
ごあいさつ

　常日頃よりキャロットクラブに並々ならぬご愛顧を賜り、また、勝利を目指して邁進する所属馬に多大なるご声
援をお送りいただいておりますこと、大変ありがたく厚く御礼申し上げます。本年もいよいよキャロットクラブ１歳
馬募集を開始させていただきます。
　
　年々高まる皆様の熱意を肌身で感じるだけに、よりクオリティーの高いクラブライフを満喫していただきたいと
常々考えてきましたが、それが現実のものとなったことに喜びを感じております。
　ぜひ、カタログに並ぶ若駒たちをご覧ください。募集価格が示す通り、好馬体を誇る中間価格帯の募集馬を
多数取り揃えさせていただきました。その父に目を転じると、日本競馬を牽引するディープインパクト、キングカメ
ハメハ、ハーツクライはもちろん、初年度産駒が大ブレークしたオルフェーヴル、ロードカナロア、そして２歳戦で
好スタートを切ったジャスタウェイなど、比類なき競走成績を残し、世界的にも認められた優駿の名が居並ぶ豪
華な布陣となりました。
　２０１８年のクラシックで、オルフェーヴル、ロードカナロアの産駒が旋風を巻き起こしたことは記憶に新しいとこ
ろですが、これはまさに高次元の争いの中で種牡馬の世代交代が始まったことを端的に表しているのではな
いでしょうか。近年の種牡馬成績は、国際レイティングにリンクする傾向にあり、高評価を受けた競走馬が種牡
馬として、そのまま成功を収める図式が明確になった瞬間でもありました。そのような潮流のなかで国際GⅠを制
したクラブ出身馬、エピファネイア、リアルインパクトが、待望の初年度産駒を送り出してくれました。非凡さを裏打
ちする、骨量豊富な頑健な四肢、バランスに優れ、かつ筋肉量に恵まれた体躯、そして出色の身のこなしからも、
先達同様の成功を収めることは想像に難くありません。

　個性豊かな募集馬たち、その各々が魅力に満ち溢れていることはもちろん、近い将来、活躍を遂げるシーン
が目に浮かぶ、充実のラインナップ、皆様にご満足いただけるラインナップと自負しております。精鋭８４頭の優駿、
そして完成期を迎えるレイデオロ、リスグラシュー、ムーンクエイクらが化学反応を起こし、皆様を興奮の坩堝へと
誘ってくれるはずです。お気に入りの一頭とともに、歓喜の瞬間へ向けて、歩みを進めていただければ幸いです。

株式会社キャロットクラブ
取締役　秋田博章
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I N D E X

■募集馬写真／坂口誠司
■写真提供／ (株)シスコ、武田明彦、鈴木龍太、村野早祐、(有)フォトチェスナット、(株)サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ、社台スタリオンステーション、
　(有)ホースバンク、(株)ジャパンレースホースエージェンシー、ダーレージャパン(株)、(有)ビッグレッドファーム、(株)優駿、(株)レックス、Horsephotos.com、
　Lane’s End、Coolmore
■折り紙参考／小松英夫「折り紙計画」http://www.origami.gr.jp/̃komatsu/index.html

■印刷／ (株)アイワード
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No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎

1 レインデートの17 ディープインパクト 牡 鹿 2月  6日 9,000万円 225,000円 木村 哲也

2 ミュージカルロマンスの17 ディープインパクト 牡 黒鹿 5月13日 10,000万円 250,000円 手塚 貴久

3 ヒルダズパッションの17 ディープインパクト メス 鹿 2月13日 8,000万円 200,000円 藤沢 和雄

4 サミターの17 ディープインパクト メス 鹿 2月16日 7,000万円 175,000円 尾関 知人

5 アディクティドの17 キングカメハメハ 牡 芦 3月14日 5,000万円 125,000円 国枝 栄

6 ポロンナルワの17 キングカメハメハ メス 鹿 4月17日 3,600万円 90,000円 萩原 清

7 ペルレンケッテの17 ロードカナロア 牡 鹿 2月13日 4,000万円 100,000円 萩原 清

8 ローガンサファイアの17 ロードカナロア 牡 鹿 4月  1日 4,400万円 110,000円 栗田 徹

9 マチカネエンジイロの17 ロードカナロア メス 黒鹿 3月  4日 2,800万円 70,000円 木村 哲也

10 エクレールアンジュの17 ロードカナロア メス 鹿 3月14日 2,600万円 65,000円 久保田 貴士

11 フロアクラフトの17 ロードカナロア メス 鹿 3月19日 3,600万円 90,000円 手塚 貴久

12 クルミナルの17 ロードカナロア メス 鹿 3月31日 3,000万円 75,000円 奥村 武

13 リッチダンサーの17 ハーツクライ 牡 鹿 3月25日 6,000万円 150,000円 国枝 栄

14 クルソラの17 ハーツクライ 牡 青鹿 5月  6日 5,000万円 125,000円 古賀 慎明

15 ウィーミスフランキーの17 ハーツクライ メス 鹿 3月  7日 2,400万円 60,000円 大竹 正博

16 シーディドアラバイの17 エピファネイア 牡 青鹿 4月  5日 3,000万円 75,000円 和田 正一郎

17 シーズンズベストの17 エピファネイア メス 青鹿 2月22日 1,800万円 45,000円 黒岩 陽一

18 フェルミオンの17 エピファネイア メス 栗 5月  2日 2,200万円 55,000円 木村 哲也

19 パラダイスコーブの17 キズナ メス 青鹿 2月  9日 1,600万円 40,000円 田中 博康

20 カメリアローズの17 キズナ メス 黒鹿 4月19日 1,800万円 45,000円 宗像 義忠

21 キューの17 オルフェーヴル 牡 栗 4月16日 2,600万円 65,000円 戸田 博文

22 フォルテピアノの17 オルフェーヴル 牡 栗 4月17日 3,000万円 75,000円 中川 公成

23 コケレールの17 オルフェーヴル メス 鹿 2月12日 2,400万円 60,000円 武井 亮

24 ジャッキーテーストの17 スクリーンヒーロー 牡 鹿 4月29日 3,600万円 90,000円 堀 宣行

25 ドルチェリモーネの17 ルーラーシップ 牡 青鹿 1月22日 2,400万円 60,000円 小島 茂之

26 クロノロジストの17 ルーラーシップ メス 芦 3月22日 1,600万円 40,000円 大和田 成

27 ラドラーダの17 ダイワメジャー 牡 黒鹿 1月20日 10,000万円 250,000円 藤沢 和雄

28 イグジビットワンの17 ダイワメジャー メス 鹿 4月  1日 2,000万円 50,000円 鹿戸 雄一

29 マルティンスタークの17 ブラックタイド 牡 黒鹿 2月24日 2,400万円 60,000円 木村 哲也

30 スルーレートの17 ブラックタイド 牡 鹿 2月25日 2,400万円 60,000円 中舘 英二
31 ヒカルアモーレの17 ジャスタウェイ 牡 黒鹿 5月11日 3,600万円 90,000円 田村 康仁

32 ユールフェストの17 ジャスタウェイ メス 黒鹿 4月14日 1,800万円 45,000円 和田 勇介

33 ディアデラノビアの17 ノヴェリスト 牡 栗 3月  7日 3,000万円 75,000円 堀 宣行

34 サンブルエミューズの17 ノヴェリスト 牡 鹿 3月16日 2,000万円 50,000円 加藤 征弘

35 ゼマティスの17 ノヴェリスト メス 黒鹿 3月  8日 1,200万円 30,000円 伊藤 大士

36 カロンセギュールの17 キンシャサノキセキ 牡 鹿 4月18日 2,000万円 50,000円 勢司 和浩

37 レインオアシャインの17 サウスヴィグラス 牡 栗 4月10日 1,600万円 40,000円 高柳 瑞樹

38 タイトルパートの17 ハービンジャー メス 鹿 2月12日 1,600万円 40,000円 矢野 英一

39 メガクライトの17 パイロ メス 栗 2月  4日 1,400万円 35,000円 小西 一男

40 パシフィックリムの17 Zoffany メス 栗 4月19日 2,400万円 60,000円 高橋 文雅

関  東

募集馬一覧表

入厩予定

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎

41 クリソプレーズの17 ディープインパクト 牡 黒鹿 2月18日 12,000万円 300,000円 音無 秀孝

42 レディドーヴィルの17 ディープインパクト 牡 鹿 3月  6日 8,000万円 200,000円 斉藤 崇史

43 シェルズレイの17 ディープインパクト メス 鹿 1月28日 6,000万円 150,000円 高野 友和

44 シンハリーズの17 ディープインパクト メス 鹿 4月21日 6,000万円 150,000円 石坂 正

関  西 入厩予定
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募集馬一覧表

関  西 入厩予定

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎

45 ファッションプレートの17 ディープインパクト メス 黒鹿 5月12日 6,000万円 150,000円 松永 幹夫

46 ディアマイベイビーの17 キングカメハメハ 牡 黒鹿 5月24日 5,000万円 125,000円 池江 泰寿

47 レディシャツィの17 キングカメハメハ メス 栗 2月  3日 3,000万円 75,000円 笹田 和秀

48 ヒストリックスターの17 キングカメハメハ メス 鹿 3月27日 6,000万円 150,000円 池添 学

49 シーザリオの17 キングカメハメハ メス 栗 5月  1日 7,000万円 175,000円 須貝 尚介

50 グランデアモーレの17 ロードカナロア 牡 芦 2月  7日 4,400万円 110,000円 藤岡 健一

51 ローズノーブルの17 ロードカナロア 牡 鹿 3月31日 5,000万円 125,000円 安田 隆行

52 リリサイドの17 ロードカナロア メス 鹿 1月28日 6,000万円 150,000円 矢作 芳人

53 シシリアンブリーズの17 ロードカナロア メス 鹿 2月24日 3,000万円 75,000円 橋田 満

54 パッシフローラの17 ロードカナロア メス 鹿 5月  9日 2,800万円 70,000円 寺島 良

55 フォンタネリーチェの17 ハーツクライ 牡 栗 1月22日 5,000万円 125,000円 池添 学

56 リトルディッパーの17 ハーツクライ 牡 青鹿 3月  9日 3,000万円 75,000円 角田 晃一

57 ピューリティーの17 ハーツクライ 牡 黒鹿 4月  9日 4,000万円 100,000円 石坂 正

58 アルテリテの17 ハーツクライ メス 鹿 2月15日 3,600万円 90,000円 友道 康夫

59 フェリシアの17 ハーツクライ メス 鹿 5月  4日 2,000万円 50,000円 梅田 智之

60 アヴェンチュラの17 エピファネイア 牡 黒鹿 1月19日 6,000万円 150,000円 藤原 英昭

61 ディアデラマドレの17 エピファネイア メス 青鹿 2月15日 3,600万円 90,000円 安田 翔伍

62 アンレールの17 エピファネイア メス 鹿 3月24日 2,000万円 50,000円 吉田 直弘

63 ストールンハートの17 キズナ メス 鹿 1月30日 1,400万円 35,000円 森田 直行

64 ディメンティカタの17 オルフェーヴル メス 鹿 4月19日 1,600万円 40,000円 羽月 友彦

65 サトノジュピターの17 ルーラーシップ 牡 鹿 3月  5日 3,000万円 75,000円 池江 泰寿

66 プリンセスカメリアの17 ルーラーシップ 牡 鹿 5月14日 2,800万円 70,000円 牧田 和弥

67 マラコスタムブラダの17 ダイワメジャー メス 鹿 3月15日 2,600万円 65,000円 松下 武士

68 ピュアブリーゼの17 ブラックタイド 牡 鹿 2月  5日 3,000万円 75,000円 清水 久詞

69 バロネスサッチャーの17 ジャスタウェイ 牡 栗 3月21日 2,400万円 60,000円 庄野 靖志

70 イストワールの17 ノヴェリスト 牡 鹿 2月  1日 1,800万円 45,000円 平田 修

71 ヴェラブランカの17 エイシンフラッシュ 牡 青 1月19日 1,600万円 40,000円 渡辺 薫彦

72 ソラコマチの17 サウスヴィグラス 牡 鹿 2月28日 2,000万円 50,000円 西村 真幸

73 カフヴァールの17 タートルボウル 牡 鹿 3月  6日 1,600万円 40,000円 杉山 晴紀

74 カラベルラティーナの17 トゥザグローリー 牡 鹿 2月  6日 1,600万円 40,000円 岡田 稲男

75 ジュモーの17 ハービンジャー メス 鹿 3月20日 3,000万円 75,000円 斉藤 崇史

76 トゥザレジェンドの17 ヘニーヒューズ メス 栗 2月  2日 2,400万円 60,000円 中内田 充正

77 スペクトロライトの17 マジェスティックウォリアー 牡 鹿 2月13日 2,000万円 50,000円 高野 友和

78 スネガエクスプレスの17 リアルインパクト メス 青鹿 2月  2日 1,800万円 45,000円 音無 秀孝

79 ピースアンドウォーの17 Tapit メス 鹿 4月  1日 4,000万円 100,000円 大久保 龍志

80 ◯外ザガールインザットソングの17 Honor Code メス 黒鹿 1月31日 2,800万円 70,000円 藤原 英昭

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎

81 タッチミーベイブの17 マジェスティックウォリアー 牡 黒鹿 3月11日 1,600万円 160,000円 北海道もしくは南関東

82 グレイシアブルーの17 アイルハヴアナザー メス 鹿 4月13日 800万円 80,000円 北海道もしくは南関東

83 インプレショニストの17 クロフネ メス 鹿 2月24日 1,000万円 100,000円 北海道もしくは南関東

84 アンソロジーの17 スマートファルコン メス 栗 3月18日 1,000万円 100,000円 北海道もしくは南関東

地  方 入厩予定

※ 調教育成先は、56番は社台ファーム、47番・59番は追分ファームリリーバレー、その他はノーザンファーム早来、またはノーザンファーム
空港となります。
※ 予定厩舎欄の「北海道もしくは南関東」は、南関東地区競馬場への転籍を前提として、2歳時にホッカイドウ競馬からデビューさせる可能性があ
ることを意味します。なお、南関東での所属先については、入厩する際に選定いたします。
※金額はいずれも消費税を含みます。
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［競走馬出資金のお支払い方法］
●一括払い（2％割引）
原則的に出資お申込み（出資契約締結）の翌月に口座振替にてお支払いいただきます。
ただし、第1次募集、1.5次募集、および第2次募集（2018年9月27日〜30日の4日間）でお申込みの場合は、2018年11月27日に口座振替いたします。
※一括払いの2％割引の適用は、2018年12月末日までのお申込みに限らせていただきます。

●分割払い（最長8回）
※分割払いは最長8回となります。
※競走馬出資金を分割回数に応じて均等に分割し、100円未満の端数が生じた場合は初回請求金額に計上します。
分割払いの適用は2019年4月30日までのお申込みとさせていただき、お申込み時期によって分割回数が変わります。
詳しくは下記の分割回数早見表、およびお支払いの一例をご参照ください。

クラブポイント30,000ポイントをお持ちで
1口出資額￥100,000の募集馬に1口出資した場合

①一括払いをご選択の場合
￥100,000－￥2,000（2％割引）－￥30,000（クラブポイント）＝￥68,000をご請求

②分割払いをご選択の場合
￥100,000－￥30,000（クラブポイント）＝￥70,000を下記分割でご請求

各馬満口になり次第締め切ります。

お支払い月 8回の場合 7回の場合 6回の場合 5回の場合 4回の場合 3回の場合 2回の場合
2018年11月 ¥9,100
2018年12月 ¥8,700 ¥10,000
2019年  1月 ¥8,700 ¥10,000 ¥12,000
2019年  2月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000
2019年  3月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500
2019年  4月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,400
2019年  5月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,300 ¥35,000
2019年  6月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,300 ¥35,000

出資申込日（分割回数）
お支払い月

'18年11月 '18年12月 '19年1月 '19年2月 '19年3月 '19年4月 '19年5月 '19年6月
2018年10月31日まで（8回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
2018年11月30日まで（7回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
2018年12月31日まで（6回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
2019年  1月31日まで（5回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目
2019年  2月28日まで（4回） 初回 2回目 3回目 4回目
2019年  3月31日まで（3回） 初回 2回目 3回目
2019年  4月30日まで（2回） 初回 2回目

◆分割回数早見表

※金額はいずれも消費税を含みます。

［募 集 馬］ 2017年産の1歳馬

［募集頭数］84頭　

● 中央入厩予定馬 80頭 ● 地方入厩予定馬 4頭
　・関東入厩予定馬 40頭
　・関西入厩予定馬 40頭

［1頭の口数］● 中央入厩予定馬　400口
● 地方入厩予定馬　100口

［1頭の総額］1,200万円〜12,000万円 800万円〜1,600万円

［1口の金額］30,000円〜300,000円 80,000円〜160,000円

※ クラブポイントをお持ちの場合は、自動的に充当
されます（クラブポイント発生後の出資に限りま
す）。
※ クラブポイントを利用された場合も分割払いが可
能です。

◆クラブポイントを充当した場合の
　お支払いの一例

2018年度
会員募集要項
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お申込み方法（インターネットもしくは郵送）
第1次募集	 【2018年9月1日（土）〜郵送9月6日（木）必着、インターネット9月7日（金）17：30】

【重要】期間内に複数回のお申込みをいただく際は、必ず「初回お申込みと同様の方法
（インターネットもしくは郵送）」をご利用ください。

郵送によるお申込み（会員・新規入会者が対象：2018年9月6日（木）クラブ必着）
所定の出資申込書の記入方法に従い、出資をご希望される募集馬をご記入ください。（記入枠を超える頭数の出資をご希望さ
れる場合、および追加お申込みをされる場合は、クラブまでご連絡ください。新たな出資申込書をお送りします）。
出資申込書は2枚複写になっておりますので、②会員控えはお手元に置かれ、1枚目のみを専用の返信用封筒でクラブまで送
付ください。
専用の申込書以外でのお申込みは無効となります。また、投函後の出資内容の変更はお受けいたしかねます。

いずれのお申込み方法においても、ご選択いただいた募集馬全てを出資の対象とさせていただきます。
キャンセルは承れませんので、出資金額をよく計算の上、慎重にお申込みいただきますようお願いいたします。

インターネットによるお申込み（会員が対象：2018年9月7日（金）17：30まで）
公式ホームページへログインしていただき、所定のフォームよりお申込みください。お申込み後の出資希望馬の変更はでき
ません。内容をよくご確認の上、送信ボタンを押してください。なお、締切日時までの追加お申込みは何度でも可能です。

お電話、メール等による結果のお問い合わせはご遠慮ください。ただし、2018年9月18日（火）中
に結果が不明な方は、9月19日（水）9：30よりお電話でお問い合わせください。
第1次募集の抽選結果、および1.5次募集への参加資格の有無についてご案内させていただきます。

第2次募集	 【2018年9月27日（木）〜2019年8月31日（土）】

第1次募集で抽選により最優先希望馬へご出資できなかった方への優先受付（1.5次募集）	 【2018年9月19日（水）正午〜20日（木）正午】

第1次募集で抽選により、最優先希望馬に出資できなかった方（会員、新規入会者が対象）を対象に、満口になっていない
募集馬について、上記期間内にインターネット（会員、および第1次募集で出資確定馬が1頭以上いる新規入会者が対象）、
お電話でお申込みを受け付けます（先着順受付ではありません）。この期間内に募集口数を超えるお申込みをいただいた場合
は、抽選にて出資者を決定いたします。お申込み頭数に制限はありません。
1.5次募集の抽選結果は、2018年9月21日（金）夕刻に、会員へはクラブホームページメッセージ機能、新規入会者へは郵送、
もしくはクラブホームページメッセージ機能にてお知らせいたします。
クラブ電話番号：03-3524-5061

第1次募集、および1.5次募集にて満口にならなかった募集馬について、2018年9月27日（木）正午より先着順でお申込みを受け付けます。出資
申込書の郵送、お電話、ホームページ（第2次募集での新規入会者は出資申込書の郵送のみ）のいずれかでお申込みください。なお、2018年9
月27日（木）正午〜17：30は、お電話のみの受付となります。ホームページからのお申込みは2018年9月27日（木）18：00より開始させていた
だきます。
また、2018年9月7日（金）以降の郵送到着分は、本募集でのお申込み扱いとなります。

最優先希望馬
に出資できた
場合

最優先希望馬
に出資できな
かった場合

第1次募集結果通知	 【2018年9月14日（金）発送、ホームページメッセージ機能にて結果通知】

【入会金】
新規ご加入の方は、愛馬会への入会金として21,600円（税込）をお支払いいただきます。

【一般会費】
会員1名につき、毎月3,240円（税込）です。
原則的に入会申込月の翌月より、出資口数・頭数に関係なくお支払いいただきます。
これはクラブの運営費などに充てられます。

【維持費出資金】
2019年1月分よりお支払いいただきます。この維持費出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用（育成費、および厩舎預託料、各種登録料、
治療費、輸送費等。以下「維持費」という）に相当するものです。クラブ法人には2歳1月1日から当該経費の負担義務が生じますので、会員は愛馬
会法人を通じて維持費出資金を追加出資します。維持費出資金は毎月一定ではなく、月々の維持費によって変動します。なお、支払義務発生後
に会員が出資申込みをした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資金は遡及して、会員にご負担いただくこととなり、初回の競走馬出資金
と合わせてお支払いいただきます。

【保険料出資金】
当該出資馬は2歳1月1日より競走馬保険に加入し、毎年更新します。
本年度の募集馬は2019年1月1日より保険加入となります。2歳馬の場合は募集価格の100％、3歳馬の場合は70％、4歳以上の場合は50％を
保険加入額とします。所属馬に不慮の事故（死亡等）が起こった場合は、保険会社から支給された保険金を口数に応じて分配します。所属馬に対
する補償は、保険金の分配をもって完了とします。
保険料のお支払いは毎年12月になります。また、出資のお申込みをした日が2018年12月1日以降になる方は、初回の競走馬出資金をお支払い
いただく月に、合わせてお支払いいただきます。

競走馬保険は死亡補償のほか、競走能力喪失や傷病により未出走となるリスクが特約により補償されます。
→詳細につきましては10ページをご覧ください。

出資に際しての主な費用
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●第1次募集のお申込み締切日について
本年度より、郵便によるお申込み【9月6日（木）必着】と、インターネットによるお申込み【9月7日（金）17：30まで】に、それぞれ異なる締切日を
設けさせて頂きました。
カタログに同封の返信用封筒は通常の郵便よりもクラブ到着までに時間を要するため、郵送によるお申込みをお考えの方は、送達日に十分ご注
意ください。なお、お申込み状況の中間発表（総申込口数の半数以上お申込みがあった募集馬が対象）は、9月3、4、5日の各日1回（夕刻）を予定
しておりますので、状況確認後のお申込みを検討されている場合は、インターネットでのお申込みをお勧めします。

●出資可能口数の制限
1募集馬につき、募集総口数の半数を超えない範囲であれば、ご希望の口数でお申込みいただくことが可能です。
ただし、第1次募集、および1.5次募集において、お申込み総口数が募集総口数を上回った募集馬については、出資可能口数の上限を原則的に“5
口”とさせていただきます（5口を超える口数でお申込みいただいた場合は、自動的に5口に減口したうえ、抽選対象とさせていただきます）。
なお、減口後のお申込み総口数が募集総口数に満たない場合は、5口以下でお申込みの方、および5口を超える口数でお申込みされた方の5口分
は当選とし、募集総口数に達するまで減口対象となったお申込み口数を1口ずつ抽選したうえで、その当落を決定します。そのため、当選者の出
資確定口数が5口を上回る場合がございます。
また、母馬出資者優先制度対象馬においては、母馬優先枠をはじめとする各ランク毎に同様の抽選を行います。

●当年度新規入会者の落選実績
第1次募集において、当年度新規入会者の最優先希望馬が落選となった場合、落選実績を付与しないものとします。

●お支払い遅延歴の有無
2018年度の第1次募集は、前年8月度から当年7月度の間で2回以上、会費等のお支払いに遅延が生じている方につきましては、抽選における優
先順位が低くなり、また、母馬出資者優先権を行使できなくなります（本年度1歳馬募集に関しては、2017年8月度から2018年7月度の間で2
回以上の遅延歴がある方が対象となります）。
なお、対象となる方は、2017年度の第1次募集において最優先希望馬が落選となった場合でも、優先順位は“遅延歴あり”となり、落選実績は加
味されません。

●母馬出資者優先制度
母馬出資者優先制度では募集総口数の50％（中央入厩予定馬200口、地方入厩予定馬50口）を上限に、募集馬の母馬に出資されていた方に優先
的に出資いただけます（第1次募集時に限る）。

母馬出資者優先制度対象馬
・7番ペルレンケッテの17  ・8番ローガンサファイアの17  ・11番フロアクラフトの17  ・12番クルミナルの17
・17番シーズンズベストの17  ・18番フェルミオンの17  ・22番フォルテピアノの17  ・25番ドルチェリモーネの17
・26番クロノロジストの17  ・27番ラドラーダの17  ・29番マルティンスタークの17  ・30番スルーレートの17
・32番ユールフェストの17  ・33番ディアデラノビアの17  ・34番サンブルエミューズの17  ・39番メガクライトの17
・41番クリソプレーズの17  ・46番ディアマイベイビーの17  ・49番シーザリオの17  ・50番グランデアモーレの17
・51番ローズノーブルの17  ・53番シシリアンブリーズの17  ・60番アヴェンチュラの17  ・61番ディアデラマドレの17
・62番アンレールの17  ・68番ピュアブリーゼの17  ・71番ヴェラブランカの17  ・73番カフヴァールの17
・74番カラベルラティーナの17  ・76番トゥザレジェンドの17  ・77番スペクトロライトの17

●母馬出資者優先権をお持ちの方の最優先希望枠の使い方
出資をご希望される募集馬の母馬に出資されていた方につきましては、最優先希望枠、および一般出資申込枠に出資希望馬をご記入いただければ、
自動的に母馬出資者優先制度の対象馬として取り扱います。
ⅰ．母馬出資者優先権を行使できる募集馬を最優先希望馬に選択
　→ 従前に出資していた母馬の仔にどうしても出資したい場合に有効的です。抽選における優先順位は、前年と前々年で連続して最優先希望馬
が落選ならば最上位（7ページ・フローチャートの①）となり、前年の最優先希望が落選ならば第2位（7ページ・フローチャートの②）、前年
の最優先希望が当選ならば第3位（7ページ・フローチャートの③）の順位となります。ただし、他に最優先希望馬を選ぶことはできません。

ⅱ．母馬出資者優先権を行使できる募集馬以外の募集馬を最優先希望馬に選択
　→ 従前に出資していた母馬の仔に出資はしたいが、その他にどうしても出資したい募集馬がいる場合に有効的です。ただし、母馬出資者優先
枠内での優先順位は第4位（7ページ・フローチャートの④）となります。

●満口馬に生じたキャンセル口数
キャンセル待ち制度を実施しております。
第1次募集で抽選の結果、最優先希望馬が落選となった方に対してランク順にキャンセル番号を付与し、当該馬にキャンセルが生じた時点で付与
した番号順にクラブから出資意思確認の連絡をいたします。なお、1.5次募集で抽選の結果、ご希望の募集馬に出資いただけなかった方に対して
も、同様の措置を採ります。また、第2次募集における満口馬に生じたキャンセル口数については適時ご案内の上、抽選による再募集を行うもの
とします。
※キャンセル口数は、原則的に満口馬に出資された方が退会（任意、強制）となった際に発生するものです。

●第1次募集における優先順位
本抽選システムは、会員個々の従前の抽選実績（最優先希望馬の当落）、お支払い状況により毎年、優先順位が変動します。
また、優先順位は右ページの通りとなります。

第1次募集
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第1次募集における抽選方法
お申込み総口数が募集総口数に達しなかった場合は、お申込みいただいた方全員を出資者として決定します。
お申込み総口数が募集総口数を超えた場合は、以下の抽選順位のとおり出資者を決定します。

希望枠順位

母馬優先枠
（200口） 最優先希望枠 一般出資枠

抽選制度のイメージ

Ⅰ．母馬出資者優先権を行使できる方のお申込み総口数が200口以下の場合

同権利を行使された方全員が当選となります。その後は「→（赤矢印）」の通り、優先順（⑤→⑥→⑦…⑫）に出資者の決定を行い、400口を超え

たランクにて抽選を行います。

Ⅱ．母馬出資者優先権を行使できる方のお申込み総口数が200口を超えた場合

同制度内の優先順（①→②→③→④）に出資者の決定を行い、200口を超えたランク内で抽選を行います。同制度内で落選となった方は、「→（青

矢印）」が示す先の各ランク（①は⑤と、②は⑥と、③は⑦と、④は⑨と同ランク）に移り、優先順に出資者を決定、400口を超えたランクにて

抽選を行います。

Ⅲ．母馬出資者優先制度の非対象馬は優先順（⑤→⑥→⑦…⑫）に従い、出資者を決定していきます。

※…前年度第1次募集非申込者、および前年度募集での新規入会者を含む

※過去1年間に2回以上の会費等支払に遅延歴のある方は、母馬出資者優先権を行使できません。
※同上遅延歴のある方は、最優先希望枠、および一般出資枠内での優先順位は一番低くなります。

抽選のフローチャート

高 低

最優先希望枠に母馬優先対象馬を指名すれば抽選順位はさらに高くなります！

①母馬優先＋最優先　過去2年最優先落選

⑧最優先（過去1年間に2回以上の遅延歴あり）

⑩一般出資（過去1年間に2回以上の遅延歴あり）

⑪新規・最優先

⑫新規・一般

①母馬優先＋最優先　過去2年最優先落選　当年母馬優先枠で落選 ⑤最優先　過去2年最優先落選

②母馬優先＋最優先　前年最優先落選　当年母馬優先枠で落選 ⑥最優先　前年最優先落選

③母馬優先＋最優先　前年最優先当選　当年母馬優先枠で落選

④母馬優先（一般出資枠）　当年母馬優先枠で落選 ⑨一般出資（過去1年間に遅延歴なし）

母馬優先枠（200口）

・過去1年間に2回以上の遅延歴のある方は
母馬出資者優先権を行使できません。

・遅延歴内での優先順位はなし

最優先希望枠

一般出資枠
↑既存会員

↓新規会員

②母馬優先＋最優先　前年最優先落選

③母馬優先＋最優先　前年最優先当選

④母馬優先（一般出資枠）

前年度最優先当落による順位

詳細は下記フローチャートをご参照ください。

過去2年連続最優先希望枠落選

前年度最優先希望枠落選

前年度最優先希望枠当選

高

低

⑦最優先　前年最優先当選…※
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❶本賞金
第1着馬〜第5着馬に対し交付されます。

着順
本賞金

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
第1着本賞金に対する割合 100％ 40％ 25％ 15％ 10％

❼付加賞
特別競走登録料はその総額を7：2：1の割合で案分されたものが、第1着馬、
第2着馬、第3着馬に交付されます。

❽特別出走手当
1回の出走につき、下表のとおり交付されます。

（1） 以下の条件に該当する競走の出走馬に対しては、以下に定める金額を
上表の金額に加算のうえ交付されます。
・3（4）歳以上（芝1,800m以上）の平地競走：5万円
・障害競走：1万円
・2歳の新馬競走および未勝利競走：2万円

（2） 平地競走（競馬番組で特に定めた競走を除く）に出走した平地の収得
金額が500万円以下の6歳以上馬（地以外の平地の収得賞金が200万
円未満の馬を除く）に対しては、上表および前項（1）の合計金額から
12万円を減額のうえ交付されます。

（3） 以下のいずれかに該当する場合は、上表の金額（（1）（2）に該当し、増
減額となる場合は増減額後の金額）の半額が交付されます。
・地
・平地競走に出走した平地の収得賞金200万円未満の5歳以上馬
・第4回東京競馬、第4回京都競馬、第3回新潟競馬、第3回福島競馬、
第4回中京競馬の平地競走に出走した3歳未出走・未勝利馬

（4） 9着以下で第1着馬の走破タイムより前出【表①】の秒数を超えてゴー
ルした馬に対しては、上表の金額（（1）（2）（3）に該当し、増減額・半額
となる場合は、増減額・半額後の金額）の半額が交付されます（平地のオー
プン競走、障害の特別競走および競馬番組で特に定めた競走を除く）。

（5） 以下の条件に該当する出走馬に対しては不交付となります。
・平地競走に出走した4歳以上の未出走・未勝利馬
・失格馬

競走 全ての競馬場

重賞競走 431,000円

重賞競走以外の特別競走 422,000円

一般競走
1勝以上の競走 418,000円

新馬・未勝利の競走 407,000円

交付対象馬 褒賞金額

皐月賞、東京優駿、菊花賞のすべての競走に優勝した内国産馬 1億円

同一年度に大阪杯、天皇賞（春）、宝塚記念のすべての競走に優
勝した馬 内国産馬　2億円

 　○外 　 　1億円同一年度に天皇賞（秋）、ジャパンカップ、有馬記念のすべての
競走に優勝した馬

競走 第1着 第2着 第3着

チャンピオンズカップ 4,000万円 1,600万円 800万円

前年度のチャンピオンズカップ施行日以降、当該年度の同競走施行日前日
までに日本国内で施行されるダートのG1競走（日本グレード格付け管理委
員会で格付けされたJpn1競走を含む。）で優勝した馬が、チャンピオンズ
カップ競走において第3着までに入着したときに、褒賞金が交付されます。

シリーズ 褒賞金額

サマースプリントシリーズ、サマー2000シリーズ 3,200万円

サマーマイルシリーズ 2,400万円

❻特別出走奨励金
古馬G1、および芝1,800m以上の古馬G2競走に出走した11着以下の馬に対
し交付されます。
ただし、1000万円以下とそれ以下の条件馬が格上挑戦した場合は交付さ
れません。

格付 競走 該当する競走条件 第11着以下

G1
競走

大阪杯、天皇賞（春）、宝塚記念、
天皇賞（秋）、ジャパンカップ、有馬記念

オープン馬

200万円

フェブラリーステークス、高松宮記念、ヴィクトリアマイル、
安田記念、スプリンターズステークス、エリザベス女王杯、
マイルチャンピオンシップ、チャンピオンズカップ

150万円

G2
競走

日経新春杯、アメリカジョッキークラブC、京都記念、
中山記念、金鯱賞、阪神大賞典、日経賞、目黒記念、
札幌記念、オールカマー、毎日王冠、京都大賞典、
府中牝馬S、アルゼンチン共和国杯、ステイヤーズS

オープン馬 100万円

1600万円以下
条件馬 50万円

※ 最下位かつ第1着とのタイム差が距離1,800m以上2,000m未満は4秒、
2,000m以上は5秒を超えた場合は交付されません。

賞金・手当体系は日本中央競馬会の規定を要約、抜粋した原則的なも

ので、2018年度の実績です。

❷出走奨励金
重賞競走は第10着馬まで、その他の競走は第6着馬〜第8着馬に交付され
ます。

着順
出走奨励金（第1着本賞金に対する割合）

第6着 第7着 第8着 第9着 第10着
重賞競走 8％ 7％ 6％ 3％ 2％
その他の競走 8％ 7％ 6％ － －

ただし、第1着馬の走破タイムより【表①】の秒数を超えてゴールした場
合等は原則的に交付されません。

【表①】

距離
右欄に掲げる競走以外の競走 平地の新馬及び未勝利競走
芝の競走 ダートの競走 芝の競走 ダートの競走

平地競走
（オープン競
走を除く）

1,400m未満 3秒 4秒
3秒 4秒1,400m以上

2,000m未満 4秒 5秒

2,000m以上 5秒 6秒 4秒 5秒
障害競走（特別競走を除く） 8秒 10秒

❸距離別出走奨励賞
距離1,800m以上の芝の平地で行われる以下の競走の第1着〜第8着馬に対
し交付されます。ただし、2歳・3歳馬限定競走では交付されません。

❾褒賞金
指定された競走およびシリーズに優勝した際に交付されます。

第2着〜第10着馬は上記の金額に下表の比率を乗じて得た金額が交付され
ます。

競走 1,800m 2,000m 2,000m超

3（4）歳以上

重賞競走以外のオープン競走
120万円 240万円 360万円1,600万円以下競走

1,000万円以下競走
500万円以下競走（特別競走に限る） 60万円 120万円 180万円

第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着 第9着 第10着
40％ 25％ 15％ 10％ 8％ 7％ 6％ 3％ 2％

❹内国産馬奨励賞
日本国内で生まれた競走馬が以下に定める平地競走に出走し、第1着〜第5
着になった際に交付されます。

❺内国産牝馬奨励賞
牝馬限定戦ではない新馬競走、および平地未勝利競走の出走馬が内国産牝
馬の場合は、以下のとおり内国産牝馬奨励賞が交付されます。

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
G1競走・Jpn1競走 300万円 120万円 75万円 45万円 30万円
その他の重賞競走 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円

重賞以外のオープン競走 120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
1,600万円以下競走 90万円 36万円 23万円 14万円 9万円
1,000万円以下競走 70万円 28万円 18万円 11万円 7万円
500万円以下競走 50万円 20万円 13万円 8万円 5万円

2歳
新馬競走 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円
未勝利競走 120万円 48万円 30万円 18万円 12万円

3歳

新馬競走 110万円 44万円 28万円 17万円 11万円

未勝利競走
春季競馬 90万円 36万円 23万円 14万円 9万円
夏季競馬 50万円 20万円 13万円 8万円 5万円
秋季競馬 30万円 12万円 8万円 5万円 3万円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

2歳
新馬競走 120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
未勝利競走   70万円 28万円 18万円 11万円   7万円

3歳
新馬競走   60万円 24万円 15万円   9万円   6万円

未勝利競走（春季競馬において行う競走に限る）   30万円 12万円   8万円   5万円   3万円

賞金・手当
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事故見舞金

JRAの施設内（トレセン、競馬場、JRA管轄下の輸送中等）で起こった事故が元で、3ヶ月以上休養する場合は事故見舞金が支給されます。

ただし、状況によっては減額、または一部返還、支給を受けられない場合があります。

地方交流競走での賞金

公営競馬主催の地方交流競走に出走した際の第1着本賞金は、中央未勝利クラスで350万円、中央500万円以下クラスで550万円、中央1,000万円以

下クラスで700万円となります（主催者規定の賞金とJRAからの差額補助金）。

なお、特別出走手当の交付額、交付基準については中央の競走に準じるものとします。

また、ダートグレード競走に出走した場合、JRAからの差額補助金等の交付はなく、主催者規定の賞金と手当のみとなります。

競走馬登録抹消給付金・同付加金

JRAの競走馬登録を抹消する際に以下の金額が支給されます。支給金額は抹消時期、出走歴によって異なります。

注）第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。

番号 事故の種類 見舞金の額

1 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 6,150,000円

2 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がな
された場合 6,000,000円

3 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 5,750,000円

4 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 5,700,000円

5 競走中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,700,000円

6 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,650,000円

7 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,350,000円

8 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,300,000円

9 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,900,000円

10 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,850,000円

11 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,250,000円

12 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,200,000円

13 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、又はそれにより死にひんし救うことの
できない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 5,850,000円

14 13号へ統合 ─

15 13号へ統合 ─

16 競馬会の施設内において発生した四肢その他の故障により中央競馬の競走馬として不適当と認められ、競走馬登録を抹消する
場合（前各号に該当する場合を除く。）

2006年10月31日をもって原則終了と
なったため、本年度募集馬が適用を受
けることはありません。

17 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎（屈腱炎を除く。）、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、
鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、ハ行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 1,500,000円

18 競馬会の施設内において発生した屈腱炎により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,950,000円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
1,000万円以下の交流競走 700万円 280万円 180万円 110万円 70万円
500万円以下の交流競走 550万円 220万円 140万円   83万円 55万円
未勝利クラスの交流競走 350万円 140万円   88万円   53万円 35万円

※タイムオーバーとなった競走の場合も「出走」とみなされます。

付加金

抹
消
給
付
金

抹消時期
出走回数

2歳
3歳

4歳
5歳

6歳以上
春季競馬以前 夏季競馬以降 春季競馬以前 夏季競馬以降

100万円  60万円  85万円  45万円  30万円
5走以上 105万円 205万円 165万円 190万円 150万円 135万円
3〜4走 85万円 185万円 145万円 170万円 130万円 115万円
1〜2走 65万円 165万円 125万円 150万円 110万円   95万円
未出走 30万円 130万円   90万円 115万円   75万円   60万円
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優勝賞品の提供競走馬保険

●競走馬保険についての要約
❶保険加入時期
原則2歳1月1日とします。
2018年度1歳募集馬は2019年1月1日より保険加入の対象となり
ます。
ただし、特別募集を行う際はその都度、保険加入時期を新たに設
定するものとします。

❷保険料出資金のお支払い
保険加入の前年12月の時点で翌年度分の保険料相当額を通常の会
費等と併せてご請求させていただきます。

❸保険加入額と保険料率
2018年度1歳募集馬は競走馬出資金のお支払い方法（一括・分割・
クラブポイント充当）に関わらず、保険加入額は1口の募集金額の
100％とし、保険料（率）はその3％（予定）とします。ただし、
募集価格によって保険加入額は変化し、原則として2歳馬は100％、
3歳馬は70％、4歳以上馬は50％となります。
保険料の算出式は以下の通りです。
（1口の募集価格）×（保険加入額）×（保険料率）

例えば1口40,000円の募集馬の場合は…
40,000円×100％×3％＝1,200円となります。
＊ 一括払い（2％割引）特典やクラブポイントの充当により実際の出資
額が40,000円に満たない場合でも上記計算式をもって保険料出資金
を算定いたします。

●競走馬保険図解   保険の条件 ▶ 傷害・疾病が起因であること

1歳 
（保険未加入）

入厩前 〜 入厩 〜 出走 
（保険加入）

牧場調教 牧場調教 厩舎在厩 放牧

※運用開始前による引退
 

全額返金

特約補償

②能力喪失による引退
［加入額の50％給付］
④未出走での引退
［加入額の20％給付］

③能力喪失による引退
［加入額の20％給付］
④未出走での引退
［加入額の20％給付］

③能力喪失による引退
［加入額の20％給付］

⑤手術費用特約
［加入額の3％を限度として、手術当日に要した費用相当を給付］
⑥屈腱炎見舞金特約
［50万円を限度として、加入額の5％を給付］

①死亡補償［加入額の100％給付］

JRA事故見舞金支給なし JRA事故見舞金支給あり（在厩60日以上、抹消給付金支給対象）

未入厩で引退

死亡

入厩 出走

入厩後の未出走引退 出走後の能力喪失引退

愛馬の競走生活における危険負担を考慮し、2歳以降は競走馬保険に
加入いたします。死亡補償のほか、競走能力喪失や傷病により未出
走となるリスクが特約により補償されます。

●1歳末までの危険負担（競走馬保険加入前）
1歳末までに傷病などで競走用馬ファンドとしての運用を断念す
ると判断した場合は、お支払いいただいた競走馬出資金を全額返
金いたします。
※ 保険料出資金を事前にお支払いいただいた場合も全額返金いたします。

●競走馬保険の加入
競走馬は事故、疾病に備えて、2歳1月1日より競走馬保険に加入
いたします。死亡及び競走能力喪失・傷病に起因した未出走引退
などのリスクに対してはこの競走馬保険でカバーします。
競走中やJRA施設内での調教中の事故や疾病に対しては、JRAの事故
見舞金規程により症例の程度によって定められた金額が支給されます。
一方でこの事故見舞金では補えない、牧場育成時においての競走
能力喪失による引退、傷害又は疾病での未出走引退に対しての補
償も対応できる内容になっております。

●競走馬保険の補償内容
［死亡保険金］
① 競走馬の死亡（傷病を起因とする死亡または指定獣医師の認定
に基づく安楽死措置）

→保険加入額の100％給付

［見舞金給付特約］
②未入厩馬が競走能力喪失と診断を受けた場合
（JRA馬主相互会からの事故見舞金［能力喪失に係る3号・4号の
見舞金］交付要件に該当しない場合に適用）
→保険加入額の50％給付

③ 出走馬・未出走馬（入厩済）に関わらず、競走能力喪失と診断を
受けた場合

→保険加入額の20％給付

④ 傷害又は疾病が原因となり競走に一度も出走できないこと（未
出走）が確定した場合

→保険加入額の20％給付

⑤ 「手術費用特約」傷病により全身麻酔を伴う所定の外科手術が
実施された場合

→ 保険加入額の3％を限度として、手術当日に要した費用相当を
給付

※ JRA施設内で手術し、JRA馬主相互会から診療費補助金が給付される場
合、診療費補助金相当額を差し引いた費用が特約の対象

⑥「屈腱炎見舞金特約」初めて屈腱炎と診断された場合
→50万円を限度として、保険加入額の5％を給付
※ 中央入厩馬だけではなく、地方入厩馬につきましても、上記①〜⑥に
準じて取り扱われます。
※ ①②③④は重複して給付されることはありません。事故内容に応じて
いずれか1つが給付となります。

❹障害競走に出走する場合
当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日（障害競走中
に起因した事故により、レース翌日以降に保険金支払対象となる
場合を含む）において死亡した場合には、当該出資馬の保険加入
額に関わらず、保険給付限度額は200万円に変更となります。

❺平地の重賞競走に勝利した場合
当該出資馬が2歳のGⅠ・JpnⅠ競走、もしくは3歳以上の馬齢にお
いてGⅠ〜GⅢの平地重賞競走（いずれも新設もしくは条件変更な
どの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、
国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国におけるG格付けの海
外競走、及び地方競馬指定交流競走（G格付け及びJpn格に限る）
を含むが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除く）に
優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の
100％を保険加入額とします。これに伴い発生した保険料の追徴
分は月々の出資と分配（ご請求明細書）にてご案内の上、ご負担
いただくことになります。

❻その他
保険契約の詳細はクラブが保険会社と締結した約款によるものと
します。
＊ 匿名組合契約であることから、死亡保険金、競走能力喪失見舞金等を
含め、分配時に利益分配額が発生した場合、源泉所得税の対象となり
ます。
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クラブポイント制度競走用馬ファンドの仕組み

◎ 顧客（会員）は、愛馬会法人が別途交付する『2018 CARROT 
CLUB 1歳馬募集のご案内（募集馬カタログ）』記載のうちから
競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分
配を受けます。当該出資馬は愛馬会法人より、JRA（日本中央競
馬会）及びNAR（地方競馬全国協会）に馬主登録のあるクラブ
法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払
う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱
われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等
はすべて分配金（利益若しくは出資金の返還）として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく
引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成
績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあり
ます。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証がさ
れているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎ 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に
基づいており、匿名組合営業者（「愛馬会法人」及び「クラブ
法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます）の報酬は、
当該出資馬が獲得した賞金の3％です（事故見舞金等並びに賞
金に係わる諸手当のうち特別出走手当に対しては、営業者の報
酬はいただきません。また、賞品売却時の事務経費として、
21,600円（税込）及び、競走馬の引退に際しては、サラブレッ
ドオークションにて売却する場合に売却代金から控除される手
数料5％の内の1％相当額、競走馬・種牡馬として売却する場
合〔種牡馬賃貸契約を含む〕には純利益金が500万円を超える
場合、累進計算により段階的に10％〜40％を営業者の報酬と
していただきます）。会員の出資としましては、競走馬の代金
に相当する競走用馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当
額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限
とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供牧場
が募集出資額の10％相当額で買い戻す特約があります（死亡
や競走能力喪失の場合及び地方入厩予定馬の場合は別に規定）。
当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。

◎ 本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運
用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃
用となった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払
方法（一括払い・分割払い）にかかわらず、募集価格全額の競

走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始
期日前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなく
なった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入
済みの出資金は会員あてに返還されます。

◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6（書面による解除）
の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度
（契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除）はあり
ません（ただし、愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除
く）。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約
がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、
会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消
滅します。

◎ 会員は当該出資馬の権利義務（商品投資受益権や維持費出資義
務等）を第三者に譲渡・移転できません。また、当該出資馬に
関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行
うことができません。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が
内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店にお
いて縦覧することができます。

◎ 本商品投資契約の詳細につきましては、本書面掲載の会員規約
に記載しています。また、競走用馬の血統並びに飼養管理に係
わる繋養先につきましては、『2018 CARROT CLUB 1歳馬募
集のご案内（募集馬カタログ）』に記載しています。両書面を
よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の
特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

◎ 本書面掲載の会員規約は、金融商品取引法第37条3に規定する
『契約締結前の交付書面』並びに同法第37条4に規定する『契
約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて
当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面を
保管ください。出資申込みの方法と契約の締結につきましては、
電話（口頭）あるいはインターネットによる出資申込みと同時
に出資契約が成立する方法が基本となりますが、別途指定期間
内に専用出資申込書を顧客が愛馬会法人に郵送し、抽選等を経
て出資馬が確定すると同時に出資契約が成立する方法を設けて
います。いずれの場合においても、出資契約成立後に愛馬会法
人は、『契約締結時の交付書面』として出資会員の方に出資内
容確認書を郵送通知し、この通知日をもって契約締結を確認す
ることとします。

競走用馬ファンドを正しくご理解いただくために、お申込みの前にお読みください。

会　員

愛馬会法人
㈱キャロットクラブ

クラブ法人
㈲キャロットファーム

金銭出資
（匿名組合契約）

競走馬の現物出資
（匿名組合契約）

募　集

株式会社　キャロットクラブ
東京都中央区銀座4丁目14番6号
代表取締役会長　手嶋　龍一
登録番号　関東財務局長（金商）　第1583号

愛馬会法人
有限会社　キャロットファーム
東京都中央区銀座4丁目14番6号
代表取締役社長　髙橋　二次矢
登録番号　関東財務局長（金商）　第1584号

クラブ法人

［ご注意点］競走用馬ファンドのリスク等特徴について
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優勝賞品の提供

クラブ所属馬が獲得した優勝賞品は、受賞馬の出資会員のうち希望者1名様に購入していただき、その売却代金は出資会員に出資口
数に応じて分配いたします。対象となる優勝賞品は、日本国内の競走で得た10万円を超える純金メダル、金製品などいわゆる主催者
賞品となり、海外競馬で優勝した際の賞品・寄贈賞品（カップ・レイ等）など、および日本国内で優勝した際の10万円以下の比較的
安価な純金メダル、優勝馬のレイ、冠スポンサーからの寄贈賞品、参加賞、盾、賞状、および優勝DVDなどは除かれます。なお、重
賞競走のカップ等について、生産者等から記念品として買い取りの申し出があった場合は、優先して売却させていただき、売却代金
は出資会員に分配いたします。また、地方交流重賞ではJRA賞品（金製品）が交付されます。

重賞で生産者等が希望した場合
市中時価（最低額はJRA購買価格の6割）
にて生産者等に売却します

（最低額はJRA購買価格の6割）

出
資
口
数
に
応
じ
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配

＊
控
除
さ
れ
る
の
は
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ラ
ブ
法
人
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　事
務
経
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込
）で
す
。

＊賞品の購入は取り消しができません
＊希望者が複数の場合は抽選となります

クラブ法人が市中（金製品取扱専門商社）
にて売却、換価します。

購入者が不在の場合

出資者（1名様）がご購入

市中時価

市中時価

金製品

純金メダル 受
賞
馬
の
出
資
者

の
皆
様
か
ら

購
入
希
望
者
を

募
り
ま
す

優勝賞品が授与されるレースは、重賞・特別競走および一般競走となります（2018年度実績）。

※金製品以外の宝飾品等の優勝賞品は、ここ数年交付されておりませんが、交付された際はJRA購買価格の５割で購買希望者
　を募り、不在の場合はクラブ法人帰属とし、それを顧客に公開します。

賞品の購入者募集と分配について

クラブ所属馬の引退・運用終了に際して、これを売却するケースがありますが、その売却方法としてネットオークションの活用もそ
の選択肢となります。このネットオークションによる売却は、引退馬を楽天競馬サイトの「サラブレッドオークション」（主催者：
サラブレッドオークション事務局）に上場することによって実施いたします。引退馬がこのネットオークションで落札された場合、
売却代金から売却申込料・売却手数料・銀行振込手数料・クラブ法人の営業者報酬（500万円を超える金額で売却できた場合に該当）
を差し引いた残額から消費税を控除した金額が、出資会員様への運用終了（引退）精算分配の対象となります。なお、ネットオークショ
ンを用いず競走馬として売却する場合、有償無償にて種牡馬もしくは乗馬に転用する場合など、ネットオークションの対象外とする
場合がありますので、予めご了承ください。
※�牝馬につきましては、原則的に提供牧場が募集価格の10％相当額で買戻したあと、繁殖の用に供さない等の理由でこのオークションに上場す
ることがあります（分配対象とはなりません）。

引退時のネットオークションの活用

これまでの売却による営業者報酬は種牡馬として売却する場合の40％でしたが、新たに競走馬として売却する場合（サラブレッド
オークションによる売却を含む）においても、営業者報酬の対象といたします。500万円を超える売買純利益を得る場合、累進計算
による算定表に従って、金額に応じ段階的に10％から40％の手数料に設定しました。詳細につきましては、別冊『出資と分配の方
法および会員規約』の9〜10ページに案内がございます。会員規約【14．（2）】とあわせてよくお読みください。

競走馬・種牡馬売却等における営業者報酬（クラブ法人・愛馬会法人の手数料）について会員規約を改定します（2018年度募集馬より適用）

クラブポイント制度

このクラブポイントは、競走馬出資金の実際のお支払い額に応じて会員様に付与されるポイントで、次回以降の新規出資の際に、こ
のポイント相当額を競走馬出資金に充当できるというものです。ポイント付与率は1頭ごとの「実際にお支払いいただく競走馬代金」
の5％で、1ポイント未満は切り捨てます。このポイントは「1ポイント＝1円」換算でご利用できます。ここで言う「実際にお支払
いいただく競走馬代金」とは、1口の募集価格から、一括払いの場合は定められた2％の割引分を差し引き、またすでにお持ちのクラ
ブポイントの充当分を差し引いた、最終的にお支払いしていただく額を指します。分割払いの場合は、毎月のお支払い額に対して都
度5％のポイントが付与されます。

［ご注意点］
●��このポイントは原則として明細発行月の16日（ご出資いただいた競走馬代金のご請求月の16日）から有効となります。ご出資後、
すぐに有効となる訳ではありませんのでご注意ください。ポイントの残高は毎月のご請求明細書に記載します。

●�有効なクラブポイントは新規ご出資の際に、自動的に充当させていただきます。また、複数の馬に同時にお申込みの場合は、クラ
ブポイントを各募集価格に応じ按分して充当させていただきます。
※詳細につきましては、別冊『出資と分配の方法および会員規約』をご覧ください。

ポイント付与対象額の計算の仕方

募集
価格

ポイント
付与
対象額

－ ＝
12月末申込までの
一括払い2％割引額

クラブポイント

左記のポイント付与対象額の5％
※小数点以下は切り捨て

付与されるクラブポイント 1ポイント＝1円
換算にて次回以降の競走馬出資金に充当できます
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海外遠征

〜Past Results〜

2005年、米国・ハリウッドパーク競馬場で行われた米G1・アメリカンオークスを、4角先頭の堂々たる競馬で制したシーザリオ。こ
の歴史的勝利を皮切りにこれまで、キャロットクラブ所属馬は、海外の様々な競走へ果敢に挑み、そして躍動してきました。所属馬
が駆けた競馬場は実に6か国8場にも及び、その結果、冒頭のシーザリオをはじめ、ハットトリック（香G1・香港マイル）、リアルイ
ンパクト（豪G1・ジョージライダーS）、クリソライト（韓G1・コリアC）、ネオリアリズム（香G1・クイーンエリザベスⅡ世C）が、
その名を競馬史に刻む偉業を成し遂げました。ポテンシャルを秘める所属馬が目指す先は、世界有数の高い賞金水準を誇る日本の競
馬であり、とりわけ日本ダービーをはじめとする国内最高峰の競走であることに今も違いありません。その一方、近年は高額賞金が
設定される競走が世界各国でその数を増しており、また、競馬主催者による違いこそあれ、費用的負担を軽減させる招待・補助金制
度が創設されるなど、遠征におけるリスクを減少させられ得る競走も増えてきました。そのような状況下、さらなる可能性を追求し、
より輝ける場を与えるべく、そして何よりご出資されている会員の皆様の満足度を向上させることを念頭に、キャロットクラブは遠
征により生じるリスクも鑑みたうえで、今後も積極的に海外遠征を敢行し、所属馬をより高みへと押し上げていきたく考えています。
ぜひとも趣旨をご理解いただき、この壮大なプランにご参加いただける方のお越しをお待ちしております。

2005 American Oaks ─Hollywood Park RC─
Cesario（by Special Week）

2016 Korea Cup ─Seoul RC─
Chrysolite（by Gold Allure）

2005 Hong Kong Mile ─Sha Tin RC─
Hat Trick（by Sunday Silence）

2017 Queen ElizabethⅡ Cup ─Sha Tin RC─
Neorealism（by Neo Universe）

2015 George Ryder Stakes ─Rosehill Gardens RC─
Real Impact（by Deep Impact）
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◎公式携帯・スマホサイト
【携帯】http://carrotclub.net/mob/
【スマホ】https://carrotclub.net/sp/
公式ホームページと同様、所属馬の近況
等をご覧いただけます。資料請求や各種
変更・出資申込も携帯電話やスマートフォ
ンから行うことができ、大変便利です。

◎会報誌「エクリプス」（月刊）
募集馬情報や競馬コラムなど、幅広い情
報を美しい写真とともにオールカラーで
お伝えしています。また実使用ゼッケン
のプレゼントコーナーや皆様からのご投
稿など、より身近に感じていただけるよ
うな内容も盛りだくさんでお届けしてお
ります。

◎��各種動画配信サービス
クラブホームページにて募集馬、北海道
の牧場およびNF天栄・NFしがらきに在厩
している現役馬、そしてクラブ出身の牝
馬、その仔の成長を綴った動画を配信し
ており、大変ご好評をいただいております。
調教シーンや、馬房でくつろぐ愛馬の姿を
ご覧いただけます。

◎募集馬見学ツアー
ご出資前に募集馬を見学できるツアーを開催
し、多くの会員様にご参加いただいております。
（2018年は8月30日〜9月2日に実施予定）

キャロットクラブでは会員の皆様が輪を広げていただける機会を提供しております。

CLUB LIFE ご入会後は、楽しいクラブライフが待っています。

◎パーティー
会員の皆様とクラブ関係者との親睦パーティーを開
催します。年1回、関東・関西と交互の開催になり、
2018年は大阪にて総勢1000名もの方にご参加いた
だきました。2019年は東京での開催を予定してい
ます。クラブ所属馬を管理する調教師や騎手をはじ
め、マスコミで活躍している競馬サークル関係者な
ど、数多くの方にご参加いただいております。華や
かな雰囲気の中での立食パーティーとご歓談を、ぜ
ひお楽しみください。

クラブライフ

◎公式ホームページ
https://carrotclub.net/
募集馬情報やクラブ所属馬データをご覧
いただけます。出資可能口数のある募集
馬の近況や動画を月1〜2回更新してお
り、壁紙無料提供サービス（PC用・スマ
ホ用）もご利用いただけます。
会員専用ページでは、所属馬の近況、出
走予定や調教内容など愛馬に関する情報
を随時ご提供しております。出走した際の
レースコメントは、レース後に速報を、当
日夜に詳細を更新いたします。また優勝時
記念撮影（口取り）、オリジナルグッズなど
各種お申込みをホームページより承ります。

愛馬情報の提供

特集
POGでも

注目を集め
るキャロット

クラブ在籍
馬 2018

CARROT CLUB MEMBERS MONTHLY MAGAZINE

6June 2018 

エクリプス

特集
去勢について

CARROT CLUB MEMBERS MONTHLY MAGAZINE

7July 2018 

エクリプス

調教動画

Our Blood〜とびだせとねっ仔〜

No.

Member
,
s Card

Member
,
s Card

◎会員特典
会員証の提示により各種割引サービスの特典がございます。
☆宿泊施設代金割引（浅草・新宿・新潟・福島・札幌・函館）。
☆�ニッポンレンタカー新千歳空港営業所にてレンタカー代金割引。
☆�ノーザンホースパークの入場料免除、売店やレストランでの代金割引（一部割引対象外の商品もございます）。

特集
セレクトセール 2018

CARROT CLUB MEMBERS MONTHLY MAGAZINE8August 2018 

エクリプス
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愛馬命名証明書

クリソベリル号

Chrysoberyl
（募集馬名：クリソプレーズの16）

父：ゴールドアリュール
母：クリソプレーズ
母の父：エルコンドルパサー

性別：牡
毛色：鹿毛
生年月日：2016年2月10日

○○　▽▽　殿

あなたは上記記載馬名の命名者であることを証明いたします。

株式会社キャロットクラブ

◎愛馬の馬名を皆様から
毎年皆様からのご応募により、愛馬の馬名
を決定しています。ご自身が命名した愛馬が
ターフを駆け抜ける、そんな感動もお楽し
みいただけます。また名づけ親となりました
会員の方には、愛馬
命名書を写真ととも
に進呈しております。

◎愛馬が海外遠征する時は
愛馬が海外の重賞レースに出走する場合
には、観戦ツアーが組まれ、現地にて世
界に挑む姿を応援していただけます。

◎優勝賞品の提供
愛馬が優勝した際に
獲得した純金メダル
などの賞品を、出資
会員の中から希望者
を募り、売却いたし
ます。なお、売却代
金は当該馬の出資
会員に分配されま
す。

◎優勝記念祝賀会の開催
G1優勝の際には、出資会員、そして調
教師や騎手など愛馬に携わった関係者を
お招きし、優勝記念祝賀会を開催する場
合があります。

◎優勝記念グッズの制作・販売
愛馬が勝利した際には記念写真、クオカー
ドを販売します。また、重賞競走優勝の際
には、数量限定クオカード等のオリジナル
グッズの販売も行います。

◎�優勝時記念撮影（口取り）へ
のご参加

愛馬が優勝した際、事前にお申込みいた
だいた出資会員の方を通常時10名、重
賞時20名を上限とし、ウイナーズサーク
ルでの記念撮影にご参加いただけます。

◎牧場での愛馬見学
北海道や本州の
育成牧場在厩時
には、近くで愛
馬をご見学いた
だけます。競馬
場では見ること
のできないリラ
ックスした愛馬
の姿をご覧くだ
さい。

◎愛馬写真プレゼント
愛馬優勝時には、優勝記念品としてゴー
ル前写真（キャビネサイズ）を、愛馬デビ
ュー時には近況写真を、出資会員にプレ
ゼントいたします。

◎�カレンダー・
　競馬番組表の
　お届け

充実の会員サービス

◎優勝Vサイン写真プレゼント
愛馬が優勝した際、レース着用ゼッケン
を囲んで記念撮影を行います。ご参加頂
いた方全員に、愛馬写真とともに集合写
真をプレゼントいたします。

◎G1優勝馬「引退記念品」の制作
G1（JPN1）優勝馬が引退した際に写真
集等の記念品を制作し、出資会員にプレ
ゼントいたします。

◎馬主席へご招待
ゆったりくつろぎながら愛馬が駆ける姿を
お楽しみいただけるよう、東京競馬場、
中山競馬場、函館競馬場の馬主席へご招
待いたします。
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主な活躍馬

Rey de Oro
レイデオロ

Lys Gracieux
リスグラシュー

Maitres d'Art
メートルダール

Neorealism
ネオリアリズム

Chrysolite
クリソライト

Moonquake
ムーンクエイク

Rouge Buck
ルージュバック
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Epiphaneia エピファネイア Real Impact リアルインパクト Marialite マリアライト

Sinhalite シンハライト Harp Star ハープスター Leontes リオンディーズ

Alfredo アルフレード

Blumenblatt ブルーメンブラット

Cesario シーザリオ Hat Trick ハットトリック

Tall Poppy トールポピー Alondite アロンダイト

Aventura アヴェンチュラ Gold Blitz ゴルトブリッツ
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27

牡・黒鹿
１/20

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Halo

*サンデーサイレンス Wishing Well
ダイワメジャー

�
�
*ノーザンテースト

栗 2001 スカーレットブーケ *スカーレットインク

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
ラドラーダ

�
�
Seeking the Gold

青鹿 2006 *レディブロンド *ウインドインハーヘア（2）

*シンボリクリスエス Symboli Kris S は米国産，年度代表馬（２回），８勝，
天皇賞・秋-JPN1（２回），有馬記念-JPN1（２回）。主な産駒：エピファネイア（ジ
ャパンＣ-G1），ルヴァンスレーヴ（ジャパンダートダービー-JPN1）。【ＢＭＳ：主な
産駒】レイデオロ（ダービー-G1），アドミラブル（青葉賞-G2，ダービー-G1３
着），ミスパンテール（阪神牝馬Ｓ-G2），シングウィズジョイ（フローラＳ-G2）

母ラドラーダ（06 *シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ（芝1600ｍ）［勝ち距
離1400ｍ～1600ｍ］。産駒
ティソーナ（13 騸 黒鹿ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ-OP（芝1400

ｍ），国立特別（芝1400ｍ），�
レイデオロ（14 牡 鹿 キングカメハメハ）最優秀３歳牡馬，５勝，ダービ

ー-G1（芝2400ｍ），神戸新聞杯-G2（芝2400ｍ），ホープフルＳ-G2
（芝2000ｍ），葉牡丹賞（芝2000ｍ），ジャパンＣ-G1２着，京都記念
-G2３着，皐月賞-G1５着，UAE入着，ドバイシーマクラシック-G1
４着，�

レイエンダ（15 牡 黒鹿 キングカメハメハ）３勝，松前特別（芝2000ｍ），
夏木立賞（芝2000ｍ），�

ソルドラード（16 牡 鹿ロードカナロア）入着，�
祖母 *レディブロンド（98 Seeking the Gold）米国産，５勝，セプテンバーＳ，
ＴＶｈ賞，長万部特別，ＴＶｈ杯，下北半島特別，スプリンターズＳ
-JPN1４着。産駒
ゴルトブリッツ（牡スペシャルウィーク）北海道�２勝，中央・岩手・南関

東�８勝，帝王賞-JPN1，アンタレスＳ-G3（２回），マーキュリーＣ
-JPN3，仁川Ｓ-OP，門司Ｓ，東海Ｓ-G2５着

ガールオンファイア（牝アグネスタキオン）不出走。産駒
アグニシャイン（牡 *ハービンジャー）１勝，�

曽祖母 *ウインドインハーヘア Wind in Her Hair（91 Alzao）愛国産，英独
３勝，アラル ポカル-G1，Pretty Polly S-L，Fillies Trial S-L，英オークス
-G1２着，ヨークシャーオークス-G1３着。産駒
ディープインパクト：年度代表馬（２回），最優秀３歳牡馬，最優秀古牡

馬，12勝，ジャパンＣ-G1，宝塚記念-G1，ダービー-JPN1，皐月賞
-JPN1，菊花賞-JPN1。総合・２歳チャンピオンサイアー

*ヴェイルオブアヴァロン Veil of Avalon：英・北米７勝，デ ラローズＨ
-G3，ギャラクシーＳ-G2３着，ジャストアゲイムＢＣＨ-G3３着

ブラックタイド：３勝，スプリングＳ-JPN2，若駒Ｓ-OP，きさらぎ賞-JPN3
２着，中山金杯-G3３着。種牡馬
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ハーツクライ
鹿 2001

＊サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿 1986

Halo
Hail to Reason

Cosmah

Wishing Well
Understanding

Mountain Flower

アイリッシュダンス
鹿 1990

＊トニービン
＊カンパラ

Severn Bridge

牡・青鹿毛
2017年5月6日生

＊ビューパーダンス
Lyphard

My Bupers

キャンディストライプス
Candy Stripes
栗 1982

Blushing Groom
Red God

Runaway Bride

＊クルソラ
Cursora
栗 2002

＊バブルカンパニー
Lyphard

Prodice

カロリカ
Calorica
鹿 1995

Ahmad
Good Manners

Azyade

Canchera
Pepenador

Cargada

Lyphard 4S×4D

血統表14 クルソラの17

4代血統表・ブラックタイプの見方

●�上段が父系、下段が母系となります。
●�5代までにクロス（同一の馬がいること）が発生している場合
は血統表下部に表記しております。

中央：重賞競走の勝馬。
地方：�ダートグレード（以下DG）競走の勝馬。DG競走導入（1997

年4月）以前の南関東重賞、および東海三大競走（東海ダー
ビー、東海菊花賞、東海桜花賞）、およびその他の地区の主要
競走（1着賞金3000万円以上）の勝馬。

海外：�国際G1・2・3および加ローカルGレース（G制度導入以前の
これらに準ずる競走も含む）の勝馬

レイデオロ …�①

中央：�オープン特別競走（1984年以降の平地）の勝馬。重賞競走の2・
3着馬。

地方：�DG競走2・3着馬。上記以外の主要競走（1着賞金1000万円
以上）の勝馬。

海外：�国際G1・2・3および加ローカルGレース（同上）の2〜4着馬。
　　　�パートⅠ国の主要競走（International�Cataloguing�Standards�

Book掲載のL/LRレースと、それに準ずる北米ステークス）の
勝馬。

レイデオロ …�②

中央：�特別競走の勝馬。オープン特別競走の2・3着馬。重賞競走の4・
5着馬。

　　　平地4勝以上の馬。障害3勝以上の馬。

地方：�DG競走4・5着馬。DG競走導入以前の南関東重賞および東
海三大競走の2・3着馬。その他の地区の主要競走（1着賞金
3000万円以上）の2・3着馬。

　　　前記以外の一般重賞競走の勝馬。

海外：�パートⅠ国の主要競走の2・3着馬。その他の国の主要競走の
勝馬。

レイデオロ …�③

その他の馬。

レイデオロ …�④

4代血統表
競馬はブラッドスポーツと呼ばれるように、その競走馬がもつ血統
はその馬が内包する能力を測る上で非常に重要視されています。
キャロットクラブでは募集馬が持ち合わせるその血統を4代前まで
遡り、紹介しております。

ブラックタイプ
母系を把握していただくためにブラックタイプ方式を採用しております（競走成績は2018年8月5日まで反映）。
これは母、祖母、曽祖母、4代母…と母系を紐解き、その近親（子孫）にどのような馬がいたか、その馬がどのような活躍を遂げた
かを見やすく表にしたものです。
これは馬名の書体によって、以下のように区分されます。ここではクラブ所属馬レイデオロ号の馬名を使って説明いたします。丸囲
み番号は以下に掲載いたしましたブラックタイプと同じ書体であることを示しています。

※1　日本への輸入馬であることを示しています。

※2　�この場合、4代目（父系＝S）と4代目（母系＝
D）にLyphardのクロスが生じていることを
示しています。

記号の説明
〈レース記号〉
「-G1�-G2�-G3」………国内外の国際格付を得た競走（国際Gレース）
「-JPN1�-JPN2�-JPN3」…�国内（中央・地方）の国際格付を得ていない

平地Gレース
「-CAN1�-CAN2�-CAN3」…カナダのローカルGレース（1978〜98年）
「-L」……………………パートⅠ国の主要競走（L/LRレース）
「-OP」…………………国内（中央）の平地オープン特別競走
〈その他の記号〉
現：�成績の後に現のついている馬は、�
国内現役馬であることを示しています� …………………… �⑤

交：�中央と地方との交流競走における成績を示しています。�… �⑥

③

⑤

④

⑥

②

①


