
エクイノム・スピード遺伝子検査

C:T型 中距離適性
※検査結果は、個体の競走能力（距離適 
性等）を保証するものではありません。

募集馬コード

入厩予定／

販売総額 一口価格

管理予定調教師プロフィール

小崎 憲
※所属予定厩舎は、諸事情により変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※成績は2015年10月５日現在

Ken Kozaki

総口数

2015年10月7日撮影2015年10月7日撮影 201501-1

４,０００口
¥０ ¥０

ベイビーローズ’15
Baby Rose’15
2015年2月22日生　牝馬
栗毛　新ひだか産

栗東・小崎憲厩舎

　棟広良隆プロデュースで伝説の企画“ゼロ革命”が帰ってきた。その名も「ゼロ革命リターンズ」。母馬は父にシングスピール、母父にMr. 
Prospectorを持つ良血ベイビーローズ、父馬はＧⅠ６勝、ＧⅡ５勝、ＧⅢ８勝、レコード勝ち３回、総獲得賞金9億9073万6000円の英雄スマ
ートファルコン。母ベイビーローズはその名が表すように名門Rose Redの系統に属している繁殖牝馬で、この系統は日本でもローザネイ、ロ
ーズバド、ローズキングダムの「薔薇一族」として有名であることは説明が不要なほど。血統診断によるとHalo（Turn-to系）のインブリードが
4×4で組込まれているため、Rose Redの名牝系を充分に刺激。さらに、このHaloのインブリードはいま流行りの「Ballade経由のHaloクロ
ス」という形で搭載されているため、確実性が高い上、Nureyevのインブリードも所有しており、爆発力を期待できる配合でもある。性格は
大人しく、人間に従順であり、骨格はスマートファルコンから受け継ぎしっかりしている。半姉ベイビーティンクに比べると筋量もあり、大き
なトモが特徴的である。半姉が育成過程に移ってから大きく成長し、高い評価を得たことからも成長力が期待される。管理するのは母、父
を共に管理した小崎憲調教師。本馬を頻繁に見ており、スマートファルコンによく似ていると評す。小崎憲厩舎と広尾サラブレッド倶楽部
は開業時期が同一時期という共通点だけでなく、競走馬の成績の面でも相性がよく、マカハ、エルカミーノレアル、フェイムロバリー、そし
てベイビーローズなど勝ち馬を着実に輩出する。２０１１年産馬以前の実績では実に８頭中６頭が勝ち上がっている。スピード遺伝子は
中距離適性のＣ：Ｔ型で、父が１４００ｍ～２４００ｍのダートで活躍したのと同様に距離の融通が利きそう。一口を楽しむには血統、馬
体、厩舎、遺伝子からも打ってつけであるといえ、ゼロ革命のエバンジェリストとなりうる存在である。

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

2～7歳時、34戦23勝。2010年・2011年ダートグレード競走特別賞馬。JBCクラシック（G１）２回、東京大賞典（Ｇ１）２回、帝王賞（Ｇ１）、
川崎記念（Ｇ１）、日本テレビ盃（Ｇ２）、ダイオライト記念（Ｇ２）、浦和記念（Ｇ２）２回、ブリーダーズＧＣ（Ｇ２）、さきたま杯（Ｇ３）２回、かきつばた記念（Ｇ３）２回、
名古屋大賞典（Ｇ３）、佐賀記念（Ｇ３）、兵庫ゴールドトロフィー（Ｇ３）、白山大賞典（Ｇ３）、ＪＢＣスプリント（Ｇ１）２着、ジャパンダートダービー（Ｇ１）２着
2013年日本にて供用
2014年産が初年度産駒

〔父〕スマートファルコン Smart Falcon（内国産）

【競走成績】

【供用履歴】
【母の父として】

２～５歳時、20戦９勝。米芝牡馬チャンピオン。コロネーションＣ（英Ｇ１）、インタナショナルＳ（英Ｇ１）、カナディアン国際Ｓ（加Ｇ１）、ジャパンＣ（Ｇ１）、
セレクトＳ（英Ｇ３）、ゴードンリチャーズＳ（英Ｇ３）
1998年英国、2001年豪州にて供用。2010年死亡
◆ローブティサージュ：阪神ジュベナイルフィリーズ（Ｇ１）、 キーンランドＣ（Ｇ３）
◆ドビュッシー：アーリントンミリオン（米Ｇ１）、ユジェーヌアダム賞（仏Ｇ２）
◆ヘルメット：ＭＲＣコーフィールドギニー（豪Ｇ１）、 ＡＴＣサイアーズプロデュースＳ（豪Ｇ１）、ＡＴＣシャンペンＳ（豪Ｇ１）、 ＭＲＣコーフィールドギニープレリュード（豪Ｇ３）
◆エポレット：ＡＴＣゴールデンローズＳ（豪Ｇ１）、ＢＲＣドゥームベン10,000（豪Ｇ１）
◆リブラノ：英パークＳ（英Ｇ２）、リッチモンドＳ（英Ｇ２）、ジュライＳ（英Ｇ２）
◆カスパルネッチェル：ジムクラックＳ（英Ｇ２）、ミルリーフＳ（英Ｇ２）、独2000ギニー（独Ｇ２）
◆リマト：英パークＳ（英Ｇ２）、パヴィリオンＳ（英Ｇ３）
◆ヴァガボンドシューズ：デルマーＨ（米Ｇ２）、サンマルコスＳ（米Ｇ２）
◆コスモネモシン：新潟記念（Ｇ３）、フェアリーＳ（Ｇ３）
◆アダムスピーク：ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ（Ｇ３）
◆フリートストリート：エルムＳ（Ｇ３）、ヒヤシンスＳ（ＯＰ）

〔母の父〕シングスピール Singspiel（愛国産）

四千もの蕾がみんなの想いを糧に一輪の大輪となる！

オフィシャルサイトにて無料掲載中。ご参照ください。竹内啓安氏による血統診断

1971年3月30日生　愛知県出身
免許取得：2006年
通算成績：2156戦208勝・２着156回、連対率. 169

【歴代活躍馬】
◆スマートファルコン：ＪＢＣクラシック（G１）２回、東京大賞典（Ｇ１）２回、
　　　　　　　　　  帝王賞（Ｇ１）、川崎記念（Ｇ１）、日本テレビ盃（Ｇ２）、
　　　　　　　　　  ダイオライト記念（Ｇ２）、浦和記念（Ｇ２）２回、
　　　　　　　　　  ブリーダーズＧＣ（Ｇ２）、さきたま杯（Ｇ３）２回、
　　　　　　　　　  かきつばた記念（Ｇ３）２回、名古屋大賞典（Ｇ３）、
　　　　　　　　　  佐賀記念（Ｇ３）、兵庫ゴールドトロフィー（Ｇ３）、
　　　　　　　　　  白山大賞典（Ｇ３）、ＪＢＣスプリント（Ｇ１）２着、
　　　　　　　　　  ジャパンダートダービー（Ｇ１）２着
◆エーシンヴァーゴウ：セントウルＳ（Ｇ２）、アイビスサマーダッシュ（Ｇ３）
◆エイシンドーバー：京王杯スプリングＣ（Ｇ２）、安田記念（Ｇ１）３着
◆キングオブヘイロー：オーロラ特別（1000万下）、伊良湖特別（1000万下）
◆ミッドナイトクロス：壬生特別（1000万下）
◆エーシンリードオー：赤穂特別（1000万下）
◆フェイムロバリー：１０００万下、クロッカスS(OP)３着
◆ケルンフォーティ：知立特別（1000万下）
【主な現役馬】
◆バーバラ：バーデンバーデンC（OP）、トリトンS（1600万下）、
　　　　　 佐世保S（1600万下）、セントウルS（G2）３着、北九州記念（G3）３着
◆ネオザウイナー：2013ファイナルS（1600万下）、矢作川特別（1000万下）、
　　　　　　　　清洲特別（500万下）
◆マカハ：相模湖特別（1000万下）、相馬特別（500万下）
◆エルカミーノレアル：福島2歳S（OP）
◆アンナミルト：岩室温泉特別（1000万下）
◆ルベーゼドランジェ：シドニーＴ（1600万下）、オーバルスプリント（Ｇ３）２着

母系
ベイビーローズ（2006 牝 父Singspiel）：中央１勝 産駒２頭母

メリサンド賞[仏LR]

春日特別(1000万下)
４着：クイーンメアリーＳ[英G3]

スマートファルコン
 Smart Falcon

栗毛　2005

Gold Allure

ゴールドアリュール
*サンデーサイレンス

Halo
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Special
Hostage
Vaguely Royal
*ヴイエナ
Noble Lassie
Dark Star
Belle Angevine
Raise a Native
Gay Hostess
*シルバーシヤーク
Nucciolina
Northern Dancer
Fairy Bridge
Shirley Heights
Sunbittern
Hail to Reason
Cosmah
Herbager
Miss Swapsco
Native Dancer
Raise You
Nashua
Sequence
Northern Dancer
Special
Riverman
Helvetie

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Vaguely Noble

Gazala

*クラウンドプリンス

*アリアーン

Sadler's Wells

High Hawk 

Halo

Ballade

Raise a Native

Gold Digger

Nureyev

Histoire

*ニキーヤ

*ミシシツピアン

キヨウエイシラユキ

In the Wings

Glorious Song

Mr.Prospector

Oumaldaaya

栗毛　1999

Keishu Herb

ケイシュウハーブ
芦毛　1988

シングスピール

Singspiel
鹿毛　1992 

インティザー

Intizaa
黒鹿毛　1996

ベイビーローズ＊
Baby Rose

鹿毛　2006

インティザー Intizaa（1996 牝 父Mr. Prospector）：英入着
● ヘイセイズ Hasayis（2001 牝 父デインヒル）英仏３勝
● スターバック Sturbuck（2007 ｾﾝ 父Footstepsinthesand）：独仏４勝
● コスモカゼツカイ（2009 牝 父Hurricane Run）：中央出走

２代母

● ベイビーティンク（2013 牝 父ネオユニヴァース）未出走

オウマルダーヤ Oumaldaaya（1989 牝 父Nureyev）：英伊仏３勝

● アサス Asas（1994 ｾﾝ 父Nashwan）：愛英６勝
● ハーミ Haami（1995 牡 父Nashwan）：愛米英独５勝

３代母

● マルモコウテイ（2004 牡 父トウカイテイオー）：中央３勝
● ウインマーベリック（2008 牡 父マヤノトップガン）：中央１勝

● エブアド Eb Aad（1999 牝 父Gone West）：英出走

● アクマル Akmal（2006 ｾﾝ 父Selkirk）：英８勝
● アユン Ayun（2000 牝 父Swain）：英３勝

● ミュージックパール Music Pearl（2008 牝 父Oratorio）：愛１勝

デズモンドＳ[愛G3]／ダーリーＳ[英LR]
／サマーヴィルタタソールＳ［英LR］ ２着：アールオブセフトンＳ[英G3] ／ビーズウィングＳ[英
G3]／ディキシーＳ[米G2] ３着：ソラリオＳ[英G3]／エッティンゲンレンネン[独G3]

英ダービー[英G1]／ダン
テＳ[英G2] ３着：エクリプスＳ[英G1] 種牡馬

プシケ賞[仏G3] ２着：アシーニア
Ｈ[米G3]　３着：ハニーフォックスH[米G3]  ４着：サンタラリ賞[仏G1] ／ガーデンシティＢＣＳ[米G1]

ヘンリー二世Ｓ[英G2] ／ジョッ
キークラブＣ[英G3] ２着：サガロＳ[英G3]

リディアテシオ賞[伊G2]
／ルーペS [英LR]　４着：伊1000ギニー[伊G2] ／ナッソーＳ[英G2] ／ノネット賞[仏G3]

イストワール Histoire（1979 牝 父Riverman）：仏１勝
● ヒッティアス Hittias（1984 牡 父Touching Wood）：仏米７勝 ３着：セネカＨ[米G3] 種牡馬
● イスパノリア Hispanolia（1985 牝 父Kris）：仏２勝

4代母

● レイクランド Lakeland（1995 牝 父Alleged）：不出走
● アンサマーズトゥー Ann Summers Two（2001 牝 父Elusive Quality）：英米１勝

ミモザ賞(500万下)

● テイクミーハイヤー（2000 牝 父トニービン）：中央３勝
● ハイリリー（2009 牝 父アグネスタキオン）：中央３勝
● メドウヒルズ（2011 牡 父ダイワメジャー）：中央４勝

● ワディラム（2001 牝 父サンデーサイレンス）：中央５勝

● ワディア Wadia（1990 牝 父Lyphard）：英出走

● チャイビア Chaibia（2003 牝 父パントレセレブル）：仏米３勝

● モウヒバ Mawhiba（1994 牝 父Dayjur）：英出走

● エルハーブ Erhaab（1991 牡 父Chief's Crown）：英４勝

リヴァーシティ
Ｈ[米G3]　３着：シカモアＳ[米G3] ４着：ノーザンダンサーターフＳ[米G1] 

● ヴィランドリー Villandry（2009 ｾﾝ 父Mr.Greeley）：米５勝

● アルビーダー Al Beedaa（2001 牝 父Swain）：英入着

神奈川新聞杯(1000
万下)／古町特別(1000万下)

米子Ｓ[OP] ／乙訓
特別(1000万下) ５着：関屋記念[G3]



＊入会金は無料です
ご出資に係わる費用について

一般会費
『ゼロ革命リターンズ』の募集馬「ベイビーローズ’15」を２口迄の出資にて
新規にご入会される方、もしくはベネディーレ’12を２口迄のご出資の場
合は、ゼロ革命会員となり一般会費が無料になります。
本募集馬を３口以上ご出資の方、もしくは本募集馬以外の募集馬にご出
資の方は、出資口数・頭数に関係なく一律月額３,０００円（税抜）をお支払
いいただきます。
これは、各サービスの管理維持費・情報収集・各通知の発送費などのクラ
ブ運営費に充てられます。

本募集馬にご出資の場合は、出資金（馬代金）が不要です。
馬出資金（一口価格）

維持費出資金
本募集馬につきましては、お支払いは２歳１月分からとなります。
総口数4,000口のため、一口当たり年額１，８００円（月額150円×12か
月分）となります。
これは出資馬の飼養、調教などの預託管理費に充てられる経費相当分を
いい、追加出資金といたします。
なお、余剰金が生じた場合は引退時に精算いたします。

本募集馬につきましては、競走馬保険に加入いたしません。

※本馬を途中解約の場合、納付のあった年額の維持費出資金は返金の対象にはなりません。
※本募集馬に限り、1歳時の出資馬の飼養、調教などの預託管理費に充てられる経費相当分を引
　退時に精算を行います。

保険料出資金

獲得賞金

※申込多数の場合には、口数の調整をさせていただくことがございます。※お申込が殺到した場合、混乱を避けるため早期に申込を締め切る可能性があります。
会員の方は上限５０口、新規の方は上限５０口迄となります。新規の方、ゼロ革命会員の方でベイビーローズ’15のみ２口までのご出資を希望の方は通常受付開始後にお申込ください。

申込口数が受付枠（会員3,000口/新規1,000口）に到達するか、トレセン入厩（産地馬体検査を含む）もしくは満口をもちまして締切となります。

ゼロ革命リターンズの特徴ゼロ革命リターンズの特徴

優先受付期間後の残口を対象に平成２７年１１月２７日（金）より先着順
（インターネットは０：００～、お電話は１０：００～）にてお申込を承ります。

「２０１６年広尾っ仔
 レース見解と推奨馬」

『ゼロ革命』にて好評であった

ゼロ革命リターンズ「ベイビーローズ’１５」申込受付ガイド　

棟広良隆の

伝説
企画
伝説の
企画が

入会金０円、馬出資金０円、一般会費０円入会金０円、馬出資金０円、一般会費０円の
※※

棟広良隆プロデュースで
帰ってきました！

メールサービスを受けられる！

２口まで一般会費無料
ゼロレボルシオン２口までの方も
継続して一般会費無料で出資ができる！

を適用！
優先受付枠を設けることで、
多くの人に出資していただきやすい

複数口出資を実現！

通常受付のご案内

募集馬コード 募集馬名 販売総額 一口価格 一口保険料

ベイビーローズ’１５ ￥0 ￥0 ￥0201501-1

愛馬が出走し獲得した賞金は､出資返戻金と利益分配金に区分さ
れ､その合計額を出走日を含む年の翌年1月27日（金融機関休業
日は翌営業日）にご出資口数に応じて､当該月の出資金等と相殺の
うえ指定口座へお振込いたします。
※中央競馬以外の競走に出走した場合には､振込日に変更が生じることがございます。ご了承ください。
※抹消給付金､付加金は､引退時の精算となります。
※本募集馬に限り、特別出走手当､競走取り止め交付金､事故見舞金は､賞金と合算して年1回の精算を行います。
※本募集馬に限り、装蹄費補助金、診療費補助金は分配対象外となります。

＊各詳細及び引退精算・注意事項等につきましては､「競走用馬ファンドの契約にあたって（会員規約）」
　の内容を十分にご理解いただいた上で、お申込ください。（既会員の方も必ずご確認願います）
＊競走用馬ファンドは、元本及び収益が保証されたものではありません。

インターネットでの申込

受付方法

優先申込条件：11月20日（金）までの２０１６年２歳募集馬へのご出資手続きの完了（必要書類の返送及びご入金確認）

お電話での申込 お振込・お支払

※ゼロ革命会員（ベネディーレ’12のみ合計2口までご出資の会員の方）は新規入会者扱いとなります。※お申込多数の場合、口数調整を行う可能性がございます。11月25日（水）に確保した口数のご連絡をメールにて行い、11月26日（木）に必要書類の発送をいたします。

※２０１６年２歳馬募集開始以前にご出資されている方も対象となります。※ご出資手続きが完了していない場合、もしくは優先条件対象馬への出資申込をキャンセルされた場合は、優先受付期間内におけるゼロ革命リターンズへのお申込は無効となります。

▶電子メール（フリーメールを除く）をお持ちの方は、倶楽部オフィシャルサイト
　（https://www.hirootc.jp/）にアクセスして、所定の出資申込フォームをご利
　用ください。
▶送信ボタンを押す前に､募集馬名・申込出資口数などの入力内容をご確認ください。
▶受付内容を確認していただくための電子メールを自動返送いたします。申込内
　容に誤りがあった場合は､着信当日中に電子メールもしくはお電話にてお知
　らせ願います。
▶営業時間（10：00～13：00／14：00～18：00）外に満口に到達した場合は､
　受信時刻順に口数を確保いたします。

▶お名前・電話番号等を確認いたします。
　（ご住所等に変更がある場合は､必ずお知
　らせください）
▶募集馬名（ベイビーローズ’15）・申込出資
　口数などをお伝えください。

▶2016年12月末までのお申込みについては、初回時に馬出資金
　等の費用はかかりません。（維持費出資金は、2017年1月から、
　年1回のご請求となります）
▶優先申込受付期間（１０月３０日（金）～１１月２０日（金））終了後、
　１１月２5日（水）に出資口数を確定し、１１月２６日（木）に「出資
　申込書（競走用馬ファンド契約書）」、「入会申込・預金口座振替依
　頼書（新規入会者のみ）」などの必要書類を発送いたします。受付
　後に倶楽部よりお送りいたします「請求明細書」等の必要書類を
　ご確認の上、指定期日（請求金額合計下部に記載）までに合計請
　求金額のご入金、及び必要書類のご返送手続きをお済ませください。

▶インターネット：午前０時受付開始　▶電話：午前１０時受付開始　▶募集口総数４,０００口の内、会員優先枠として３,０００口、新規入会者の対象枠として１,０００口を設けます。
▶お一人様の出資可能口数は、会員の方は上限１０口、新規の方は上限５０口迄です。（通常受付開始後は、会員の方は上限５０口、新規の方は上限５０口迄となります。優先申込をされた方も通常受付でのお申込が可能となっております。）
▶申込口数が受付枠（会員3,000口/新規1,000口）に到達するか、もしくは平成２７年１１月２0日（金）をもって優先申込受付を終了いたします。

三菱東京UFJ銀行  広尾支店  普通  １３３１６７４
広尾サラブレッド倶楽部株式会社　

　  ※携帯電話版
（http://www.hirootc.jp/i/）
からも申込が可能です。　

０３-６４３４-１００２
 倶楽部事務局へお掛けください。

平成２７年１０月３０日（金）～１１月２0日（金）の受付期間内に､
インターネット（オフィシャルサイトの専用申込フォーム）またはお電話にてお申込ください。

会員・新規問わず

１０月３０日（金）１０：００
　  ～１１月２０日（金）１８：００

ステラリード'14
シンボリクリスエス

４００口

優先申込
条件対象馬
父 名

募集口数

牝 牝 牝 牝 牡 牡ネヴァーピリオド'14
マンハッタンカフェ

４００口

Bijoux Miss'14
Hansen
４００口

ミスペンバリー'14
ディープインパクト
２，０００口

ハイアーラヴ'14
ステイゴールド
２，０００口

グレイスフルソング'14
ネオユニヴァース
２，０００口

外

優先申込受付のご案内
先着順

までの先着順での受付

会員・新規問わず１０月３０日（金）０：００
　　　　　～１１月２０日（金）２３：５９までの先着順での受付

※新規、ゼロ革命会員の方で２口までのご出資の方が対象です。


