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賞金女王シリーズ戦出場42選手 の 近況 ＆ 戦績 を ガイダンス！

が への を コメント！

本誌編集長＆デスクが決定戦＆シリーズ戦を　　　　展望！

オ フ ィ シ ャ ル パ ン フ レ ッ ト

●電話投票は
　朝7時から
　発売します。#42

レース場コード
電 話 投 票

●第 1 レース・スタート展示　10：20
●第12レース・本場発売締切　16：35（場外発売・電話投票の締切は本場締切の2分前です）
●大村ボートレース場・開門　12/11㊋（初日）  8：45　 12/12㊌（2日目）・16㊐（最終日）  9：00　 12/13㊍（3日目）～15㊏（5日目）  9 ： 30 ＧⅠ第1回賞金女王決定戦

  電話投票・前日前売発売実施！
●対象者／インターネット即時投票会員

●発売予定時間／翌日の出走表公表後～23：00

 　  　 

大村のコース＆モーター＆3連単を広角分析！

賞金女王決定戦

ＧⅠ第1回賞金女王決定戦特設サイト
http://omurakyotei.jp/special/queen/

携帯電話用 スマートフォン用

ズバリ
賞金女王決定戦使用モーター掲載！

　 　　

　大村市外にお住まいの方で、大村市内提携ホテル等に宿泊し、確定前舟券（払
い戻し確定前の舟券）を合計2,000円以上購入したお客様（前泊の場合、12月
10日も対象になります）に、2,000円分の宿泊クーポン券をプレゼント！
●前泊の場合は、領収書と引き換えに最大2,000円をキャッシュバック。

受付期間 平成24年12月11日㊋～16日㊐
受付時間 10：00～13：00
クーポン券発行時間 15：00～16：30
受付場所 大村ボートレース場スタンド2階
 エスカレーター付近　特設カウンター
必要なもの 申込書・確定前舟券をご提示ください。
 （前泊の場合はホテル等の領収書）

大人気！ ボートレース大村予想サイトボートレース大村予想サイトボートレース大村予想サイト
ボートレース大村

予想サイトは
こちらから！

全選手のコメント、モーター評価などに加えて、
ズバリ、展示後の直前予想を掲載！

＃42 ＧⅠ第1回賞金女王決定戦＆シリーズ戦
電話投票キャンペーン

宿泊クーポンサービス

http://omuramileclub.jp/

12/11火

12/12水 12/13木

①12月16日㊐・第12レース「賞金女王決定戦」はマイル10倍！
②12月16日㊐・第11レース「シリーズ戦優勝戦」はマイル5倍！
③12月13日㊍～15日㊏・第11・12レース「決定戦トライアル」と、
　12月15日㊏・第８～10レース「シリーズ戦準優勝戦」は
　マイル3倍！
④それ以外の61レースはマイル2倍！

会員
 募集中！

携帯ライブ  http://omurakyotei.jp/m/live/ 視聴は
すべて
無料！！

スマートフォン対応！  http://omurakyotei.jp/sp/

（ ）ただしパケット通信料はかかりますので、必ず「パケッ
ト定額サービス」へご加入のうえ、ご利用ください。

300マイルをサービス！

●キャッシュバックの対象は、20歳以上の申込者本人のご利用分で、ご自宅
から大村ボートレース場までの区間とさせていただきます。
●鉄道・高速バス・船舶・飛行機ご利用の方で、往路の領収書しかない場合は、
往路のみの支給となります。
●ＥＴＣご利用の方は、乗る際は通常どおりＥＴＣを通過していただき、降り
る際に有人の料金所でＥＴＣカードを提出し、領収書をお受け取りください。
●他のサービスにご利用された確定前舟券は重複してご利用いただけません。
●電話投票での購入分はこのサービスの対象とはなりません。

交通費
キャッシュバックサービス

事前に整理券を配布！
有料席の当日券＆前売券の発

売

確定前舟券（払い戻し確定前の舟券。オリジンカードの場合はレシート）
合計5,000円以上ご購入の方に、交通費 　　 5,000円を

キャッシュ
バック!

最大

マイルクラブ大村24会員様対象

最高はマイル10倍！

特別指定会員限定！

ボートレース大村・電話情報ガイド
■レース結果
レース結果（2連単･3連単） ………☎0957－54－1000
レース結果（2連複･3連複･拡連複）…☎0957－54－2000
■テレドーム
実況（当日開催案内･準優･優出メンバー･次節案内）
　 ……………………………………☎0180－999－900
レース結果（2連単･3連単） ………☎0180－999－970
レース結果（2連複･3連複･拡連複） ☎0180－999－971
競技情報 ……………………………☎0180－999－972
オッズ（2連単･3連単） ……………☎0180－999－973
オッズ（2連複･3連複･拡連複）……☎0180－999－974
競走成績 ……………………………☎0180－999－975
スタート展示情報 …………………☎0180－999－990

ボートレース大村へのアクセス

開 催 期 間 中 毎 日

賞金女王でマイルを貯めようキャンペーン

マイル割増キャンペーン
　第6期特別会員（プレミアム、ダイヤモンド、ゴールド、
ブロンス）の方につきましては、賞金女王開催期間のマイ
ルが以下のとおりになります。
①12月16日㊐・第12レース「賞金女王決定戦」はマイル10倍！
②12月16日㊐・第11レース「シリーズ戦優勝戦」はマイル7倍！
③12月13日㊍～15日㊏・第11・12レース「決定戦トライアル」と、
　12月15日㊏・第８～10レース「シリーズ戦準優勝戦」は
　マイル5倍！
④それ以外の61レースはマイル3倍！

オラレ島原　オラレ志布志　前売場外おおむら　

12／12水・13木・14金・15土
開門より、先着2,000名様に

「お楽しみ舟券（200円分）」をプレゼント

「飲み食うポン（クーポン券）」プレゼント

開催期間中毎日、「ボートレース大村ホームページ」で実況中継を無料放映中！

http://www.omurakyotei.jp

HP無料ライブ中継!HP無料ライブ中継!HP無料ライブ中継!

ボートレース大村

「マクール
　ボートレース大村サイト」は
　こちらから！

携帯 スマホ

「モバイル
　ボートレース大村」は
　こちらから！

ボートレース大村の
お得な情報を
満載！

　「マイルクラブ大村24」へ新規で入会すると、300マイルをサー
ビスします！
　さらに、平成24年11月15日㊍～12月16日㊐の間に、「マイルク
ラブ大村24」に新規加入された方全員に1,000円を進呈！
　●現在会員の方の口座追加登録および退会者の再登録はキャンペーンの対

象外とさせていただきますのでご了承ください。

大村市内提携ホテルに泊まってGo！

□提携宿泊施設
　出雲屋旅館・ビジネスホテル花まるみ・大村ヤスダオーシャンホテル
　長崎インターナショナルホテル・大村セントラルホテル
　大村マリーナホテル・チサンイン大村長崎空港・大村ステーションホテル

●対象は20歳以上の申込者本人のご利用分に限ります。
●クーポン券は各日お一人様1枚ご利用いただけます（申込は毎日必要となります）。
●他のサービスにご利用された確定前舟券は重複してご利用いただけません。
●電話投票での購入分はこのサービスの対象とはなりません。
●詳しくはボートレース大村ホームページでご確認ください。

　宿泊クーポン券を利用して当日大村市内にご宿泊されるお
客様に、市内提携飲食店で使える「飲み食うポン（クーポン

券）」1,000円分をプレゼント！
●前泊されたお客様につきましては対象外となりますのでご了承ください。
●宿泊クーポン券の発券時に併せてお渡しいたします。
●利用可能な店舗につきましてはクーポン発券時にリストをお渡しいたします。

　受付時間　11：00～第11レース発売締切
　受付場所　スタンド2階エスカレーター付近特設カウンター
　申込方法　受付に用意している申込書にご記入のうえ、利用した交通機関発行の往復領収

書と確定前舟券を添えてお申し込みください。

　ＧⅠ第１回賞金女王決定戦＆シリーズ戦開催期間中
（12／11㊋～16㊐）のボートレース大村の「ロイヤル
席」および「特別観覧席」の当日券および前売券（翌日
分のみ）の発売に関しましては、事前に整理券を配布い
たします。
配布時間　当日券・前売券（翌日分のみ）ともに8：00～
配布場所　ボートレース大村・表入場門前
配布予定枚数　「ロイヤル席」「特別観覧席」のいずれ
も、当日券・前売券ともに20～30枚程度（販売済み座席数
により変動がございます）。
●整理券１枚で座席券１枚を発券いたします。
●当日の整理券をお持ちの方は、開門後ただちに各受付へお越しく
ださい。

●長崎空港からタクシーで15分
●長崎自動車道・大村ＩＣから15分
●長崎・佐世保・佐賀・鹿島・島原・有家・諫早・県界より
無料バス運行

●大草港、時津港および長与港から無料連絡船運航
●ＪＲ「大村駅」から無料タクシー運行
●大村市内無料循環バス運行

大村専用チャンネル　●無料でご覧いただけます
スカパー！262ch

レジャーチャンネル（ＪＬＣ）
JLC 380・JLC 680HD

12月13日㊍・14日㊎・15日㊏・16日㊐
※放送局・放送時間は、当日の新聞などでご確認ください。

ＣＳ放送　開催期間中毎日、全レース実況生中継

地上波テレビ 特別
企画

イベント＆ファンサービス ●イベント会場は、特に記載のものを除きボートレース大村・イベントステージ
●イベントの時間、内容につきましては、都合により変更となる場合がございます。

賞金女王決定戦出場
12選手による
お出迎えサービス
　開門（8：45）～10分間
　第1投票所前

●開門より
30分限定タイムサービス

「スマホ対応　あったか手袋」
もれなくプレゼント！

賞金女王決定戦＆シリーズ戦
選手紹介セレモニー　9：15頃～

しずる 爆笑ステージ
　①第5レース発売中（12：20頃～）
　②第9レース発売中（14：30頃～）

上瀧和則選手会長
トークショー
第７レース発売中 （13：25頃～） 

艇王・植木通彦
トークショー
第７レース発売中 （13：25頃～）

山本リンダ 
歌謡ステージ
　①第5レース発売中（12：20頃～）
　②第9レース発売中（14：25頃～）

70年代歌謡界の女王！

甘酸っぱい青春コント

五輪3連覇！世界女王！

グラビア界の女王！

ロンドン五輪メダリスト！ ボートレースＣＭでおなじみのアッキーニャが登場！

12/14金 篠崎　愛 
トーク＆LIVEステージ
　①第5レース発売中（12：20頃～）
　②第9レース発売中（14：25頃～）

12/15土

寺川　綾 
トークステージ
　第7レース発売中（13：15頃～）

12/16日 賞金女王決定戦＆シリーズ戦
優勝戦出場選手公開インタビュー
　9：40頃～

南　明奈 スペシャルトークステージ
　第9レース発売中（14：20頃～）

優勝者表彰　第12レース終了後

「賞金女王オリジナルマフラータオル」が当たる
  スピードくじ抽選会
　 10：25より先着2,500名様にスピードくじを配布

舟券1,000円以上
ご購入の方対象

賞金女王決定戦トライアル
モーター公開抽選　9：30頃～

吉田沙保里 
トークステージ
　①第5レース発売中（12：20頃～）
　②第9レース発売中（14：30頃～）
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本誌読者に
抽選でうれしいプレセント！
本誌読者に
抽選でうれしいプレセント！

　ハガキに、「賞金女王決定戦オリジナルクオカード希望」と記載し、
応募者の①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話番号および⑥本誌を入手
したボートレース場・ボートピア名（定期購読を申し込んでおられる方
は「定期」）を明記のうえ、下記の宛先までお送りください。
　ご応募はお一人様につき1枚限りとし、複数のご応募は無効とします。
宛　先　〒600－8431
　　　　京都市下京区綾小路室町西入ル　グランドビル21　201号
　　　　マンスリー「賞金女王決定戦特集号」プレゼント係
締　切　2012年12月17日㊊（必着）　
　　　　●賞品の発送をもって発表にかえます。
●ご応募いただいた方の個人情報については、当プレゼント以外には一切使用しませ
ん。また、応募ハガキは、賞品発送後に責任をもって処分いたします。

ボートレース大村 ＧⅠ第1回賞金女王決定戦
オリジナルクオカード…………20名様

       


