,000 ポイント
25,000 ポイント
50,000 ポイント

現金

500円

現金

1,000円

現金

1,500円

現金

3,000円

現金

4,500円

現金

10,000円

現金

30,000円

★１年間、ORICA利用による購入がなければ会員資格を失効します。会員資格を失効す
るとORICAに関するサービスの提供ができなくなりますのでご注意ください。

特別観覧席(ペアシート)無料券１枚

1,200 ポイント

特別観覧席(シングルシート)無料券１枚

2,400 ポイント

ロイヤル席無料券1枚

大 村 オリジ ナ ルグッズ 他

120 ポイント
200 ポイント
280 ポイント
400 ポイント
400 ポイント
400 ポイント
670 ポイント
800 ポイント
1,000 ポイント

ターンマーク坊やハンカチタオル
ターンマーク坊やマグネット
ターンマーク坊やストラップ

※プレミアムＧⅠ…マスターズチャンピオン、
レディースチャンピオン、ヤングダービー、
クイーンズクライマックス

①〜③の各来場ポイントはＯＲＩＣＡ利用による舟券購入が加算条件です
が、対象レースの指定はありません。

１年間（４/１〜翌年３/３１）の「大村レース」購入額に応じた選出基準により特別
会員に選ばれると、翌年度の１年間は下表の特典が受けられます。
ORICA特別会員
（６ランク）

シルバー

ゴールド

プラチナ PREMIUM
（プレミアム）

ランクアップ
5000P 10000P 20000P 35000P 45000P
ポイント
以上
以上
以上
以上
以上
（年間購入額） （100万円以上）（200万円以上）（400万円以上）（700万円以上）（900万円以上）

入場無料サービス

●

●

購入P割増サービス
（加算されるポイント）

―

誕生月ポイント
サービス

300P

500P

無料席サービス

―

特別観覧席

●

●

●

40%増
60%増
110%増
140%増
（1.4倍） （1.6倍） （2.1倍） （2.4倍）
1000P

1500P

ターンマーク坊やトートバッグ
ターンマーク坊やクッション
出場選手サイン色紙
記念レース等クオカード

★数量限定品など臨時的に交換賞品として追加する場合があります。

これ１枚に「来場」と「購入」、
２つのポイントが貯まる！

本場来 場（場外発 売）
外向け前売（ブルドラ）

※購入ポイントは、大村レースとプレミアムＧⅠ以上のみ対象

「キャッシュレス・現金機・窓口」
購入方法はどれでもＯＫ！

一般来場ポイント
本場来 場（大村開 催）

前売場 外おおむら

2

有料席利用ポイント

2000P

ロイヤル席 ロイヤル席
ロイヤル席
特別観覧席 特別観覧席
特別観覧席
グループ席 グループ席

「ブルードラゴン・前売場外おおむら」でも
使えるからとっても便利！
貯まったポイントは現金やグッズに
交換できるから使うほどお得！
ＯＲＩＣＡで入場料の支払いもできるから
両替などの手間いらず！
注意！ 入場時、
ＯＲＩＣＡの残金が不足する場合はご利用できません

重 要なお知らせ

2017年4月1日からグレードに関係なく、すべてのレースにおいて
「単勝式」及び「複勝式」での購入分については、基本購入ポイント加
算（キャンペーン、サービス含む）から「対象外」とさせていただきます
ので、予めご了承ください。

※特別会員様の割増ポイントも同様に加算されません。
※特別会員選出基準となるランクアップポイントにも2017年4月以降は累積されません。

大村レースの年間購入額で選出される
特別会員には更にお得な特典をご用意！

〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1
TEL.0957-54-4111

ロイヤル席
特別観覧席（ペア・シングル）
特別観覧席（グループ）
ロイヤル席

一律 4.0 ポイント

10.0 ポイント
10.0 ポイント
一律 1.0 ポイント

2.5 ポイント
2.5 ポイント

※特別観覧席（ペア・シングル）のポイントは加算時に利用席の判別ができないため一律となります。
※特別観覧席（グループ）のポイントは代表者お一人様への加算となります。
※各種無料券や特別会員の特典利用時には一般来場ポイントのみ加算されます。

3

サービス
特別加算来場ポイント( ポイント
)

レディースサービス／月・火曜日
メンズサービス／水曜日
シニアサービス(6 0歳〜)／木曜日
ミドルサービス(4 0〜59歳)／ 金曜日
ヤングサービス(2 0〜3 9歳)／ 土曜日

加算P

2.0 ポイント
2.0 ポイント
2.0 ポイント
2.0 ポイント
2.0 ポイント

★その他
誕 生月ポイント（ 通常 会 員）

http://www.omurakyotei.jp

加算P

【 場外 開催 】

皆勤賞（大村開催のみ）

【お問い合わせ】大村市競艇企業局

加算P

2.0 ポイント
1.0 ポイント
1.0 ポイント
1.0 ポイント

【 大村 開催 】
特別観覧席（グループ）

★ランクアップポイント
（年間購入額）は、
４/１〜翌年３/３１の「大村レース」の購入により取得したポイ
ント
（購入額）の年間累積数であり、割増分やキャンペーン等のサービス分は含みません。
※ランクアップポイントは場内の照会端末で随時ご確認いただけます。
★特別会員は入場ゲートのＩＣ読取部にＯＲＩＣＡをかざして入場してください。
（無料）
★割増ポイントは加算される購入ポイントと同様に投票したレースの確定後に即時加算されます。
★特別観覧席の提供席数及びシート種類は限定させていただくことを予めご了承願います。
★その他、詳細はインフォメーションセンター・ロイヤルスタンド受付・ＨＰなどでご確認願います。

!

1

特別観覧席（ペア・シングル）

ターンマーク坊やマグカップ
ターンマーク坊やタンブラー

★来場ポイント

ORICA特別会員制度

クローバー ブロンズ

購入ポイント加算対象は「大村レース」及び「プレミアムＧⅠ※以上のレース」の
みとなります。
2017年4月1日からグレードに関係なく、全てのレースにおいて「単勝式」及
「複勝式」での購入分については、基本購入ポイント加算から「対象外」となります。

なります。有効期限内に交換されなかったポイントは失効となりますので予めご了承ください。

会員区分

)

10 0円 購 入＝0.5ポイント

開

840 ポイント

基本購入ポイント

ポイントの有効期 限

ポイントは１枚のカードに
合算して貯まります

★購入ポイント

公

120 ポイント

無料入場券1枚

ポイントサービス (

注意！

非

スマイル券500円分

※キャッシュレス利用方法は中面をご参照ください。

★１年間（４月１日から翌年３月末日）で取得したポイントは、
その翌年度末までが有効期限と

選出基準

各 種
無料券

700 ポイント

手間いらず！
！ 当日精算は不要で入場料の支払いにも使える。

受付にて失効解除の手続きをすることができます。
（無料）
※期限までに失効解除をしなければ再入会が必要となります。

主なサービス

スマイル
券

払戻金や返還金はレース後すぐに入金されるからとっても便利で

★会員資格を失効した翌年度末までは、場内インフォメーションセンター・ロイヤルスタンド

現金 100,000円

金 券・各 種 無 料 券

ご案内

初めに入金（チャージ）
した後はカードで舟券購入！

※特別会員は誕生月ポイント数が異なります。
（別表参照）

2.0ポイント×開催日数
200 ポイント

