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対象レース 2013年12月28日(土)
兵庫ゴールドトロフィー（JpnIII )

対象競馬場 園田競馬場

対象期間中に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
・楽天競馬で対象レースを100円以上購入
（※単勝式・複勝式を除く）
（※レースが3頭以下で実施された場合、本キャンペーンは中止します。）
キャンペーンの詳細はこちら＞＞

▼楽天競馬へ未登録の方はこちらから

園田競馬場

■　第13回 兵庫ゴールドトロフィー（JpnIII )

開催日 2013年12月28日（土 )

競馬場 園田競馬場

距離 1,400m

発走予定時刻 第10R　15:55

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

競馬の話題でもりあがろう
楽天ブログ

宿泊先を探す・高速バスを予約する
楽天トラベル

競馬のニュースをチェック！
インフォシーク

関連サービス

おすすめ

お買物・ポイント 楽天市場 オークション 本・DVD・CD 電子ブック 車・バイク セレクトギフト 個人輸入 ネットスーパー 食品宅配 my Rakuten
楽天PointClub 楽天スーパーポイント特集 ポイント加盟店 RaCoupon 「買うクーポン」

旅行・エンタメ 旅行・ホテル予約・航空券 ゴルフ場予約 イベント・チケット販売 楽天イーグルス DVD・CDレンタル アニメ・映画 ダウンロード
地方競馬 占い toto・BIG 映画・ドラマ・エンタメ情報

マネー ネット証券（株・FX・投資信託） インターネット銀行 カードローン クレジットカード 電子マネー 住宅ローン
損害保険・生命保険比較 生命保険 自動車保険一括見積もり 保証サービス マネーサービス一覧

暮らし・情報 ニュース・検索 ブログ 出前・宅配・デリバリー グルメ・外食 レシピ 車検見積もり・予約 就職活動 仕事紹介 不動産情報
太陽光発電 結婚相談所 結婚式場情報 美容室・ヘアサロン予約 女性向け健康管理サービス 写真プリント ぬいぐるみ電報
グリーティングカード プロバイダ・インターネット接続 WiFi

ビジネス ビジネス見積り 卸・仕入れ リサーチ アフィリエイト 決済システム スマホでカード決済

企業情報 個人情報保護方針 社会的責任[CSR] 採用情報

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。

※このキャンペーンへはエントリー（応募）が必要です！

楽天競馬の投票サービスを用いて対象レースの馬券を購入された方を対象に、
購入金額から10％分の楽天スーパーポイントをプレゼント！

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。

抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。

＊賞品をお選びいただくことはできません。

対象期間中に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
・楽天競馬で対象レースの馬券を5,000円以上購入された方
（※単勝式・複勝式を除く）

年末の園田競馬場で行われるダートグレード競走は、1,400mの短距離を競うハンデキャップ戦。来年前半のダート短距離路線にもつながってくる
一戦のため、気鋭の上昇馬や巻き返しを狙う古豪が参戦し、ハンデの妙とあわせてスリリングな展開を楽しむことができます。

昨年はJRA所属のティアップワイルドが逃げると、そのまま後続を寄せ付けずに3馬身半差で逃げ切り勝ち。悲願の重賞ウイナーの仲間入りを果たし
ました。

対象日 2013年12月28日（土 )
対象レース 兵庫ゴールドトロフィー（JpnIII )　[園田競馬場]

※レースが3頭以下で実施された場合は、キャンペーンは中止となります。
対象賭式 単勝式・複勝式を除く全ての賭式
対象者様 対象期間中に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
・楽天競馬で対象レースを100円以上購入
（※単勝式・複勝式を除く）
＜5,000円以上のご購入で、抽選で豪華プレゼント！＞
対象期間中に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
・楽天競馬で対象レースの馬券を5,000円以上購入された方
(※単勝式・複勝式を除く)

特典 楽天競馬の投票サービスを用いて対象レースの馬券を購入された方を対象に、購入金額の10％分の楽天スーパーポイントを
プレゼント！
■対象
対象レース 2013年12月28日（土)

兵庫ゴールドトロフィー（JpnIII)
対象競馬場 園田競馬場

＜5,000円以上のご購入で、抽選で豪華プレゼント！＞
抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。
[その1] オリジナル徳利セット　[30名様]
[その2] ゴールデンジョッキーカップ　出場騎手サイン色紙（寄せ書き）　[2名様]
賞品提供：HRA
[その3] ゴールデンジョッキーカップ　出場騎手サイン色紙（11枚セット）　[2名様]
賞品提供：HRA
[その4] 兵庫ジュニアグランプリ　騎乗騎手サイン色紙　[12名様]
[その5] そのだけいば　誘導馬カレンダー2014　[3名様]
＊賞品をお選びいただくことはできません。

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2月28日までの期間限定ポイントを、2014年2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2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。
・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。
「楽天会員の登録情報はコチラ」
「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2月中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、抽選結果や購入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

【業界最安値】LTE対応 超高速モバイルルーターが［今だけ］なんと月額2,880円！更にポイントも超貯まる!
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