
２０１9年度 会員募集スケジュール

●本リストは７月１日現在のもので、馬の健康状態等により、募集開始までに変更となる
　場合があることをご了承ください。
●募集確定馬一覧（募集価格記載）は８月度の「出資と分配（ご請求明細書）」に同封の上、
　ご案内させていただく予定です。
●所属（中央or地方）については、募集確定馬一覧にてご案内させていただきます。
●提供牧場の＊はセリでの落札馬となり、生産牧場を表示しています。

８月度の「出資と分配（ご請求明細書）」に同封の上、募集確定馬リストを送付　
（夕刻） クラブホームページにて２０１9年度募集馬カタログＰＤＦ版とＤＶＤ収録動画を公開　
募集馬カタログ、募集馬ＤＶＤをヤマト運輸のネコポス（翌々日配達地域）＊1、および宅配便（希望者）にて発送　
募集馬カタログ、募集馬ＤＶＤをヤマト運輸のネコポスにて発送（翌日配達地域）＊1

（夕刻） クラブホームページにて測尺・予定育成牧場一覧表を公開　
お手元に募集馬カタログ、募集馬ＤＶＤ到着
（夕刻） ホームページメッセージ機能にてネコポス、および宅配便追跡番号をご案内
（夕刻） ホームページメッセージ機能にて最優先当落実績、遅延歴の有無のご案内　
北海道募集馬見学ツアー＜日帰りコース＞　
北海道募集馬見学ツアー＜日帰りコース＞
（9：30） ２０１9年度第１次募集開始　
北海道募集馬見学ツアー＜一泊二日コース＞　
（18:00頃） 第1次募集お申込み状況の中間発表　
（必着） 第1次募集郵便申込み締切　
（夕刻） 募集馬見学ツアー周回展示動画公開　　
（17:30） 第１次募集インターネット申込み締切　
（夕刻） 第１次募集結果通知発送、ホームページメッセージ機能にて結果通知　
（インターネット・電話：正午～）
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の優先出資受付（１．５次募集）　
（インターネット・電話：～正午）
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の優先出資受付（１．５次募集）　
（夕刻） 1.5次募集結果通知発送、ホームページメッセージ機能にて結果通知　
（正午～） 第２次募集インターネット申込み開始　
（9:30） 第２次募集電話申込み開始

・配送方法や配送先に関わらず、送料はクラブが負担いたします。（海外居住の方は従来どおりエアメール等での配送となります）
・配達日時の指定はできません。
・宅配便配送の申込み完了後は、ネコポスへの変更はできません。　
※カタログ送達日の地域差をなくすため、段階的発送を実施いたします。 
　また、個々のカタログ送達状況をご確認いただけるよう、追跡番号をお知らせいたします。
　＊1…翌々日配達地域とは「北海道・青森県・岩手県・秋田県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・四国４県・九州７県・沖縄県」を指します。翌日配達地

域とは列記したそれ以外の都府県を指します。 　
※ネコポス、および宅配便は郵便と違い転送ができません。カタログの未着を防ぐため、すでに転居をされた、あるいはカタログ送達時期に転居を予定されてい
る方は、８月9日（金）正午までにクラブホームページ・メンバーズルームに設置の諸変更受付もしくはお電話にてお申し出ください。期日までにお申し出の無い場
合、送達に遅延が生じますこと、予めご了承ください。　
※ネコポスの場合、カタログはポスト投函での送達となります。ポスト（郵便受け）にクラブに登録された名前（月々のご請求明細書に記載の名前）とは違う名前の表
札がかかっている場合、表札・名前が出ていない場合、集合住宅にお住まいの方で建物名、部屋番号をはぶいた住所表記でクラブに登録している場合、ポストに
郵便物が溜まるなど、投函する余地がない場合は配送されない場合がございます。 
　送達予定日までにポストの状態やご登録内容をご確認いただき、スムーズな送達にご協力いただきますようお願いいたします。　
※第１次募集郵便申込は９月11日（水）必着（消印ではありません）となり、期日を過ぎての申込書クラブ到着となった場合は第２次募集でのお取扱いとなります。
　カタログに同封の返信用封筒は通常の郵便とは異なり、クラブ到着までに１週間程度かかるケースもございますので、インターネット申込み、もしくは着日時の指定
ができる発送手段等をご利用いただくことをお勧めいたします。　
※上記スケジュールは７月1日現在の予定であり、変更となることもございます。募集詳細につきましては８月末にお届けする募集馬カタログ、もしくは適時行うホー
ムページインフォメーションをご確認ください。

〈2019年度 募集馬カタログの配送方法について〉
　2019年度募集馬カタログは、原則的にヤマト運輸ネコポスで発送いたしますが、ご希望の会員様（国内在住）に限り、宅配便での
配送を承ります。
　ご希望の方は、８月7日（水）正午～８月１3日（火）正午に、クラブホームページ・メンバーズルームに設置の専用フォームよりお
申込みください。
　ネコポスはカタログ配送時にご不在でもポスト投函されますが、宅配便は判取り受取のため、ご不在の場合はヤマト運輸営業
店に持ち戻りとなります。募集馬カタログは８月２3日（金）の指定日送達を予定しておりますので、当日の受取り状況を踏まえた
上で配送方法をご選択ください。
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２０１9年度 募集予定馬一覧（2019年7月1日現在）

２０１9年度募集予定馬87頭のラインナップを以下のとおり、お知らせいたします。

No. 産駒名 毛色 生月日性父 母の父 提供牧場 No. 産駒名 毛色 生月日性父 母の父 提供牧場

 1 ヒストリックスターの18 ディープインパクト ファルブラヴ 牡 鹿 3月21日 ノーザンＦ

 2 ポロンナルワの18 ディープインパクト Rahy 牡 鹿 4月10日 ノーザンＦ

 3 ヴィアンローズの18 ディープインパクト Sevres Rose 牡 鹿 5月4日 ノーザンＦ

 4 オーサムフェザーの18 ディープインパクト Awesome of Course メス 鹿 1月18日 ノーザンＦ

 5 ウイングステルスの18 ディープインパクト Hawk Wing メス 鹿 3月9日 ノーザンＦ

 6 ラドラーダの18 キングカメハメハ シンボリクリスエス 牡 黒鹿 2月5日 ノーザンＦ

 7 アヴェンチュラの18 キングカメハメハ ジャングルポケット 牡 黒鹿 2月23日 ノーザンＦ

 8 アディクティドの18 キングカメハメハ ディクタット 牡 鹿 4月12日 ノーザンＦ

 9 シシリアンブリーズの18 キングカメハメハ ゼンノロブロイ メス 栗 3月3日 ノーザンＦ

 10 サンブルエミューズの18 キングカメハメハ ダイワメジャー メス 鹿 3月16日 ノーザンＦ

 11 クルミナルの18 キングカメハメハ ディープインパクト メス 黒鹿 3月31日 ノーザンＦ

 12 リリサイドの18 ハーツクライ American Post 牡 鹿 1月17日 ノーザンＦ

 13 カニョットの18 ハーツクライ Sunray Spirit メス 鹿 3月2日 ノーザンＦ

 14 シェアザストーリーの18 ハーツクライ コマンダーインチーフ メス 黒鹿 4月22日 ノーザンＦ

 15 アゼリの18 ハーツクライ ジェイドハンター メス 黒鹿 6月4日 ノーザンＦ

 16 バイラオーラの18 ロードカナロア トワイニング 牡 鹿 2月7日 ノーザンＦ

 17 ディアデラノビアの18 ロードカナロア サンデーサイレンス 牡 鹿 3月11日 ノーザンＦ

 18 シユーマの18 ロードカナロア Medicean 牡 鹿 4月25日 ノーザンＦ

 19 バウンスシャッセの18 ロードカナロア ゼンノロブロイ メス 鹿 2月9日 ノーザンＦ

 20 フロアクラフトの18 ロードカナロア フジキセキ メス 鹿 4月11日 ノーザンＦ

 21 フェルミオンの18 ロードカナロア アグネスタキオン メス 鹿 4月28日 ノーザンＦ

 22 エルミラドールの18 ロードカナロア ジャングルポケット メス 鹿 5月2日 ノーザンＦ

 23 ピューリティーの18 オルフェーヴル パントレセレブル 牡 栗 4月10日 ノーザンＦ

 24 フィールザレースの18 オルフェーヴル Orpen メス 鹿 1月21日 ノーザンＦ

 25 ジュエルトウショウの18 オルフェーヴル アグネスタキオン メス 鹿 4月15日 ノーザンＦ

 26 マリアライトの18 エピファネイア ディープインパクト 牡 黒鹿 1月19日 ノーザンＦ

 27 ペルレンケッテの18 エピファネイア ディープインパクト 牡 鹿 1月27日 ノーザンＦ

 28 カイゼリンの18 エピファネイア アドマイヤベガ 牡 青鹿 2月1日 ノーザンＦ

 29 ケイティーズハートの18 エピファネイア ハーツクライ 牡 鹿 3月10日 ノーザンＦ

 30 ローズノーブルの18 エピファネイア ディープインパクト 牡 黒鹿 3月29日 ノーザンＦ

 31 ヴァイスゴルトの18 エピファネイア ダンスインザダーク 牡 栗 5月16日 白老Ｆ

 32 ディアデラマドレの18 エピファネイア キングカメハメハ メス 鹿 1月29日 ノーザンＦ

 33 ボンジュールココロの18 エピファネイア リンカーン メス 青鹿 4月23日 ノーザンＦ

 34 ケルシャンスの18 ドゥラメンテ Dubawi 牡 黒鹿 2月28日 ノーザンＦ

 35 ヴィートマルシェの18 ドゥラメンテ フレンチデピュティ 牡 黒鹿 3月19日 ノーザンＦ

 36 アートプリンセスの18 ドゥラメンテ Officer 牡 栗 3月23日 ノーザンＦ

 37 ヒルダズパッションの18 ドゥラメンテ Canadian Frontier メス 鹿 1月28日 ノーザンＦ

 38 グランデアモーレの18 ドゥラメンテ ネオユニヴァース メス 芦 2月16日 ノーザンＦ

 39 アルビアーノの18 ドゥラメンテ Harlan’s Holiday メス 鹿 3月29日 ノーザンＦ

 40 シンハライトの18 モーリス ディープインパクト 牡 青鹿 1月21日 ノーザンＦ

 41 スパニッシュクイーンの18 モーリス Tribal Rule 牡 栗 1月24日 追分Ｆ

 42 ブルーメンブラットの18 モーリス アドマイヤベガ 牡 青 4月8日 ノーザンＦ

 43 シーザリオの18 モーリス スペシャルウィーク 牡 鹿 4月28日 ノーザンＦ

 44 リラヴァティの18 モーリス ゼンノロブロイ メス 鹿 2月6日 ノーザンＦ

 45 ピュアブリーゼの18 モーリス Monsun メス 黒鹿 2月8日 ノーザンＦ

 46 ジュモーの18 モーリス タニノギムレット メス 黒鹿 3月26日 ノーザンＦ

 47 イストワールの18 ルーラーシップ サンデーサイレンス 牡 鹿 1月29日 ノーザンＦ

 48 ラフォルジュルネの18 ルーラーシップ スペシャルウィーク メス 鹿 2月9日 白老Ｆ

 49 ヴィータアレグリアの18 ルーラーシップ ネオユニヴァース メス 鹿 3月15日 ノーザンＦ

 50 ローガンサファイアの18 ルーラーシップ ダイワメジャー メス 鹿 4月29日 ノーザンＦ

 51 ツィンクルヴェールの18 ルーラーシップ サンデーサイレンス メス 芦 5月6日 ノーザンＦ

 52 マルティンスタークの18 ミッキーアイル シンボリクリスエス 牡 黒鹿 3月31日 ノーザンＦ

 53 エンシェントヒルの18 ミッキーアイル エンドスウィープ 牡 鹿 6月8日 ノーザンＦ

 54 オリエンタルポピーの18 ミッキーアイル キングカメハメハ メス 鹿 3月25日 ノーザンＦ

 55 フォルテピアノの18 ミッキーアイル フレンチデピュティ メス 黒鹿 4月17日 ノーザンＦ

 56 エカルラートの18 ハービンジャー ハーツクライ 牡 鹿 3月7日 ノーザンＦ

 57 アンレールの18 ハービンジャー ディープインパクト 牡 鹿 3月14日 ノーザンＦ

 58 チアズメッセージの18 ハービンジャー サンデーサイレンス 牡 栗 4月27日 ノーザンＦ

 59 ムーングロウの18 ダイワメジャー Nayef 牡 鹿 4月4日 ノーザンＦ

 60 イグジビットワンの18 ダイワメジャー Silver Hawk メス 鹿 3月22日 ノーザンＦ

 61 ユールフェストの18 ダイワメジャー More Than Ready メス 鹿 4月14日 ノーザンＦ

 62 センシュアルドレスの18 スクリーンヒーロー アグネスタキオン 牡 青鹿 2月18日 社台Ｆ

 63 ロスヴァイセの18 スクリーンヒーロー シンボリクリスエス 牡 鹿 2月22日 ノーザンＦ

 64 プラチナブロンドの18 スクリーンヒーロー ジャングルポケット 牡 黒鹿 5月16日 ノーザンＦ

 65 プロミストスパークの18 アジアエクスプレス フジキセキ 牡 栗 4月6日 ノーザンＦ

 66 スペクトロライトの18 アジアエクスプレス ディープインパクト メス 栗 2月6日 ノーザンＦ

 67 マンドゥラの18 ブラックタイド Danehill Dancer 牡 青 2月9日 ノーザンＦ

 68 クルージンミジーの18 ブラックタイド Mizzen Mast 牡 芦 5月3日 ノーザンＦ

 69 ピエリーナの18 ヘニーヒューズ チチカステナンゴ 牡 芦 1月31日 ノーザンＦ

 70 リーチコンセンサスの18 ヘニーヒューズ フレンチデピュティ 牡 鹿 2月22日 ノーザンＦ

 71 ピュクシスの18 リオンディーズ シンボリクリスエス 牡 青 2月19日 ノーザンＦ

 72 ディアマイベイビーの18 リオンディーズ ディープインパクト メス 青鹿 5月21日 ノーザンＦ

 73 ビアンカシェボンの18 エイシンフラッシュ フジキセキ メス 青鹿 3月23日 *ノーザンＦ

 74 ビスクドールの18 カジノドライヴ サンデーサイレンス メス 栗 4月4日 ノーザンＦ

 75 ピンクアリエスの18 カレンブラックヒル キングカメハメハ 牡 鹿 4月7日 ノーザンＦ

 76 ヒカルアモーレの18 キズナ クロフネ 牡 芦 5月8日 ノーザンＦ

 77 アビラの18 ジャスタウェイ ロックオブジブラルタル メス 鹿 2月17日 ノーザンＦ

 78 メガクライトの18 ダンカーク アグネスタキオン 牡 栗 5月5日 ノーザンＦ

 79 ピースエンブレムの18 ディープブリランテ ウォーエンブレム メス 鹿 2月14日 ノーザンＦ

 80 カラベルラティーナの18 トゥザワールド クロフネ メス 鹿 3月6日 ノーザンＦ

 81 マイティースルーの18 ドリームジャーニー クロフネ メス 鹿 4月8日 ノーザンＦ

 82 カイカヨソウの18 ネオユニヴァース ティンバーカントリー メス 鹿 2月9日 ノーザンＦ

 83 コードネームの18 マクフィ サンデーサイレンス 牡 青鹿 5月19日 追分Ｆ

 84 シーズンズベストの18 リアルインパクト ゼンノロブロイ メス 鹿 4月11日 ノーザンＦ

 85 ヴェラブランカの18 ワールドエース クロフネ メス 鹿 5月3日 ノーザンＦ

 86 ○外ダンスウィズキトゥンの18 Air Force Blue Kitten’s Joy メス 黒鹿 2月6日 白老Ｆ

 87 パーリーアヴェニューの18 Kendargent Anabaa メス 黒鹿 3月29日 ノーザンＦ



▼抽選のフローチャート

　２０１9年度１歳馬募集を、本年は９月6日より開始させていただく運びとなりました。第１次募集における抽選方法につい
て、最優先希望馬の当落結果を次年度の抽選に反映させる、前年、または前々年の最優先希望馬落選者に、より高い確率
でご希望の最優先希望馬にご出資いただけるスタイルを継続し、また、より多くの方にご希望の最優先希望馬にご出資いた
だける環境を整えるべく、募集口数（中央馬４００口、地方馬１００口）を超えるお申込みがありました募集馬において、出資
可能口数の制限を設けさせていただきます。抽選方法、優先順位、各細目、お申込み方法等を７月、８月の２度に渡ってご案
内して参りますので、募集開始前にご確認いただければ幸いです。

Ⅰ．母馬出資者優先制度を行使できる方のお申込み総口数が２００口以下の場合
　　同制度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．母馬出資者優先制度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。

▼抽選制度のイメージ第１次募集における出資者決定方法のご案内

詳細は下記のフローチャートをご参照ください。

２０１9年度第１次募集概要

希望枠順位
高

高

前年度最優先当落による順位

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

※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制度を行使できません。
※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。

母馬優先
（200口） 最優先希望枠 一般出資枠

低

低

最優先希望枠に母馬優先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

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）

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

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

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

⑧最優先（過去１年間に２回以上の遅延歴あり）

⑤最優先　過去２年最優先落選

⑥最優先　前年最優先落選

⑦最優先　前年最優先当選・・・※

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）

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

※・・・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回以上の遅延歴のある方は
　母馬出資者優先制度を行使できません。

母馬優先枠（200口）

・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

８月度の出資と分配に同封予定の２０１9年度１歳馬募集確定リストでも、
再度詳細な説明をさせていただきますので、必ずご参照いただきますよう、お願い申し上げます。

　本抽選システムは、従前の抽選実績（最優先希望馬の当落）、お支払状況により毎年、会員様の優先順位が変わっていきます。また、優先
順位は右ページ上の通りとなります。

〈第１次募集における優先順位について〉

　“キャンセル待ち制度”を実施させていただいております。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ホームページメッセージもしくは、お電話にて連絡いた
します。なお、１．５次募集の抽選の結果、ご希望の募集馬にご出資いただけなかった方に対しても、同様の措置を行います。また、第２次募集
を始めとするそれ以外の満口馬に生じたキャンセル口数については、クラブホームページインフォメーションで適時ご案内の上、抽選にて再
募集を行うものとします。
※キャンセル口数は、満口馬に出資された会員様が退会（任意、強制）となった際に発生いたします。

〈満口馬におけるキャンセル口数について〉

① 母馬出資者優先制度が行使できる募集馬を最優先希望馬にする
→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が最上位となります。
　ただし、他に最優先希望馬を選ぶことはできません。

② 母馬出資者優先制度が行使できる募集馬以外の募集馬を最優先希望馬にする
→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一番下位となります。
　詳しくは８月度の出資と分配に同封予定の２０１9年度１歳馬募集確定馬リストとともに再度ご案内しますので、必ずご参照ください。

〈母馬出資者優先をお持ちの方の最優先希望馬枠の使い方について〉

　１募集馬につき、募集口数の半数を超えない範囲であれば、これまでと同様に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口へ減口したうえで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口数を割った場合は、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。

〈出資可能口数の制限について〉

　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。
〈当年度新規入会者の落選実績について〉

　母馬出資者優先制度は募集口数の５０％（中央入厩馬２００口、地方入厩馬５０口）を上限に優先的にご出資いただけます。
〈母馬出資者優先制度について〉

　２０１9年度第１次募集は、前年８月度から当年７月度の間の会費のお支払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制度を行使することはできません（本年度１歳馬募集に関しては２０１8年８月度から２０１9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、対象となられた方は、２０１8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。

〈支払遅延歴の有無について〉

　本年度より、郵便によるお申込み（９月11日水曜日必着）と、インターネットによるお申込み（９月12日木曜日１７時３０）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は９月9、10日の各日１回18時00分頃を予定（総申込口数の半数以上お申込みがあった
募集馬が対象）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。

〈第１次募集の申込み締切日について〉




