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[10名様]

楽天グループのサービス サービス一覧 お問い合わせ一覧
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楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

楽天競馬トップ > キャンペーン情報 >飛燕賞馬券購入キャンペーン << 前のページへ戻る

対象日 2014年2月23日（日）

対象競馬場・レース 佐賀競馬場の対象日の全レース
※3頭以下のレースは対象外

対象賭式 単勝式・複勝式を除くすべての賭式

対象者様
以下の条件をすべて満たしている方
・ 本キャンペーンのエントリーをしている方
・ 楽天競馬で100円以上購入された方

特典 重賞競走「飛燕賞」が実施される2月23日（日）に佐賀競馬場の全レースの馬券購入金額に対
して、5％分の楽天スーパーポイントをポイント還元します！

※このキャンペーンへはエントリー（応募）が必要です！

昨年の「飛燕賞」勝ち馬 
ロマンチック号

佐賀競馬場

>>佐賀けいば公式サイト

■佐賀競馬開催情報
【重賞競走】第10回 飛燕賞 [サラ系3歳、1,800m]
2014年2月23日（日）

■飛燕賞
1着馬には九州No.1三歳馬決定戦、九州ダービー栄城賞の優先出走権が
与えられる、九州3歳三冠の第一戦的な位置づけとなる重賞。

昨年の優勝馬はロマンチック。単勝1.1倍の圧倒的な人気を背に5馬身
差の逃げ切り勝ちで6連勝を飾り、同世代No.1の実力を見せつけた一戦
でした。

■佐賀競馬重賞競走開催情報

3月1日 （土） 第2回 嘉瀬川賞
[サラ系3歳以上 2,000m]

3月2日 （日） 第1回 鏡山賞
[サラ系3歳以上 2,000m]

3月8日 （土） 第1回 黒髪山賞
[サラ系3歳以上 1,400m]

3月9日 （日） 第1回 春望賞
[サラ系3歳以上 1,800m]

3月16日 （日） 第11回 はがくれ大賞典
[サラ系3歳以上 2,000m]

3月21日 （祝・
金）

第1回 すみれ賞
[サラ系3歳以上 1,800m]

3月22日 （土） 第2回 佐賀弥生賞
[サラ系3歳以上 1,400m]

3月23日 （日） 第2回 松浦川賞
[サラ系3歳以上 1,750m]

抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。

山口勲騎手の特別表彰式を行いました（2/11）

以下の条件をすべて満たしている方
・本キャンペーンの エントリー をしている方
・2月23日（日）に楽天競馬で佐賀競馬場の馬券を1,000円以上購入された方 
（※単勝式・複勝式を除く）

毎月当たる！佐賀県特産品プレゼントキャンペーン（2月）

 

ポイント大盛りプログラムの詳細はコチラ

 

 

■ 佐賀競馬所属騎手の公式ブログ 

竹吉徹騎手 
ブログ：竹ちゃんブログ 

石川慎将騎手 
ブログ：賽馬王に俺はなる！

 

※このキャンペーンへはエントリー（応募）が必要です！

概要
対象日 2014年2月23日（日）

対象競馬場・レース 佐賀競馬場の対象日の全レース

対象賭式 単勝式・複勝式を除くすべての賭式

対象者様 以下の条件をすべて満たしている方
・ 本キャンペーンのエントリーをしている方
・ 楽天競馬で100円以上購入された方

＜1,000円以上のご購入で、抽選で限定グッズをプレゼント！＞
以下の条件をすべて満たしている方
・ 本キャンペーンのエントリーをしている方
・ 2月23日（日）に楽天競馬で佐賀競馬場の馬券を1,000円以上購入された方
(※単勝式・複勝式を除く)

特典 重賞競走「飛燕賞」が実施される2月23日（日）に佐賀競馬場の全レース（3頭以下のレースを
除く）の馬券購入金額に対して、5％分の楽天スーパーポイントをポイント還元します！ 

＜1,000円以上のご購入で、抽選で限定グッズをプレゼント！＞
重賞競走「飛燕賞」が実施される2月23日（日）に佐賀競馬場の全レース（3頭以下のレースを
除く）の馬券購入金額が1,000円以上の方を対象に、抽選で以下の賞品をプレゼントします。

NARグランプリ2013 最優秀勝率騎手賞受賞
山口 勲騎手 オリジナル勝負服キーホルダー ［10名様］

ポイント付与 ・ ポイントは使用期限のある期間限定ポイントを付与いたします。
※ 2014年4月30日までの期間限定ポイントを、2014年4月上旬に付与いたします。
※ 期間限定ポイントの詳細はこちらをご確認ください。
※ 2014年4月に楽天競馬が付与する期間限定ポイントが合計10万ポイントを超えた場
合、全額を楽天キャッシュにて付与いたします。

※ 楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※ 楽天スーパーポイントの付与は、ポイント履歴画面で確認する事ができます。
（楽天PointClubへのログインが必要です）

・ 楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。
合計還元率が10％未満の場合、当キャンペーン期間中の付与数の上限はありません。

・ キャンペーンへ参加いただく際には、ご自身のご登録情報に、入力不備や登録内容の変更が
ないかを、ご確認ください。
会員登録の確認はこちらから確認してください。
「楽天市場の会員登録情報はコチラ」
「楽天競馬の会員登録情報はコチラ」

・ ポイント付与時点で楽天会員を退会、もしくは楽天競馬の投票会員を退会された方は、キャ
ンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。

プレゼント ・ 当選された方は、賞品の発送をもって、発表にかえさせていただきます。賞品発送前のご
連絡は一切行っておりませんので、予めご了承ください。なお、賞品は楽天競馬にご登録
いただいている住所へ、2014年4月下旬頃までに発送いたします。

・ 本キャンペーンにてご当選された方の賞品送付先情報は、賞品発送のため賞品発送業者に
提供いたします。なお、提供された情報は本キャンペーンの賞品発送のみに利用し、その
他の用途では使用いたしません。

・ 諸事情により賞品発送が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

・ ご登録住所の不備や転居先不明、長期不在、または不在票投入後ご連絡がなく賞品が発送
元に返送されたなどで、賞品がお届けできない場合は、本キャンペーンの当選を無効とさ
せていただきます。

・ 賞品の抽選および発送時点で楽天競馬の投票会員を退会された方は、キャンペーンの対象
外となりますので、ご注意ください。

注意事項 ・ このキャンペーンへの参加は、エントリーが必要です。エントリーいただいた場合には、
以下の注意事項に同意いただいたものとさせていただきます。

・ 楽天競馬は、参加者が次項に該当すると認めた場合、参加資格を通知無く剥奪する事があ
ります。
※登録又は参加の情報に虚偽があった場合
※楽天競馬会員利用規約に定める競馬会員または投票会員でなくなった場合
※その他参加者として不適切と楽天競馬が判断した場合

・ 楽天競馬以外からの投票は、本キャンペーンの対象外です。

・ 出走取消・競走除外等による返還分は、本キャンペーンの対象外です。

・ 景品表示法に基づき、キャンペーン対象者は同時期の他のキャンペーンの対象から除外、
または賞品総額がご購入額の20％までに制限させていただく場合があります。

・ 本キャンペーンは、予告無く終了する場合がありますのでご了承ください。

・ 楽天競馬では、購入祝・金額のお問い合わせには、お答えできかねます。購入履歴は、PC
版楽天競馬サイトにて、『My Victory Page』の「過去の投票成績」にて照会可能です。

▲このページのトップへ

楽天競馬トップ  本日のレース情報  投票サービス登録  キャンペーン情報  地方競馬場一覧

キーワード  出馬表  オッズ  競走成績 払戻金一覧

先着300名様限定！楽天カード新規入会＆エントリーでGirlsAward招待券プレゼント
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