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　本馬はドバイWCで世界一に輝いたヴィクトワールピサの3/4同血馬。母マジェスティックブライトは英国の名門
ルカ・クマーニ厩舎で調教された素質馬であり、祖母ラフェアモニーク（L'Affaire Monique）は、調教方針などの
食い違いなどもあり良い競走成績は残せませんでしたが、ヴィクトワールピサ、アサクサデンエン、スウィフトカレン
トを産んだ名牝ホワイトウォーターアフェアと同血馬である。この一族は日本での適正に優れていて、同じくホワイト
ウォーターアフェアと同血馬のリッチアフェアーの分岐からは阪神JFを勝ったローブティサージュも出現している。
ヴィクトワールピサで証明されたネオユニヴァースとこの一族との相性の良さを再現させるために日本に輸入され
た母マジェスティックブライト。その母と念願のネオユニヴァースとの配合で産まれたのが本馬マジェスティックブ
ライト’14である。牧場時代は「ネオユニヴァースの牝駒にしては落ち着きもありドッシリした性格の持ち主で、集中
力のある馬でした。体形的には牝馬らしい馬なのですが首の力が凄くて、曳き馬をしている時にグイっと力を入れら
れると持っていかれる時がありましたね。あの首の力は芯の強さや一瞬の瞬発力を感じさせてくれました。放牧の
動きにおいてもそれは見て取れましたね。」スピード遺伝子は中距離適性のＣ：Ｔ型。ヴィクトワールピサだけでなく、
ロジユニヴァース、イタリアンレッド等のネオユニヴァースの代表産駒の配合パターンが詰め込まれた馬である。

【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

【代表産駒】

２～４歳時、13戦７勝。2003年ＪＲＡ最優秀３歳牡馬。日本ダービー（Ｇ１）、皐月
賞（Ｇ１）、大阪杯（Ｇ２）、スプリングＳ（Ｇ２）、きさらぎ賞（Ｇ３）、菊花賞（Ｇ１）３着、
神戸新聞杯（Ｇ２）３着、ジャパンＣ（Ｇ１）４着、宝塚記念（Ｇ１）４着
2005年日本にて供用
2008年ファーストシーズンサイアー２位、2008年２歳サイアーラン
キング３位、2009・2012・2013年２歳サイアーランキング５位
◆ヴィクトワールピサ：ドバイワールドＣ（ＵＡＥＧ１）、有馬記念（Ｇ１）、皐月賞（Ｇ１）
◆ロジユニヴァース：日本ダービー（Ｇ１）、弥生賞（Ｇ２）、ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ（Ｇ３）
◆アンライバルド：皐月賞（Ｇ１）、スプリングＳ（Ｇ２）、若駒賞（ＯＰ）
◆デスペラード：ステイヤーズＳ（Ｇ２）２回、京都記念（Ｇ２）
◆イタリアンレッド：府中牝馬Ｓ（Ｇ２）、七夕賞（Ｇ３）、小倉記念（Ｇ３）
◆アムールポエジー：関東オークス（Ｇ２）
◆ゴールスキー：根岸Ｓ（Ｇ３）、マイルチャンピオンシップ（Ｇ１）３着
◆フォーエバーモア：クイーンＣ（Ｇ３）、阪神ジュベナイルフィリーズ（Ｇ１）３着
◆ブライトエンブレム：札幌２歳Ｓ（Ｇ３）
◆フラアンジェリコ：京成杯オータムＨ（Ｇ３）
◆ネオヴァンドーム：きさらぎ賞（Ｇ３）、都大路Ｓ（ＯＰ）２回
◆オメガハートロック：フェアリーＳ（Ｇ３）
◆オールアズワン：札幌２歳Ｓ（Ｇ３）
◆スティールパス：スパーキングレディーＣ（Ｇ３）
◆ビッグバン：北海道２歳優駿（Ｇ３）
◆サウンズオブアース：有馬記念（Ｇ１）２着、菊花賞（Ｇ１）２着
◆ミクロコスモス：阪神ジュベナイルフィリーズ（Ｇ１）３着

〔父〕ネオユニヴァース Neo Universe（内国産）
【競走成績】
【供用履歴】
【種牡馬成績】
【母の父として】

２～３歳時、６戦４勝。ナンソープＳ（英Ｇ１）、キングズスタンドＳ（英Ｇ２）
1997年英国にて供用
2009年仏２歳チャンピオンサイアー
◆メインシークエンス：ＢＣクラシック（米Ｇ１）、
　　　　　　　　　   ジョーハーシュターフクラシックＳ（米G1）、
　　　　　　　　　  ユナイティドネイションズＳ（米Ｇ１）、
　　　　　　　　　   ソードダンサー招待Ｓ（米Ｇ１）
◆メイソン：ジュライＣ（英Ｇ１）、パレスハウスＳ（英Ｇ３）
◆ウィンシリ：ナッソーＳ（英Ｇ１）
◆ラッキークリステイル：ダッチェスオブケンブリッジＳ（英Ｇ２）
◆ゴスペルクワイア：ジョッキークラブＳ（英Ｇ２）
◆グッドオールドボーイラッキー：スーパーラティヴＳ（英Ｇ２）
◆ザユナイティドステイツ：ＭＶＲＣムーニーヴァリーＣ（豪Ｇ２）
◆クラドセラ：ケイプヴァーディ（ＵＡＥＧ２）
◆アヤウアスカ：ペルー共和国大統領賞（秘Ｇ２）
◆ハヤランダ：サンクルー大賞（仏Ｇ１）３着
◆ワールドインパクト：青葉賞（Ｇ２）２着
◆サイモンゼーレ：小倉２歳Ｓ（Ｇ３）２着
◆ダノンジェラート：セントライト記念（Ｇ２）３着
◆ナムラシングン：若葉S(OP)２着

〔母の父〕ピヴォタルPivotal（英国産）
ドバイWCで世界一に輝いたヴィクトワールピサの３/４同血馬が登場！

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

母系
マジェスティックブライト（2007 牝 父Pivotal）：英１勝 産駒１頭母
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ラフェアモニーク L’Affaire Monique（1999 牝 父Machiavellian）：英１勝
● ショートアフェア Short Affair（2005 牝 父Singspiel）：英伊２勝
● ボンスピール Bon Spiel（2004 ｾﾝ 父Singspiel）：英独伊10勝
● グレイトホール Great Hall（2010 ｾﾝ 父Halling）：英２勝

２代母

● オヤマホクト（2013 牡 父ネオユニヴァース）中央出走

マッチトゥーリスキー Much Too Risky（1982 牝 父Bustino）：英２勝

● ホワイトウォーターアフェア（1993 牝 父Machiavellian）：英愛仏４勝

３代母

● ヴィクトワールピサ（2007 牡 父ネオユニヴァース）：中央仏UAE８勝

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。

Ken Kozaki

1971年3月30日生　愛知県出身
免許取得：2006年
通算成績：2274戦218勝・２着166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）、阪急杯（Ｇ３）、安田記念（Ｇ１）３着
◆エイシンロンバード：武蔵野Ｓ（Ｇ３）、香港ＪＣトロフィー（1600万下）、マーキュリーC(Ｇ３)３着
◆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
◆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
◆ダノンビクトリー：オークランドRCT（1600万下）、渡利特別（1000万下）
◆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）
【主な現役馬】
◆エルカミーノレアル：福島２歳Ｓ（OP）
◆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）
◆ゴールドスーク：鈴鹿特別(1000万下)
◆アンナミルト：岩室温泉特別（1000万下）

ポモーヌ賞[仏 G2] ／ ジョンポーターＳ[英 G3] 　２着：ヨークシャーオークス[英 G1] ／ ロワイ
ヤリュー賞[仏 G2]　３着：愛セントレジャー[愛 G1] ／ ヨークシャーＣ[英 G2] ／ ハードウィッ
クＳ[英 G2] ４着：ナッソーＳ[英 G2] ／ セントサイモンＳ[英 G3]

● ショートスカート Short Skirt（2003 牝 父ディクタット）：英４勝
ムシドラＳ[英G3] ／ セントサイモンＳ[英 G3]  ／ セヴェラルＳ[英 LR] ２着：ヨークシャーオー
クス[英 G1] ３着：英オークス[英 G1]  

● リトルロック Little Rock（1996 牡 父ウォーニング）：英仏伊６勝

● シダクトレス Seductress（1988 牝 父Known Fact）：英３勝

プリンセスオブ
ウェールズＳ[英G2] ／ ゴードンリチャーズＳ[英G3]  ／ ジェイムズシーモアＳ[英 LR] ２着：プリ
ンセスオブウェールズＳ[英G2] ３着： ローマ賞[伊 G1]   ／ コンセイユドパリ賞[仏G2] ４着： ガ
ネー賞[仏G1]  ／ ドーヴィル大賞典[仏 G2]  ／ フォワ賞[仏 G2] 種牡馬

阪神ジュベナイル
フィリーズ[G1]   ／ キーンランドＣ[G3] ２着：ファンタジーＳ[G3]   ／ 函館スプリン
トＳ[G3] ３着：阪神牝馬Ｓ[G2]   ／ 阪急杯[G3] ５着：桜花賞[G1]

ドバイワールド
Ｃ[UAE G1] ／ 皐月賞[G1]  ／ 有馬記念[G1] ／ 中山記念[G2]  ／ 弥生賞[G2]  ／ ラジオNIKKEI杯
２歳Ｓ[G3] ３着：日本ダービー[G1] ／ ジャパンＣ[G1]  ４着：ニエル賞[仏 G2] 種牡馬

● アサクサデンエン（1999 牡 父Singspiel）：中央８勝 安田記念[G1] ／ 京王杯
スプリングＣ[G2] ２着：安田記念[G1] ３着：マイラーズＣ[G2] ４着：天皇賞(秋)
[G1]  ／ 阪神Ｃ[G2]  ／ 東京新聞杯[G3] ／ ユニコーンＳ[G3] 種牡馬

● スウィフトカレント（2001 牡 父サンデーサイレンス）：中央６勝

● トーセンモナーク（2005 牡 父アグネスタキオン）：中央4勝

小倉記念[G3] 
２着：天皇賞(秋)[G1]  ／ 日経新春杯[G2]  ／ 金鯱賞[G2] ４着：青葉賞[G2]  ／ オール
カマー[G2]  ／ 新潟記念[G3] ５着：南部杯[G1]  ／ 京都記念[G2]  ／ ブリーダーズ
ゴールドＣ[G2] 種牡馬

2着：ドルメーロ賞[伊G3] 

阪神スプリングプレミアム[1600万下] 種牡馬

● スイスロー Swiss Law（1994 牝 父Machiavellian）：英UAE５勝

● プチノワール(2005 牝 父Singspiel)：不出走
● ローブティサージュ(2010 牝 父ウォーエンブレム)：中央３勝

ラウンドタ
ワーＳ[愛 G3] ／ マーブルヒルＳ[愛 LR] ２着：コヴェントリーＳ[英 G2] ３着：
フィーニクスＳ[愛 G1]　４着：ミドルパークS[英 G1]

● カペラサンセヴェロ Cappella Sansevero(2012 牡 父Showcasing)：英愛４勝

アルファヒディフォートＳ[ＵＡＥ LR]

● ミニドレス Minidress（2009 牝 父Street Cry）：英１勝
２着：ハイトオブファッションＳ[英 LR] ４着：オーソーシャープＳ[英G3]

チェスターフィールドＳ[英 LR] ３着：モールクームＳ[英 G3]

● ショートハンド Shorthand（2004 牝 父ディクタット）：英１勝４着：ロックフェルＳ[英 G2]  ／ ムシドラＳ[英G3]

２着：リブルスデイルＳ[英 G2]

● リッチアフェアー Rich Affair（2000 牝 父Machiavellian）：英１勝 

● エルダリル Eldalil(2007 牝 父Singspiel)：英１勝
● ホワイトハウス White House（1997 牝 父Pursuit of Love）：英１勝

３着：ケベックS[英 LR]
３着：シルヴァーC[英LR]

● マダムプレジデント Madam President(2005 牝 父Royal Applause)：英１勝

募集馬コード

入厩予定／

201407-1

マジェスティックブライト’14
Majestic Bright’14
2014年4月18日生　牝馬
黒鹿毛　浦河産

栗東・小崎憲厩舎

販売総額

複数口
特 典

一口価格

六口以上は一口価格 ￥5,950 　   15％値引

総口数 ２,０００口
¥１４,０００,０００ ¥７,０００

五口価格
15％値引 ¥29,750¥25,200四口価格

１０％値引
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会員ランク制とは
ゼロ会員 ビギナー会員 リミテッド会員 ホープフル会員 クラシック会員 プレミアム会員ランク>>

月会費（税別）
2016年２歳馬追加募集（マジェスティックブライト'14）&

Hirooトレーニングセール2016（アタラマ’14）

2016年2歳募集馬
ゼロ革命リターンズ
馬主席招待キャンペーン

口取りポイント
ゼッケンプレゼント
会員プレゼント
会員証発行

出資可能馬
及び

出資比率上限

会員特典

0円

出資不可

出資不可
2/4000
対象外

＋0ポイント
＋0ポイント
＋0ポイント
対象外

700円

1/2000

出資不可
2/4000
対象外

＋1ポイント
＋1ポイント
＋1ポイント
対象外

1500円

2/2000

出資不可
2/4000
対象外

＋2ポイント
＋2ポイント
＋2ポイント
対象外

2200円

3/2000

出資不可
2/4000
対象外

＋3ポイント
＋3ポイント
＋3ポイント
対象外

3000円

全体の50％未満

全体の50％未満
50/4000
＋0ポイント
＋4ポイント
＋4ポイント
＋4ポイント
対象

3000円

全体の50％未満

全体の50％未満
50/4000
＋50ポイント
＋5ポイント
＋4ポイント
＋4ポイント
対象

 会員ランク判定 会員ランクアップは出資申込時点より自動適用※従前の会費との差額は出資
申込時にご請求いたします。※愛馬の引退等に際して会員ランク変更をご希望の方は専用フォ
ームよりお申し出ください。変更申請後、翌月からの適用となります。 
 条件 プレミアム会員の判定条件はクラシック会員のうち下記の条件を満たした方【・会員継続
年数15年 / ・合計で1頭の2.5％分の口数への出資】＊1:馬主席招待キャンペーンについては、
当日出資馬が馬主席招待キャンペーン開催の競馬場に出走予定時は、左記のポイントに出資口
数×1ポイントを加えてポイント数上位順に抽選いたします。(複数頭出走の場合は募集口数の
差を加味して出資割合にて計算いたします。)＊2:口取りについては、出資口数×1ポイントに左
記のポイントをプラスしてポイント数上位より抽選いたします。＊3:遠方よりお越しの方は＋1ポ
イントいたします。＊4:愛馬が優勝し、実際に口取りをされた方は次回レースに限り－1ポイント
いたします。＊5:ゼッケンプレゼントについては、該当馬の出資口数×1ポイントに左記のポイント
をプラスしてポイント数上位より抽選いたします。＊6:会員プレゼントについては左記のポイント
数上位順に抽選いたします。※その他、出資時、イベント参加時など会員ランクに応じた特典を
設けて参ります。各条件につきましては運用状況を踏まえて変更する場合がございます。予めご
了承ください。

＊1

＊5

＊6

＊2＊3＊4

出資口数に応じて会員ランクを設定。クラシック会員以上は馬主席招待などの特典も！！

2016年2歳馬追加募集
支払早見表

※分割払いは2014年産馬は2016年5月申込までお選びいただけます。  
※2014年産馬は2016年6月以降のお申込についても3％Pプログラムの対象となりますが、
　一括2%値引きは適用されません。
※分割払い時におけるポイント加算は、分割払いの支払終了後となります。  
※複数口出資特典につきまして、追加出資により四口もしくは五口に到達した場合は、追
　加出資分の価格を総額で表記の値引率となるよう調整いたします。

募集馬コード
募集馬名 申込月 特典

【一括払い】 【　分　　割　　払　　い　（最長５回）】
馬出資金

（ポイント還元）
馬出資金

（ポイント還元）
支払
回数

出資
比率

初回
支払額

２回目以降
支払額

一　　口　　価　　格　（馬出資金）
２歳時
保険料

マジェスティックブライト'14
販売総額 

一口価格(1/2,000)

201407-1

3%Pプログラム
複数口出資特典
一括2%値引
棟広レース見解2016
みんなの推しウマ
新規入会特典

16年2月申込

3月申込

4月申込

5月申込

¥1,400
¥6,000
¥7,750
¥1,900
¥7,200
¥8,750
¥2,400
¥8,400
¥10,750
¥3,500
¥12,800
¥15,250

1/2,000
1/500
1/400
1/2,000
1/500
1/400
1/2,000
1/500
1/400
1/2,000
1/500
1/400

¥1,400
¥4,800
¥5,500
¥1,700
¥6,000
¥7,000
¥2,300
¥8,400
¥9,500
¥3,500
¥12,400
¥14,500

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

＋210P/3%P
¥7,000

￥14,000,000
総口数
2,000口
維持費出資金
月額300円/一口

￥197

￥7,000

＜新規入会特典＞
1口限定馬代金0円！
四口価格（1/500）

（10%値引）￥25,200
五口価格（1/400）

（15%値引）￥29,750
六口以上一口価格

（15%値引）￥5,950

一口価格（1/2,000）

＋750P/3%P
¥25,200

四口価格（1/500）

＋870P/3%P

＋180P/3%P

＋720P/3%P

＋870P/3%P
¥29,750

五口価格（1/400）

¥6,860
一口価格（1/2,000）

¥24,640
四口価格（1/500）

¥29,050
五口価格（1/400）

一口保険料
（1/2,000）

￥788

四口保険料
（1/５00）

￥985

五口保険料
（1/400）

一般会費
出資状況に応じて会員ランクの判定を行い、月額７００円～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。
※会員ランク制について詳しくはオフィシャルＨＰをご覧ください。
※ゼロ会員の方は本出資に伴い、お申込月より一般会費をお支払いいただきます。
※ゼロ会員とは、ベイビーローズ'15を2口まで出資の方となります。

馬出資金
当該所属馬に決められた金額をお支払いいただきます。
（お支払い方法は、一括または分割）

＊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。＊各詳細及び引退精算・注意事項等につきましては､受付後に倶楽部よりお送りいたします「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）

※分割の回数は、申込月によって異なります。

維持費出資金
本募集馬につきましては２歳２月分からのお支払いとなり、一口あたり月額３００円と
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。

保険料出資金
愛馬の万が一に備え、本募集馬につきましては２歳２月より競走馬保険に加入いたします。なお、
競走馬保険の対象額は、２歳２月～２歳１２月については販売総額の100％、３歳１月～３歳１２
月については同70％、４歳１月～４歳１２月については同50％とし、対象金額に保険料率（２歳
時2.82％、３歳時3.2％）を乗じた金額を１頭当たりの保険料出資金（追加出資金）とします。
※５歳１月１日以降及び中央再登録馬については競走馬保険に加入しません。※競走馬保険は死亡保険となり、不慮の
事故、疾病などによる死亡または予後不良の場合、保険金の支給対象となります。また、特約が付加されており、骨折や屈
腱炎等の競走能力喪失の診断で引退した場合や傷害または疾病により競走馬登録がされずに不出走が確定した場合、
特定の手術費用、一時的な障害馬への変更の際に一定の保険料が支払われます。詳しくは会員規約をご確認ください。

インターネットでの申込

受付方法
お電話での申込 お振込・お支払

※倶楽部ポイントは＜１００ポイント＞にて新規出資に係る出資割引権１００円分、それ以外にもポイントに応じてオリジナルグッズなどの各種景品と交換することが可能です。※ポイント付与は、払い込みを受けた競走馬出資金が対象となります。したがいまし
て、早期特典、一括2%値引、倶楽部ポイント等による割引があった場合には、それらの金額を差し引いた入金額をベースに算定します。ベースとする金額は千円未満の端数は切り捨てとなります。※倶楽部ポイントの有効期限は期限の定めのない限り加算日が
属する年の翌年12月末日となります。※倶楽部ポイントを使用された場合は有効期限の近いものから順に使用されます。※ポイント制度の詳細は「倶楽部ポイント利用規定（https://www.hirootc.jp/static/point/termsofuse/）」をご覧ください。

▶電子メールをお持ちの方は、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（既会員の方と新規の方ではフォー
　ムが異なります）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・申込出資口数などをお伝えくだ
　さい。（既会員の方で倶楽部ポイントをご利
　用の方は、必ずお申出ください）

▶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手
　続きをお済ませください。
▶一般会費（新規の方のみ）、馬出資金（分割の場合は初回分のみ）に関しまして
　は､お振込またはコンビニ決済・クレジットカード決済にてお願いいたします。

倶楽部ポイント
について

▶お一人様の出資可能口数は、１頭あたり総口数の５０％未満迄です。先着順による申込受付中！！

※本募集馬への申込出資口数が募集口数の2.5%を上回る場合は、お電話にて確認をさせてい
　ただく場合がございます。

※申込をキャンセルする場合には、必ず倶楽部事務局までご一報ください。
※コンビニ決済は、代金の総額(税込)が30万円を超える場合にはご利用できません。

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　　　  携帯サイト

（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。

＊入会金は無料です
ご出資に係わる費用について

獲得賞金
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月の翌月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。
※特別出走手当､競走取り止め交付金､事故見舞金､抹消給付金､付加金､装蹄費補助金､診療費
　補助金は､引退時の精算となります。

複数口出資特典
1/500以上の出資がお得！最大１５％OFF！ ご

案
内 広尾TC所属馬出走レースの見解と推奨馬

広尾っ仔が走るレースの推奨馬情報で愛馬の競馬がもっと楽しくなります。出資申込手続きが完了した週末からの配信となりますので、早期の出資がお得です。
（対象期間：２０１６年１月から２０１６年中央競馬開催終了迄）

※他のキャンペーンと併用可能です。※地方交流競走、海外レースは対象外となります。※モバイルメールサービス（通称MMS）にご登録のメールアドレスにお送
りいたします。MMSを受信拒否されている場合は送信されません。

広尾TC所属馬出走レースの見解と推奨馬を配信！

棟広良隆氏
による

もれなく５００ポイントゲット！

棟広氏の有料予想が購読できる！

KEIBAコンシェルジュ棟広良隆氏による

ご
案
内

例：一口10,000円の馬に一口出資していた方があと四口追加した場合一口価格10,000円＋四口価格32,500円（18.75%値引）＝五口価格42,500円（15%値引）
※追加出資により四口もしくは五口に到達した場合は、追加出資分の価格を総額で上記の値引率となるよう調整いたします。

※該当値引率等の詳細は、「ご出資に係わる費用について」の支払早見表にてご確認ください。

本募集馬につきましては、複数口のご出資でお得にご出資頂けます。
一頭あたり六口目以降は
一口につき１５％値引

従来の1/500募集にあたる
一頭あたり四口ご出資で 総額の１０％値引＞＞ 従来の1/400募集にあたる

一頭あたり五口ご出資で 総額の１５％値引＞＞

募集馬出資の際に競走馬出資金
（払込出資金）の３％を倶楽部ポイント還元。
※特典の適用は、申込日の１０日後（１０日後が金融機関休業日の場合は翌営
　業日）までに初回請求合計金額の支払を完了する場合に限ります。

一括払いをご選択の場合、
馬出資金より２％値引いたします。
※２０１６年６月以降のお申込については適用はありません。
※他のキャンペーンと併用可能です。

ご出資後、みんなの推しウマに投稿し、掲載された投稿の
うち、他の方の参考になると倶楽部が判断した投稿をされ
た方に５００ポイントを進呈。
※他のキャンペーンと併用可能です。

３％ポイントプログラム 一括２％値引 みんなの推しウマ投稿ご
案
内

ご
案
内

ご
案
内

ドバイWCを制したヴィクトワールピサの３/４同配合が登場！

マジェスティックブライト’14
父：ネオユニヴァース　母父：Pivotal　近親：ヴィクトワールピサ

牝

2016年2歳馬追加募集特典 ２０１６年２歳馬追加募集
募集コード募集名 募集馬名

201407-1 マジェスティックブライト'14
父名 母父名

ネオユニヴァース Pivotal牝

馬代金７０００円が０円に！ 「新規入会特典」のご案内 本馬の出資で広尾サラブレッド倶楽部に新規入会される場合、
1口に限り馬代金を0円でご出資いただけます。本募集馬1口のみの場合、
一般会費は700円(税抜）となります。

会
員
新
規

>> 2000口だから良血なのにリーズナブルな募集価格！１口7,000円
>> 一般会費700円から始められる会員ランク制の導入
>> 新規入会特典で7,000円の馬代金が1口無料！

広尾サラブレッド倶楽部未入会の方へ耳寄り情報！

月 1々,000円（税抜）で始められる！維持費・
一般会費
合わせても

会
員
新
規


