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これまでの活躍馬たち

50戦15勝2着9回　

獲得賞金：約 97,781万円

2006年ダートグレード競走最優秀馬
NARグランプリ2006特別表彰馬

主な勝鞍
●東京大賞典（JpnⅠ）
●JBCマイル（JpnⅠ）
●JBCスプリント（JpnⅠ）
●マイルCS南部杯（JpnⅠ）3回
●かしわ記念（JpnⅠ）
●京王杯2歳S（JpnⅡ）
●プロキオンS（GⅢ）
●シリウスS（JpnⅢ）
●黒船賞（JpnⅢ）

ブルーコンコルド

父：ソングオブウインド
母：バイオレントムーヴ

【2012年産駒】

サンタナブルー

父：ゴールドアリュール
母：サイモンドルチェ

【2016年産駒】

スイーツビュッフェ

父：ヘニーヒューズ
母：リュウメイ

【2017年産駒】

ニーズヘッグ

父：トゥザグローリー
母：レヴリ

【2017年産駒】

スターファイター

【2000年産駒】

これまでの活躍馬 
募集馬一覧
募集馬ページの見方
・ブルーポラリスの19
・ドリーミングバードの19
・マネーペニーの19
・ブルーボサノヴァの19
・シンラバンショウの19
・ピンロックリーの19
・マストバイアイテムの19
・プレインズウーマンの19
・ロフティーエイムの19
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種牡馬解説／母父解説
競走馬出資金支払分割表
会員システム
会員システムQ&A
クラブポイント
クラブサービス
ご入会・出資申し込みの手順
入会申込書記入例

匿名組合契約における
利益分配の際の源泉徴収について

確定申告について
賞金システム

事故見舞金・
競走馬登録抹消給付金・付加金

クラブポイント利用規定
競走用馬ファンド会員規約
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レース登録

血統表

Famiiy

ブルーポラリスの19
13,200円一口価格：

2019年4月14日生 │ 鹿毛 │ 美浦・田島俊明廐舎 │ 加野牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,320万円】※2021年保険料 423円

募集馬番号 1

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーポラリス（03 *ウェイオブライト）２勝，障１勝。本馬は第８仔。産駒
ブルーガーディアン（12 牡黒鹿マーベラスサンデー）１勝，○現
ブルーネビュラ（13 牝鹿サムライハート）東海（公）１勝
ステラポラーレ（14 牡栗*ケイムホーム）兵庫（公）５勝，東海（公）２勝，岩手（公）２勝，○現
デニストン（15 牡鹿*プリサイスエンド）北海道（公）２勝，サッポロクラシックＣ２着，南関東（公）４勝，○現
リンノパルピート（18 牡栗アドマイヤムーン）未出走

マーズプリンセス（97 *デインヒル）３戦。産駒
ブリリアントアスク（牝ネオユニヴァース）４勝，白井特別，春日山特別，デイジー賞
ディーズメンフィス（牝マヤノトップガン）２勝，赤松賞
ディープインアスク（牝ディープインパクト）入着。産駒

ファンタジスト（牡ロードカナロア）３勝，京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3，セントウルＳ-G2２着，
スプリングＳ-G2２着，朝日杯フューチュリティＳ-G1 ４着

コロラトゥーレ（牝*タイキシャトル）４勝，ＲＫＢ賞，○現
ボンボヤージ（牝ロードカナロア）２勝，○現

トモロザベスト（騸マーベラスサンデー）１勝
ディーズハイビガー（牝*アグネスデジタル）１勝。産駒
アセンダント（牝ダノンバラード）１勝，○現

ジャジャウマガール（牝ハーツクライ）１勝
パリスブルー（牝ゼンノロブロイ）東海（公）２勝，中央障１勝

*ディアーミミDear Mimi（87 Roberto）米国産，英入着。産駒
フリートレイディ Fleet Lady：北米10勝，ラカナダＳ-G2。ミッドシップマン Midshipman（ＢＣジュ

べナイル-G1），ファストクッキー FastCookie（コティリオンＨ-G2）の母，フロステッド Frosted
（メトロポリタンＨ-G1），ランニングトール Running Tall （ＶＲＣサイアーズ プロデュースＳ-G2），
インダルジェント Indulgent（ゴーフォーワンドＨ-G3），エルザ Elsa（ジミードゥランテＳ-G3）の
祖母

Hail to Reason
Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer
Special

Hostage

Vaguely Royal

Hail to Reason
Bramalea

Graustark

Golden Trail

Never Bend

Roman Song

トラフィック

リンネス

Raise a Native

Gold Digger

Buckpasser

Intriguing

Northern Dancer
Flaming Page

Halo
Raise the Standard

Northern Dancer
Pas de Nom

His Majesty

Spring Adieu

Hail to Reason
Bramalea

Prince John

Carnival Queen

Halo：S4×M5 , Robert：S4×M4 , Hail to Reason：S5×S5×M5 , Northern Dancer：S5×M5×M5

Halo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Roberto

Kelley’s Day

ブレイヴェストローマン

コンパルシチー

Mr.Prospector

プレイメイト

Nijinsky

Coup de Folie

Danzig

Razyana

Roberto

Carnival Princess

サンデーサイレンス

ニキーヤ

ブライアンズタイム

ヘップバーンシチー

Woodman

Salchow

デインヒル

ディアーミミ

ゴールドアリュール
栗毛　1999

エミネントシチー
鹿毛　1998

ウェイオブライト
黒鹿毛　1996

マーズプリンセス
鹿毛　1997

エスポワールシチー
栗毛　2005

ブルーポラリス
黒鹿毛　2003

　半兄姉たちはタフな点が強みで、特にブ
ルーガーディアンは2020年7月末日現在
障害未勝利に在籍ながら、平地時代併せ
て通算29回も掲示板を守ったという無類
の堅実さを誇っている。丈夫で長持ちを地
で行く血統だ。
また近親には京王杯2歳Ｓ、小倉2歳Ｓを
勝ち朝日杯ＦＳでも4着となったファンタジ
ストがおり、仕上がりも決して遅くはない
牝系でもある。他には準オープンへ昇った
ブリリアントアスクや、赤松賞を勝ったディ
ーズメンフィスらも出ている良質な一族だ。
　父がエスポワールシチーなので、おそら
くダート中距離に適性が出るはず。持ち前
のタフさで、コストパフォーマンスはかなり
良いタイプだろう。

 エスポワールシチーの産駒は、初年度の
かなり早い時期から生産地での評判が良か
ったことを覚えています。初年度の１１０頭
から、２０１８年は１６１頭、２０１９年は
１３８頭と種付け頭数が地道に増えている
のもその証拠です。産駒は門別などの地方
の競馬場でパワーを生かして走り始め、
次々に勝利を収めて行ったからです。気性
的な激しさが仕上がりの早さにつながり、
ダート戦における勝負根性として現れるの
でしょうか。同馬の馬体を見ても分かると
おり、いかにもダート馬という馬体のゴツ
さが見事に受け継がれています。野武士と
いう表現が適切かどうか分かりませんが、
速くスマートに走るというよりは、パワーと
気持ちの強さを生かして荒々しく走るイメ
ージの馬体です。ダート戦のマイル前後の
距離のレースを適鞍として走るのではない
でしょうか。肉体的に健康であることは確
かなので、あとは気持ちを解きほぐしながら、
育成段階ではきちんと教えてあげることが
できれば自身の能力を発揮してくれるはず
です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　父エスポワールシチーと同様に、本馬もお父さん譲りのダートタイプな
のかなという印象です。馬体を見ても、立派でしっかりとした骨格を持っ
ていますね。短距離馬という印象はないので、長めのダートで走ってくれ
るのではないかと感じています。適性のある番組が増えてくる２歳の秋頃
にデビュー出来ると良いですね。レースでたくさん走れれば、会員の皆さ
んの競馬の楽しみが増えると思いますので、健康そうな本馬には末永くダ
ート路線で活躍してもらいたいですね。

調教師コメント（美浦・田島俊明調教師）

　母ブルーポラリスの産駒はブルーガーディアンをはじめ、ダートに強い
デニストンなどが走っています。スピードがある馬を配合したいと思いエス
ポワールシチーを父に選びました。ブルーガーディアンもそうだったんです
が、骨量が豊富で馬体がしっかりしたところは似ていると思います。飼葉
を残したことがないほど食欲旺盛で、将来的には470～480キロくらいで
競馬をしてくれるんじゃないでしょうか。集団で昼夜放牧をしていると、常
に群れの先頭を走るような馬に育っています。適性はやはりダートにある
と思います。マイルや1800ｍくらいをこなせると一番いいのですが、スピ
ードも前向きさもあるので短距離で走る可能性もありますね。スピードが
本馬の一番のセールスポイントだと思います。ブルーガーディアンの弟とい
うことで会員さんの注目が集まれば嬉しいですし、生産者として期待して
います。

生産牧場コメント（加野牧場・加野氏）

母

祖母

曽祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長

00 00

一口会員のシステム

2020年1歳募集馬（2019年産駒）一覧

募集馬ページの見方

現物出資

競走馬預託

愛馬出資

賞金分配

出走賞金

分配金愛馬情報

競走馬

月会費／競走馬出資金
維持費出資金／保険料出資金

愛馬状況報告

振込みホームページ運営
会報誌発送／会員サービス

美浦・栗東トレセン
関東・関西　JRA中央競馬
調教師（各廐舎預託） 
所属馬管理・調教

JRA
東京・中山・京都・阪神・福島・
新潟・中京・小倉・函館・札幌　

全国の地方競馬

会員の皆様

株式会社YGGホースクラブ
法人馬主・競走馬の管理運営／調教師との折衝

株式会社YGGオーナーズクラブ
競走馬の購入、顧客・情報管理

募集馬の情報
今回募集する馬の馬番号、募集
馬名、入廐予定先、性別、毛色、
生年月日を紹介しています。

血統解説
血統評論家の水上
学氏による血統解
説です。

母系情報
競走馬にとって母
系は大変重要な要
素となります。

募集馬の血統表

馬体診断
競馬雑誌編集長・
治郎丸敬之氏によ
る馬体診断です。

募集馬の価格
価格および保険料を記載
しています。

募集馬の写真
募集馬の全身を横・前・
後から撮影しています。
撮影は2020年7月下旬～
8月上旬に行いました。

牧場コメント

調教師コメント
適性グラフ

ブルーポラリスの19
P 4

N o . 1
ドリーミングバードの19

P 6

N o . 2
マネーペニーの19

P 8

N o . 3

ブルーボサノヴァの19
P 10

N o . 4
シンラバンショウの19

P 12

N o . 5
ピンロックリーの19

P 14

N o . 6

マストバイアイテムの19
P 16

N o . 7
プレインズウーマンの19

P 18

N o . 8
ロフティーエイムの19

P 20

N o . 9

募集馬写真撮影：©松村勇
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血統表

Famiiy

ブルーポラリスの19
13,200円一口価格：

2019年4月14日生 │ 鹿毛 │ 美浦・田島俊明廐舎 │ 加野牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,320万円】※2021年保険料 423円

募集馬番号 1

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーポラリス（03 *ウェイオブライト）２勝，障１勝。本馬は第８仔。産駒
ブルーガーディアン（12 牡黒鹿マーベラスサンデー）１勝，○現
ブルーネビュラ（13 牝鹿サムライハート）東海（公）１勝
ステラポラーレ（14 牡栗*ケイムホーム）兵庫（公）５勝，東海（公）２勝，岩手（公）２勝，○現
デニストン（15 牡鹿*プリサイスエンド）北海道（公）２勝，サッポロクラシックＣ２着，南関東（公）４勝，○現
リンノパルピート（18 牡栗アドマイヤムーン）未出走

マーズプリンセス（97 *デインヒル）３戦。産駒
ブリリアントアスク（牝ネオユニヴァース）４勝，白井特別，春日山特別，デイジー賞
ディーズメンフィス（牝マヤノトップガン）２勝，赤松賞
ディープインアスク（牝ディープインパクト）入着。産駒

ファンタジスト（牡ロードカナロア）３勝，京王杯２歳Ｓ-G2，小倉２歳Ｓ-G3，セントウルＳ-G2２着，
スプリングＳ-G2２着，朝日杯フューチュリティＳ-G1 ４着

コロラトゥーレ（牝*タイキシャトル）４勝，ＲＫＢ賞，○現
ボンボヤージ（牝ロードカナロア）２勝，○現

トモロザベスト（騸マーベラスサンデー）１勝
ディーズハイビガー（牝*アグネスデジタル）１勝。産駒
アセンダント（牝ダノンバラード）１勝，○現

ジャジャウマガール（牝ハーツクライ）１勝
パリスブルー（牝ゼンノロブロイ）東海（公）２勝，中央障１勝

*ディアーミミDear Mimi（87 Roberto）米国産，英入着。産駒
フリートレイディ Fleet Lady：北米10勝，ラカナダＳ-G2。ミッドシップマン Midshipman（ＢＣジュ

べナイル-G1），ファストクッキー FastCookie（コティリオンＨ-G2）の母，フロステッド Frosted
（メトロポリタンＨ-G1），ランニングトール Running Tall （ＶＲＣサイアーズ プロデュースＳ-G2），
インダルジェント Indulgent（ゴーフォーワンドＨ-G3），エルザ Elsa（ジミードゥランテＳ-G3）の
祖母

Hail to Reason
Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer
Special

Hostage

Vaguely Royal

Hail to Reason
Bramalea

Graustark

Golden Trail

Never Bend

Roman Song

トラフィック

リンネス

Raise a Native

Gold Digger

Buckpasser

Intriguing

Northern Dancer
Flaming Page

Halo
Raise the Standard

Northern Dancer
Pas de Nom

His Majesty

Spring Adieu

Hail to Reason
Bramalea

Prince John

Carnival Queen

Halo：S4×M5 , Robert：S4×M4 , Hail to Reason：S5×S5×M5 , Northern Dancer：S5×M5×M5

Halo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Roberto

Kelley’s Day

ブレイヴェストローマン

コンパルシチー

Mr.Prospector

プレイメイト

Nijinsky

Coup de Folie

Danzig

Razyana

Roberto

Carnival Princess

サンデーサイレンス

ニキーヤ

ブライアンズタイム

ヘップバーンシチー

Woodman

Salchow

デインヒル

ディアーミミ

ゴールドアリュール
栗毛　1999

エミネントシチー
鹿毛　1998

ウェイオブライト
黒鹿毛　1996

マーズプリンセス
鹿毛　1997

エスポワールシチー
栗毛　2005

ブルーポラリス
黒鹿毛　2003

　半兄姉たちはタフな点が強みで、特にブ
ルーガーディアンは2020年7月末日現在
障害未勝利に在籍ながら、平地時代併せ
て通算29回も掲示板を守ったという無類
の堅実さを誇っている。丈夫で長持ちを地
で行く血統だ。
また近親には京王杯2歳Ｓ、小倉2歳Ｓを
勝ち朝日杯ＦＳでも4着となったファンタジ
ストがおり、仕上がりも決して遅くはない
牝系でもある。他には準オープンへ昇った
ブリリアントアスクや、赤松賞を勝ったディ
ーズメンフィスらも出ている良質な一族だ。
　父がエスポワールシチーなので、おそら
くダート中距離に適性が出るはず。持ち前
のタフさで、コストパフォーマンスはかなり
良いタイプだろう。

 エスポワールシチーの産駒は、初年度の
かなり早い時期から生産地での評判が良か
ったことを覚えています。初年度の１１０頭
から、２０１８年は１６１頭、２０１９年は
１３８頭と種付け頭数が地道に増えている
のもその証拠です。産駒は門別などの地方
の競馬場でパワーを生かして走り始め、
次々に勝利を収めて行ったからです。気性
的な激しさが仕上がりの早さにつながり、
ダート戦における勝負根性として現れるの
でしょうか。同馬の馬体を見ても分かると
おり、いかにもダート馬という馬体のゴツ
さが見事に受け継がれています。野武士と
いう表現が適切かどうか分かりませんが、
速くスマートに走るというよりは、パワーと
気持ちの強さを生かして荒々しく走るイメ
ージの馬体です。ダート戦のマイル前後の
距離のレースを適鞍として走るのではない
でしょうか。肉体的に健康であることは確
かなので、あとは気持ちを解きほぐしながら、
育成段階ではきちんと教えてあげることが
できれば自身の能力を発揮してくれるはず
です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　父エスポワールシチーと同様に、本馬もお父さん譲りのダートタイプな
のかなという印象です。馬体を見ても、立派でしっかりとした骨格を持っ
ていますね。短距離馬という印象はないので、長めのダートで走ってくれ
るのではないかと感じています。適性のある番組が増えてくる２歳の秋頃
にデビュー出来ると良いですね。レースでたくさん走れれば、会員の皆さ
んの競馬の楽しみが増えると思いますので、健康そうな本馬には末永くダ
ート路線で活躍してもらいたいですね。

調教師コメント（美浦・田島俊明調教師）

　母ブルーポラリスの産駒はブルーガーディアンをはじめ、ダートに強い
デニストンなどが走っています。スピードがある馬を配合したいと思いエス
ポワールシチーを父に選びました。ブルーガーディアンもそうだったんです
が、骨量が豊富で馬体がしっかりしたところは似ていると思います。飼葉
を残したことがないほど食欲旺盛で、将来的には470～480キロくらいで
競馬をしてくれるんじゃないでしょうか。集団で昼夜放牧をしていると、常
に群れの先頭を走るような馬に育っています。適性はやはりダートにある
と思います。マイルや1800ｍくらいをこなせると一番いいのですが、スピ
ードも前向きさもあるので短距離で走る可能性もありますね。スピードが
本馬の一番のセールスポイントだと思います。ブルーガーディアンの弟とい
うことで会員さんの注目が集まれば嬉しいですし、生産者として期待して
います。

生産牧場コメント（加野牧場・加野氏）

母

祖母

曽祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長

4 5



血統表

Famiiy

ドリーミングバードの19
7,700円一口価格：

2019年5月1日生 │ 鹿毛 │ 美浦・松山将樹廐舎 │ 今川満良生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 770万円】※2021年保険料 247円

水 上 学 の
血 統 解 説

ドリーミングバード（99 *フォーティナイナー）不出走。本馬は第14仔。産駒
デザートバード（03 牝栗*デザートキング）１勝
ラヴリードリーム（06 牝青鹿*マイネルラヴ）３勝，北海道○交入着，エーデルワイス賞-JPN3５着。産駒

マイネルバッカーノ（牡ナカヤマフェスタ）岩手○交１勝，○現
ラヴリーバード（07 牡黒鹿*マイネルラヴ）南関東（公） ９勝
ドリーミングラヴ（09 牝黒鹿*マイネルラヴ）１勝
サイレンスバード（10 牡鹿メジロベイリー）１勝
ロージズバード（14 牡黒鹿*ロージズインメイ）１勝
ロージズキング（15 牡栗*ロージズインメイ）１勝
ブルベアアルジェン（16 牡栗*トビーズコーナー）石川○交入着，東海（公）４勝，○現
テリオスヒメ（17 牝鹿リアルインパクト）１勝，ダリア賞-OP２着，○現
ラッキーフルーク（18 牝黒鹿ウインバリアシオン）未出走

イチノトリ（89 *リファーズスペシャル）不出走。産駒
ジュエリーバード（牝*トニービン）３勝，仁山特別，長岡特別。産駒
アキレス（牡スペシャルウィーク）１勝

ワンダーレイナー（牝*ピルサドスキー）熊本（公）３勝
スガノライアン（牡メジロライアン）南関東（公）１勝

テンモン（78 *リマンド）最優秀２・３歳牝馬，５勝，オークス，朝日杯３歳Ｓ，京成杯，桜花賞２着，クイー
ンＣ３着。産駒
マンテンパパ：２勝，山桜賞
ゴーゴーイチ：１勝。産駒

マイネルシアター：３勝，館山特別，セントポーリア賞，青葉賞-JPN3２着，弥生賞-JPN2３着，
皐月賞-JPN1５着

サイレントホーク：岩手（公）３勝，中央１勝，山国川特別

レデースポート（70 *ムーティエ）５勝，４歳牝馬特別 ，京都牝馬特別，ジュニアＣ，オークス３着。産駒
タイムポリシー：入着。サイレントハンター（大阪杯-JPN2，中山金杯-G3，新潟大賞典-JPN3２回）

の祖母

Polynesian

Geisha

Case Ace

Lady Glory

Nasrullah

Segula

Count Fleet

Miss Dogwood

Sword Dancer

Kerala

Buckpasser

Intriguing

Northern Dancer
Little Hut

Sir Ivor

Best in Show

Native Dancer

Raise You

Nashua

Sequence

Ribot

Pocahontas

Double Jay

Courtesy

Northern Dancer
Goofed

Bupers

Princess Revoked

Alcide

Admonish

ムーティエ

ヤマトサクヤ

Mr.Prospector：S2×M3 , Northern Dancer：S5×M5

Native Dancer

Raise You

Nashua

Sequence

Damascus

Numbered Account

Northfields

Minnie Hauk

Raise a Native

Gold Digger

Tom Rolfe

Continue

Lyphard

My Bupers

リマンド

レデースポート

Raise a Native

Gold Digger

Private Account

Aviance

Mr.Prospector

File

リファーズスペシャル

テンモン

Mr.Prospector
鹿毛　1970

Chimes of Freedom
栗毛　1987

フォーティナイナー
栗毛　1985

イチノトリ
鹿毛　1989

アルデバランⅡ
鹿毛　1998

ドリーミングバード
鹿毛　1999

　オークス馬テンモンの血を引く在来牝系
だが、距離適性はどうやら牡馬側の特徴が
出る一族のようだ。本馬は代表産駒として
シルクロードＳ勝ちのダンスディレクターを
出したアルデバランの産駒ということもあり、
芝ダート問わず1400ｍ以下に適性があり
そうだ。
　また近親には2歳夏のオープン特別で２
着となったテリオスヒメ、姉に2歳秋の交
流重賞で好走したラヴリードリームがいる
だけに、仕上がりは早いだろう。ミスター
プロスペクターの２×３という強いクロスが、
スピード面で強いスパイスとなりそうだ。
　どちらかというと平坦の方が向いている
配合であり、京都あるいはローカルでスピ
ードを発揮するとみる。

　血統と馬体はどちらが下部構造で上部構
造なのか、もっと分かりやすく言うと、血
統が先なのか馬の個体や個性が先なのかと
いう問題があります。鶏が先か卵が先か、
サラブレッドの本質は血統が規定している
のか、それとも馬体を含めた馬の個体なの
か。血統を先と見る者を血統論者、馬体
を先と見る者を馬体派と私たちは呼んだり
します。私は馬体派なのですが、決して馬
体だけを見ているわけではなく、血統と馬
体は表裏一体、常に互いに影響を及ぼし
合い、どちらもつながっていると考えていま
す。なぜこんな話をしたかというと、父ア
ルデバランⅡの産駒はそれほど多くなく、
血統のイメージにあまり引っ張られることな
く（それはかなり難しいことなのですが）、
この馬の馬体を見ることができたからです。
首差しは太く、前駆の盛り上がった筋肉は
力強く、重心が低くて、前から見ると馬体
の幅が分厚い、典型的なスプリンターの馬
体を誇っていますね。パワーを生かしつつ、
ダートの短距離戦で活躍してくれるのでは
ないでしょうか。純粋に馬体だけを見ての
評価であり、およそ正確なのではないかと
自負しています。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　早い時期からのハードトレーニングにも耐えられる早熟な血統ですから、
早い時期に仕上がるアルデバランⅡとの配合は、早期デビューが求められ
る現在の競馬番組の傾向に合っていると思います。本馬は馬体を見ると骨
格がしっかりしていて、いかにも短距離向きなバランスの取れた正方形を
しています。デビュー後の適性としては、血統・馬体の両面から考えて、
ダートの短いところで能力を発揮するタイプと見ています。早期デビューを
目指し、早い時期の勝ち上がりを目指したいと思います。

調教師コメント（美浦・松山将樹調教師）

　母馬が19歳の時の種付けだったので、青森という場所柄もあり、七戸
に繋養されているアルデバランⅡを配合しました。母馬は北海道から導入
した馬で、フォーティナイナーの血統でとても馬体が大きいんです。半姉
のテリオスヒメが２歳オープン競走で２着になっているのをはじめ、きょう
だいが堅実に走っているのもポイントですね。本馬はわりと素直な気性を
していて、幼いころは仲間と一緒に走らせるようにして運動量を増やすよう
にしました。馬場や距離の適性はイメージできませんが、きょうだいは馬
場を問わずよく走っていますね。牡馬ですし、馬体はもっと大きくなってく
るのではないでしょうか。１つでも多く勝ってくれることを期待しています。

生産牧場コメント（今川満良氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 2

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長

6 7



血統表

Famiiy

マネーペニーの19
26,400円一口価格：

2019年3月6日生 │ 栗毛 │ 美浦・大竹正博廐舎 │ オリオンファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,640万円】※2021年保険料 845円

水 上 学 の
血 統 解 説

*マネーペニー Moneypenny（03 Monarchos）米国産，北米４勝。本馬は第８仔。産駒
カウニスクッカ（11 牝鹿マンハッタンカフェ）４勝，松島特別（芝2000ｍ），知床特別（芝2000ｍ），菜

の花賞（芝1600ｍ）
ダイトウキョウ（12 牡鹿マンハッタンカフェ）４勝，さくらんぼ特別（芝1200ｍ），黄梅賞（芝1600ｍ）， ○現
ダイトカイ（13 牝鹿マンハッタンカフェ）北海道（公）１勝
ラッシュハート（14 牝鹿ディープインパクト）１勝
ダノンアポロン（15 牡鹿ディープインパクト）１勝，○現
モズオリンピック（18 牝鹿ドゥラメンテ）未出走

マイホワイトコーヴェットMy White Corvette（98 Tarr Road）北米３勝，Cimarron S，ハニービーＳ
-G3２着，ゴールデンロッドＳ-G2３着。産駒
*スターダムバウンド Stardom Bound（牝Tapit）米２歳牝馬チャンピオン，北米５勝，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ-G1，デルマーデビュータントＳ-G1，オークリーフＳ-G1，ラスヴィルヘネスＳ-G1，サン
タアニタオークス-G1，エルエンシノＳ-G2２着，ソレントＳ-G3２着，アシュランドＳ-G1３着。産駒
エイプリルミスト（牝ディープインパクト）３勝
キングカヌヌ（牡キングカメハメハ）２勝
シーサイドバウンド（騸Big Brown）１勝
リアム（牡ディープインパクト）１勝，○現

マイリトルデュースクーペMylittledeucecoupe（牝Lion Heart）北米入着。産駒
マイホットロッドリンカーン Myhotrodlincoln（騸Verrazano）北米５勝，Kentucky Juvenile S
２着，Zia Park Juvenile S２着

スキャンダラスソングScandalous Song（牝Unbridled's Song）不出走。産駒
ゼインズヴィル Zanesville（牡Tiznow）北米４勝，Prairie Mile S３着，Super Derby Prelude 

S３着，ジェフルビーＳ-G3４着

Raise a Native
Gold Digger

Nureyev

Pasadoble

トライマイベスト

Mill Princess

Blakeney

The Dancer

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

カンパラ

Severn Bridge

ノーザンテースト

シャダイフェザー

Majestic Light

Uncommitted

Caro

Water Malone

Northern Dancer

Mississippi Mud

Roberto

Regal Road

Herbager

Polamia

Chieftain

Reason to Earn

Foolish Pleasure

Gray Matter

Raise a Native
Belle’s Pocket

Raise a Native：S5×M5

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

Halo

Wishing Well

トニービン

ダイナカール

Wavering Monarch

Carlotta Maria

Dixieland Band

リーガルロベルタ

Grey Dawn

Pure Reason

Marfa

Belles Native

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ

Maria’s Mon

Regal Band

Tarr Road

Wind Chime

キングカメハメハ
鹿毛　2001

アドマイヤグルーヴ
鹿毛　2000

Monarchos
芦毛　1998

My White Corvette
芦毛　1998

ドゥラメンテ
鹿毛　2012

マネーペニー
栗毛　2003

　父は2020年の新種牡馬として、多数の
勝ち上がり馬を出しているドゥラメンテ。そ
して本馬の伯母には北米2歳女王のスター
ダムバウンドがいる良血で、半兄ダイトウ
キョウ、半姉カウニスクッカは共に4勝を挙
げた。また半兄ダノンアポロンも、1勝クラ
スながら堅実に走っている。ハズレの出に
くい一族だ。
　良血同士の豪華な配合で、おそらくダー
トよりは芝向きだろう。ただドゥラメンテ産
駒に気性のかった馬が多いことと、本馬の
兄姉の成績とを併せて考えると、距離はマ
イル以下がベターではないか。
　仕上がるまでには少し時間がかかるかも
しれないが、3歳春からは確実に能力を出
せるようになるはずだ。

　ドゥラメンテの初年度産駒が続々とデビ
ューして、勝ち上がっています。個人的には、
ドゥラメンテの産駒はトニービンやエアグル
ーヴの血が入っているため、早くからデビ
ューするのではなく、どちらかというと少し
ずつ成長して良くなるタイプだと考えていま
す。にもかかわらず、すでに２歳夏の時点
で強い勝ち上がり方をした馬が登場してい
ることに驚きを隠せません。すでに勝ち上
がった馬はさらに強くなるでしょうし、これ
からデビューする産駒の中から大物が誕生
するのではないでしょうか。ドゥラメンテ産
駒というだけでブランドになる日も遠くない
かもしれません。同馬はいかにもドゥラメン
テ産駒らしい成長途上の馬体で、これから
背もグッと伸びると、前後の高さも揃ってく
るはずです。手肢に十分な長さがあり、ふ
っくらとして毛艶も良く、１歳の今の時期と
しては理想的な馬体ですね。ドゥラメンテ
産駒には必ず走るバネが伝わっていますの
で、あとはそれを生かせるまで決して無理
をさせず、肉体的に成長に合わせて負荷を
かけていくことが大切です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　引き馬で人間に対する従順さや反応の良さを見せていて、聡明そうな馬
だなというのが見ていてわかります。そういう部分はいずれ、競馬におい
ても大切な武器になってくると思います。歩きを見ていると前後の負重バ
ランスが良く、しっかりとトモで前に推進しているのが印象的です。ドゥラ
メンテ産駒に活躍馬が出始めていて、本馬にも期待せずにはいられません
ね。馬体には重たさも華奢な感じもなく、父の産駒らしいシルエットに映
ります。マイルからクラシックディスタンス、そのあたりで活躍してくれると
嬉しいですね。

調教師コメント（美浦・大竹正博調教師）

　普段はとてもいい子にしていますが、スイッチが入るとパリッとした面を
出すところはきょうだいに似ていますね。放牧地でも負けん気を出して、軽
い走りで周りの馬を引っ張っていくのを目にすることがあります。体型を見
ると距離をこなせそうですが、前向きな気性なのでマイルくらいからデビュ
ーするのかなというイメージを持っています。デビューする頃には450キ
ロを超えるくらいまでは成長しそうです。放牧地での走りは軽いので、芝
が合うタイプだと思います。トビが大きくてきれいなフットワークなので、
芝のレースで上手く力を発揮して、きょうだいと同じように活躍できること
を期待しています。

生産牧場コメント（オリオンファーム・大橋氏）

母

祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 3

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長

8 9



血統表

Famiiy

ブルーボサノヴァの19
13,200円一口価格：

2019年5月12日生 │ 栗毛 │ 美浦・和田雄二廐舎 │ マリオステーブル生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,320万円】※2021年保険料 423円

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーボサノヴァ（11 *パイロ）３勝。本馬が初仔

トーヨーサンバ（98 *ティンバーカントリー）２勝，北海道・南関東○交入着，関東オークス-JPN3２着，北海
道３歳優駿-JPN3３着。産駒
オリオンザムーン（牡*フォーティナイナーズサン）３勝
ベストオブケン（牡*グラスワンダー）１勝，南関東○交１勝，東海○交１勝
アタゴオーラ（牡スペシャルウィーク）１勝，熊本（公）１勝，肥後の国グランプリ２着，高知（公）３勝
ケンブリッジゼウス（牡マーベラスサンデー）南関東（公）４勝，中央１勝
リオ（牝ジャングルポケット）南関東（公）２勝，中央１勝
エレガントタイム（牝*ブライアンズタイム）１勝，南関東（公）１勝
シンゼンデレヤ（牡*エスケンデレヤ）１勝，○現
ブルージャーニー（牝*カジノドライヴ）１勝
フロストフラワー（牝*グラスワンダー）兵庫（公）１勝，東海（公）４勝
ネヴァゲイツ（牝スペシャルウィーク）南関東（公）２勝

*サンダードーム Thunderdome（83 Lyphard）米国産，英３勝，北米３勝，Mint Julep S，Valnor H。
産駒
トーヨーリファール：６勝，ニュージーランドＴ４歳Ｓ-JPN2，平安Ｓ-JPN3，マーチＳ-JPN3，すばる
Ｓ-OP，カトレア賞，フェブラリーＳ-JPN2２着，毎日王冠-JPN2２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ
-JPN3２着，京都新聞杯-JPN2３着，プロキオンＳ-JPN3３着，天皇賞 -JPN1４着，宝塚記念
-JPN1４着。種牡馬

メコン Mekong：愛２勝，Orby S-L，愛ナショナルＳ-G1３着，フューチュリティＳ-G3３着，UAE２勝
トーヨーサンダー：３勝，インディアＴ，チューリップ賞-JPN3５着
トーヨーサイレンス：３勝，九十九島特別
トーヨーシービー：２勝，もみじＳ-OP３着，野路菊Ｓ-OP３着。産駒

ゴッドセンド：４勝，日向特別，南関東（公）１勝，北海道（公）４勝，赤レンガ記念，青雲賞，
高知（公）２勝，高知県知事賞

スパイナルコード：高知（公）28勝，黒潮ダービー，兵庫（公）２勝
ラインフォーク：高知（公）10勝，黒潮ダービー

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Lyphard
Lady Rebecca

Busted

Highclere

Northern Dancer
South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

フォルティノ

Chambord

Key to the Mint

Sea Saga

Seattle Slew

Weekend Surprise

Mr.Prospector
Narrate

Icecapade

Bushel-n-Peck

Pass the Tab

Carols Christmas

Mr.Prospector
プレイメイト

Pretense

Change Water

Northern Dancer
Goofed

Mr.Prospector
Native Street

Lyphard：M4×S5 , Northern Dancer：S5×M5 , Mr.Prospector：S5×M5×M5

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Caro

Key to the Saga

A.P.Indy

Preach

Wild Again

Carol’s Wonder

Woodman

Fall Aspen

Lyphard

Mr.P.’s Girl

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Carolina Saga

Pulpit

Wild Vision

ティンバーカントリー

サンダードーム

ディープインパクト
鹿毛　2002

キャタリナ
芦毛　1994

パイロ
黒鹿毛　2005

トーヨーサンバ
鹿毛　1998

エイシンヒカリ
芦毛　2011

ブルーボサノヴァ
栗毛　2011

　母ブルーボサノヴァは、伯父にダート重
賞2勝、芝重賞1勝、そしてフェブラリーＳ
と毎日王冠で2着した万能型一流馬トーヨ
ーリファールがいる。祖母トーヨーサンバ
も関東オークス2着馬で、潜在能力はかな
り高い牝系だ。そこに、イスパーン賞圧勝
により一時は世界ランキングトップに君臨し
た、エイシンヒカリが絡んだのが本馬の配
合。父の現役時と、母の血統双方がやや
晩成型のため、仕上がりは少し遅くなるか
もしれないが、芝ダート不問で、マイルか
ら2000ｍまでを中心に期待したい。芝向
きの父のスピードを、ダート配合の母の血
が支えて脚の航続距離を延ばすという理想
的配合だ。無事なら3歳夏後半以降に勢い
を増し、かなりの出世も夢ではないだろう。

　エイシンヒカリといえば、最後の直線で
大外のラチ沿いまで大きくヨレたにもかか
わらず快勝し、無傷の５連勝を飾ったアイ
ルランドトロフィーの走りが印象的です。
最後まで未知の能力を秘めていたことがエ
イシンヒカリの魅力のひとつですが、本質
的にはパワータイプの中距離馬であったと
私は考えています。それは日本よりも力を
要する馬場・コースで行われる香港カップ
とフランスのイスパーン賞を勝ったことから
も分かります。ディープインパクト産駒は母
系の長所が引き出されている馬ほど成功し
やすく、種牡馬としては産駒に自身の母系
の長所をそのまま伝えますので、エイシン
ヒカリの産駒はストームキャット譲りのスピ
ードとパワーが受け継がれることでしょう。
そういう視点で見ると、同馬もまだ首の細
さや顔つきなどに幼さを残していますが、
将来的にはつくべきところに筋肉がついて、
マイルから２０００ｍまでの距離のレースで
活躍してくれるのではと想像が膨らみます。
芝かダートかというと芝向きでしょうが、
重い馬場は苦にしないはずです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　母のブルーボサノヴァは筋肉質な馬でしたが、本馬もお母さんにそっく
りの筋肉質な馬体ですね。父のエイシンヒカリはすごく軽い走りをしていた
イメージがあります。ただ現時点では、お母さんが出ているのかなという
イメージで、どちらかと言えばダートが合いそうな印象です。筋肉質でボ
リュームがあり楽しみですね。ブルーボサノヴァは廐舎開業当初からすごく
助けてくれた馬で、その初仔となる本馬には思い入れがありますので、活
躍させてあげたいですね。

調教師コメント（美浦・和田雄二調教師）

　初仔なので生まれたときは少し小柄でしたが、母によく似た馬が出たな
というのが生まれたときに見た印象でした。馬体は母ブルーボサノヴァに
そっくりなので、ダート向きかもしれませんね。ただ、ディープインパクト
の系統は芝で走りますから、そこがどう出るか楽しみです。おとなしい気
性も母に似ていますね。血統的な面も含め、長い距離をこなせるタイプだ
と思います。この馬の長所は、父や母から受け継いだ動きの良さです。秋
までは昼夜放牧で鍛えて、大きく良く走る馬に育てていきたいと思います。

育成牧場コメント（川上牧場・川上氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 4

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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シンラバンショウの19
13,200円一口価格：

2019年4月27日生 │ 鹿毛 │ 美浦・新開幸一廐舎 │ 川上牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,320万円】※2021年保険料 423円

水 上 学 の
血 統 解 説

　父ドレフォンは、2021年の新種牡馬で、
2016年の全米最優秀短距離馬に輝いた。
ストームキャット系の快速芝血統で、その
父ジオポンティは全米最優秀芝馬。もちろ
んダートもこなせるとは思うが、本馬は早
熟型で芝マイル前後を最も得意とするイメ
ージだ。また本馬の近親には2歳時に朝日
杯フューチュリティＳ、3歳春にＮＨＫマイ
ルＣを勝ちながらも、6歳末の香港マイル3
着まで、息の長い活躍を続けた名馬グラン
プリボスがいる。母シンラバンショウが、
グランプリボスと4分の３同血にもあたる良
血だ。スピードを前面に押し出した配合で、
2歳時から仕上がってくるはず。距離は父
母双方から、マイル以下に高い適性を示す
と判断する。

　ドレフォンの初年度産駒はかなりバラつ
きがありましたが、２年目の産駒は安定し
てきて、やはりドレフォンらしい馬体の馬が
多く誕生しています。とにかく筋肉量が豊
富で、いかにもスピードとパワーがありそう
な身体つき。とはいえ、典型的な短距離体
型というわけではなく、繁殖牝馬によって
は距離をこなす産駒も出てきそうな余白の
ある種牡馬です。現役時代は短距離で活
躍したにもかかわらず、比較的距離が持つ
産駒を出すタイプの種牡馬としては、まさ
に同馬の母の父であるサクラバクシンオー
と似ていますね。同馬はドレフォンとサクラ
バクシンオーの良さが掛け合わさったよう
な見事な馬体で、前後躯にバランス良く実
が入り、手肢にも十分な伸びがあります。
パッと見ると短距離馬の馬体ですが、意外
にもマイルかそれ以上まで距離は持つかも
しれません。顔つきを見ると気性も良さそ
うですし、脚元も丈夫そうです。今のところ、
非の打ち所がないと言っても過言ではなく、
馬体派の私としては出資しないわけにはい
かない１頭です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　ドレフォンの産駒はガッチリした馬と胴がゆったりした馬の２タイプが出
ている印象で、本馬はどちらかというと胴が長く出ていますね。背中の雰
囲気なんかは、かつて管理していた母に似ている感じがしています。母は
体が硬く、体質も弱くて力を出し切れませんでしたが、本馬にはそういう
硬さはないですし、思い入れがあるので頑張ってもらいたいですね。スピ
ードがありそうなので、将来的にはそういう部分を生かした競馬をするの
がいいと思います。ドレフォン産駒は仕上がりが早そうですし、母や祖母
は新馬に勝っていて、新馬向きの血統だと思いますので、早いうちにデビ
ュー出来ればいいですね。クラブの馬を初めてお預かりしますが、会員の
皆さんに楽しんでもらえるよう頑張りたいと思います。

調教師コメント（美浦・新開幸一調教師）

　生まれたときからとにかく丈夫で、まったくと言っていいほど手のかから
ない馬でした。初仔なので現時点では少し小柄ですが、馬体の造りなど
は父ドレフォンによく似ていると思います。父の実績を考えると、芝ダート
を問わず、短距離からマイルくらいまでに適性があるんじゃないかと思いま
す。430～450キロくらいで、早い時期にデビューしてくれることを想定し
ています。放牧地で見せる素軽い動きがセールスポイントと言えるでしょう。
それに加えて丈夫な馬なので、早い時期からたくさん走ってほしいですね。

生産牧場コメント（川上牧場・川上氏）

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表

クロス：なし

Storm Bird

Terlingua

Mr.Prospector

Narrate

Raise a Native

Sweet Tooth

Salt Marsh

Jungle Mythologic

Deputy Minister

Primal Force

Relaunch

Thirty Zip

Sharpen Up

Trephine

Forli

Bitty Girl

Princely Gift

Suncourt

ネヴァービート

スターハイネス

Northern Dancer

Lady Victoria

Ambiopoise

One Clear Call

カンパラ

Severn Bridge

Nureyev

Skillful Joy

Halo

Wishing Well

Secretariat

Nervous Pillow

Storm Cat

Yarn

Alydar

Salt Spring

Awesome Again

Baby Zip

Trempolino

Sue Warner

テスコボーイ

アンジェリカ

ノーザンテースト

クリアアンバー

トニービン

ダンスチャーマー

サンデーサイレンス

ビューティフルベーシック

Tale of the Cat

Chipeta Springs

Ghostzapper

Najecam

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

ジャングルポケット

ロージーミスト

Gio Ponti
鹿毛　2005

Eltimaas
鹿毛　2007

サクラバクシンオー
鹿毛　1989

ミスティフォレスト
青鹿毛　2005

ドレフォン
鹿毛　2013

シンラバンショウ
鹿毛　2012

Famiiy
シンラバンショウ（12 サクラバクシンオー）１勝。本馬が初仔

ミスティフォレスト（05 ジャングルポケット）１勝。産駒
グローリーミスト（牡*ワークフォース）１勝

ロージーミスト（97 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
グランプリボス：最優秀２歳牡馬，６勝，ＮＨＫマイルＣ-G1，朝日杯フューチュリティＳ-G1，マイラーズ
Ｃ-G2，スワンＳ-G2，京王杯２歳Ｓ-G2，安田記念-G1２着（２回），マイルチャンピオンシップ
-G1２着，阪神Ｃ-G2２着，ニュージーランドトロフィー-G2３着，スプリンターズＳ-G1４着，スプリ
ングＳ-G2４着，香港入着，香港マイル-G1３着。種牡馬

ミステリーゲスト：３勝，九十九島特別
アドマイヤキュート：３勝
グランプリアクセル：１勝，南関東（公）1勝，○現

*ビューティフルベーシック Beautiful Basic（89 Secretariat）米国産，北米入着。産駒
ウインディグニティ：５勝，テレビ山梨杯，甲斐駒特別，南港特別

ナーヴァスピロウ Nervous Pillow（75 Nervous Energy）北米２勝，Special Goddess S。産駒
ファインスピリット Fine Spirit：北米４勝，Cascapedia H-L，ＢＣジュベナイルフィリーズ-G1３着。産駒

ボロミニBorromini：愛１勝，英入着，フライングチルダーズＳ-G2２着，ミドルパークＳ-G1４着
*ノーブルストーク：入着。ザナッツ The Nutz（Bosselman Gus Fonner S-L）の母
エアリアルスピリットAerial Spirit：不出走。ファニーミーティング Funny Meeting（Bill 

Thomas Memorial H）の母
アートオブリヴィング Art of Living：北米３勝，Santa Catalina S，West Twelve Ranch H２着。

種牡馬
ストームアトナイトStorm at Night：北米７勝，英入着，Sirenia S-L３着

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

募集馬番号 5

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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血統表ピンロックリーの19
6,600円一口価格：

2019年4月3日生 │ 栗毛 │ 美浦・田中剛廐舎 │ ヤナガワ牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 660万円】※2021年保険料 212円

水 上 学 の
血 統 解 説

Halo：S4×S5 , Secretariat：M4×S5

Sadler’s Wells

High Hawk

Halo
Ballade

Mill Reef

Royal Way

Carvin

Darling Dale

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Secretariat
Ribbon

Nureyev

Eleven Pleasures

Boldnesian

Reason to Earn

Poker

Fair Charmer

Bold Ruler

Somethingroyal

Buckpasser

Gay Missile

Native Dancer

Raise You

Nashua

Sequence

Nearctic

Natalma

Vaguely Noble

Charming Alibi

In the Wings

Glorious Song

Garde Royale

Corraleja

Halo

Wishing Well

Risen Star

ベリアーニ

Bold Reasoning

My Charmer

Secretariat

Lassie Dear

Raise a Native

Gold Digger

Northern Dancer

Dahlia

Singspiel

カーリング

サンデーサイレンス

スターバレリーナ

Seattle Slew

Weekend Surprise

Mr.Prospector

Wajd

ローエングリン
栗毛　1999

ステレオタイプ
鹿毛　2002

A.P.Indy
黒鹿毛　1989

Whist
鹿毛　1994

ロゴタイプ
黒鹿毛　2010

ピンロックリー
栗毛　2001

　父ロゴタイプは朝日杯ＦＳを勝ち、皐月
賞レコード勝ち、安田記念ではモーリスを
斥けた。クラシックホースではあるが本質
はスピードに溢れるトップマイラーだ。母は
北米産も本来は欧州血統で、またオセアニ
アでも活躍馬が出ており、芝向きの牝系と
見ていいだろう。
　本馬は北米の歴史的名馬、セクレタリア
トのクロスを持っている配合で、スピードの
持続力が増強されている。瞬発力よりも、
脚を長く使うコースに適性があるはずだ。
芝1800ｍ以下が向き、仕上がりも早く、
2歳戦から走れると思う。うまく育てば桜
花賞やヴィクトリアＭでも面白いところがあ
りそうな、高いポテンシャルを秘めている
血統だ。

 ロゴタイプについて、かつて社台ファーム
代表の吉田照哉さんが「サンデーサイレン
スに姿が重なる」とおっしゃっていたのを覚
えていて、体が柔らかくてグニャグニャした
タイプの馬体だと勝手に想像していました
が、実はそうではないようです。黒光りす
る毛色は似ていても、ロゴタイプは骨っぽ
くて、かなりしっかりとした馬体のつくりを
した馬であり、産駒にもその特徴は伝わっ
ています。同馬も前躯だけではなく後躯に
もふっくらと実が入って、前後のバランス
が良いです。実にコンパクトにまとまってい
ますし、まとまりすぎているとも言えるかも
しれません。早い時期からデビューするこ
とができ、２歳戦からマイルまでの距離で
スピードを生かして活躍するタイプでしょう。
パワーも兼ね備えているので、もしかする
とダートでも走る可能性はありますね。歩
く姿を見ても、スムーズに歩けていますし、
気性的に変に煩い面もなさそうです。父ロ
ゴタイプ自身が現役時代は長く人間と過ご
したこともあって、これといった悪さをしな
い優等生でしたので、同馬にも人間に（距
離感が）近い性格が伝わっているのではな
いでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　バランスが良くて雰囲気がいい馬で、ロゴタイプに似ている所もありま
すね。やはり自分が管理していたロゴタイプには思い入れが強くて、他に
も何頭か預かる予定ですが、繁殖牝馬によって産駒にどのような違いがあ
るか楽しみですね。種牡馬としては母方にサンデーが入っていて、どんな
血統にも対応できそうなイメージです。デビュー後の適性などは、自分は
競馬に乗っていた人間なので１歳夏の時点で想像するのは得意ではないの
ですが、調教が始まって背中を感じるのをとても楽しみにしています。ロゴ
タイプのような路線を歩んでいけるように、そこに向けてしっかり努力して
いくつもりです。

調教師コメント（美浦・田中剛調教師）

　母馬が高齢なのが気がかりでしたが、母自身は血統馬ですし、いい出
来の仔馬が生まれてこれは楽しみだと思いました。気性的にとても堂々と
しているところがあり、放牧地では他馬と一緒にのびのびとしたいい走りを
見せています。１歳夏までの成長はとても順調で、化骨等も問題なく進ん
でいます。血統面から見て、芝でスピードを生かした競馬をしてくれそうで
す。柔軟性が特徴の馬で、中距離くらいで一番いいパフォーマンスを見せ
るのではないでしょうか。生まれてから非常に順調に育ってきている血統
馬ということで、とても期待しています。

生産牧場コメント（ヤナガワ牧場・梁川氏）

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Famiiy
*ピンロックリー Pinlochle（01 A. P. Indy）米国産，北米１勝。本馬は第11仔。産駒

トーセンインディ（08 牝芦アドマイヤコジーン））北海道（公）２勝，中央１勝
トーセンワープ（10 牡鹿ディープインパクト）３勝

ウィスト Whis（t 94 Mr. Prospector）仏１勝。産駒
トリックテイカーTrick Taker（牝Capote）北米１勝。産駒

ミッション クリティカル Mission Critical（騸 *ファンタスティックライト）豪・ＮＺ４勝，Waikato
ワカニュイスタッド国際Ｓ-G1，ＢＴＣラフハビットプレート-G3，ＷＲＣウェリントンＳ-G3２着，
VRC Airplane Plate-L３着，ＡＲＣグレイトノーザンギニー-G2４着

ブリリアント ライト Brilliant Light（騸 *ファンタスティックライト）豪７勝，ＳＴＣエイジャックスＳ
-G2，ATC Doncaster Prelude-L，ＮＪＣニューマーケットＨ-G3２着，ＡＪＣドンカスターＨ
-G1３着，ＡＴＣエイジャックスＳ-G2４着

オールスリーズ All Cerise（牝Redoute's Choice）豪６勝，ＡＴＣアスピレイションＨ-G3２着，ＡＴ
ＣファーラップＳ-G2４着

ウィフルWhiffle（牝Red Ransom）英１勝。産駒
バッチ Bocce（騸Foxwedge）ＮＺ１勝，ARC Karaka Million 2yo-L３着，ＡＲＣシステマＳ-G1４着
コナブリーズKona Breeze（牝Sebring）豪１勝，MRC Chairman'sS-L２着

ワジド Wajd（87 Northern Dancer）仏４勝，エヴリ大賞典-G2，ミネルヴ賞-G3，ロイヤルオーク賞-G1３
着，ロワイヤリュー賞-G2３着，英独入着，ヨークシャーオークス-G1３着，バーデン大賞典-G1３着。
産駒
ネダウィ Nedawi：英３勝，英セントレジャー-G1，ゴードンＳ-G3，キングジョージ六世＆クイーンエリ
ザベスＳ-G1２着。種牡馬

フィットフルスカイズ Fitful Skies：仏独４勝，ハノーヴァー秋季牝馬賞-G3，北米入着，Ｅ.Ｐ.テイラー
Ｓ-G1２着

ウォールストリート Wall Street：英３勝，カンバランドロッジＳ-G3

母

祖母

曽祖母

募集馬番号 6

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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血統表

Famiiy

マストバイアイテムの19
19,800円一口価格：

2019年3月21日生 │ 黒鹿毛 │ 栗東・牧浦充徳廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,980万円】※2021年保険料 634円

水 上 学 の
血 統 解 説

マストバイアイテム（07 *アフリート）３勝。本馬は第４仔。産駒
ヨハン（16 牡鹿*ヨハネスブルグ）３勝，○現
ノーリス（18 牡黒鹿*アジアエクスプレス）未出走

ビッグマリーン（01 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ-OP２着。産駒
サンライズセナ（牡*カジノドライヴ）３勝，日進特別，○現  
サンライズポパイ（牡サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別
サンライズカラー（牡キングカメハメハ）２勝
ビッグブルー（牡*タートルボウル）１勝，○現
ロイヤルデジタル（牡*アグネスデジタル）南関東（公）３勝
マリーンジャングル（牝ジャングルポケット）兵庫（公）２勝

ドラゴンマリーン（96 *リアルシャダイ）２勝，黄菊賞。産駒
キャストロメファ：２勝

 *パーフェクトポイント Perfect Point（82 Nijinsky）米国産，北米８勝，Rumson H-L，Susquehanna 
H，ダイアナＨ-G2２着，Leixable S-L２着，クイーンシャーロットＨ-G2３着，ニューヨークＨ-G2３着，
アシーニアＨ-G3３着，ビウィッチＳ-G3４着。産駒
マジェスティックパーフェクションMajesticperfection：北米４勝

チャームスクール Charm School（70 Dr. Fager）不出走。産駒
カジョラリーCajolery：不出走。産駒

パースエイシヴ Persuasive：北米11勝，Rosenna S３着
エルジナElzina：北米入着。産駒

ジナコーズ Zina Cause：北米８勝，Inaugural H
カトラリーCutlery：北米１勝。産駒
ゴールドサーヴィスGold Service：北米１勝。産駒

ベンデルボンネット Bendel Bonnet：北米６勝，Bayou H-L３着
スペシャルスクールSpecial School：不出走。産駒

ベストドライヴァーBest Driver：北米１勝。産駒
ドライヴザアヴェニュー Drive the Avenue：北米17勝，KyAlta S２着

Mr.Prospector：M3×S5

Bold Reasoning

My Charmer

Secretariat

Lassie Dear

Grey Dawn

Relifordie

Crozier

Queenly Gift

Vice Regent

Mint Copy

Illustrious

Hail to Beauty

Mr.Leader

Blue Baroness

Mr.Prospector
Miss Ironside

Native Dancer

Raise You

Nashua

Sequence

Tom Fool

Venice

Green Ticket

Ways to Learn

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston’s Mill

Roberto

Desert Vixen

Nijinsky

Charm School

Seattle Slew

Weekend Surprise

Vigors

Linda Summers

Deputy Minister

Stick to Beauty

Hurry Up Blue

Sugar Gold

Raise a Native

Gold Digger

Venetian Jester

Friendly Ways

サンデーサイレンス

ミルレーサー

リアルシャダイ

パーフェクトポイント

A.P.Indy

Lovlier Linda

The Prime Minister

Sweet Blue

Mr.Prospector

Polite Lady

フジキセキ

ドラゴンマリーン

Old Trieste
栗毛　1995

Sweet Minister
鹿毛　1997

アフリート
栗毛　1984

ビッグマリーン
黒鹿毛　2001

シニスターミニスター
鹿毛　2003

マストバイアイテム
黒鹿毛　2007

　本馬はダートに振り切った配合と見てい
いだろう。父シニスターミニスターは、ご
存じのように産駒の大半の勝ち鞍がダート
で挙がっており、代表産駒はインカンテー
ション、キングズガード、ヤマニンアンプリ
メなど。そして母はダート短距離で3勝を
挙げ、叔父のサンライズセナはダート準オ
ープンで活躍中（2020年7月現在）。一族
にも、北米ダートで多数の勝利を収めた馬
が居並ぶ。
　母は短距離馬だったが、血統組成から
考えると、本馬の距離適性はマイル以上に
あるとみる。仕上がりは早めで、息の長い
活躍が見込めそうだ。ダートでオープンを
張り続ける力量を秘めている配合と言える
だろう。中央、地方を股にかけた活躍が楽
しみだ。

　私の著書「馬体は語る―最高に走るサラ
ブレッドの見つけ方―」の表紙写真は、ア
ロースタッドの放牧地で種牡馬シニスター
ミニスターが立ち上がった瞬間を、友人の
カメラマンが捉えたものです。単行本がお
手元にある方は、帯を外して見てもらいた
いです（宣伝ではありませんがマストバイア
イテムです）。美しく天に向かって立ち上が
っており、後肢の実の入りも素晴らしいです。
トモに力がなければあれだけきちんと立ち
上がることはできませんし、バランス感覚
に優れていなければ倒れてしまいます。こ
の写真を見るだけで、シニスターミニスタ
ーの身体能力の高さがうかがい知れるので
す。これが現役馬ではなく、種牡馬の馬体
でありバランス感覚なのだから恐れ入りま
す。同馬も父から優れた身体能力を受け継
いでいるはずで、前後躯にしっかりと実が
入り、馬体全体のフレームも大きく、重厚
で力強く、今にも天に向かって立ち上がり
そうですね。もちろんダートの短距離戦こ
そが絶好の舞台になりますが、身体能力の
高さゆえに、距離はマイル前後まではこな
せるのではないでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

シニスターミニスターの産駒は中距離ダートで活躍しているイメージがあ
りますが、本馬に関しても同じようなイメージを持っていて、ダートで走れ
そうなタイプだと思います。当歳で見たときに比べて、１歳夏を迎えて体
が大きくなってきて、胴体がゆったりした感じになってきました。胴が伸び
てゆったりした分、緩さはありますが、長い距離もこなせそうな印象を持
っています。馬格がしっかりしていて丈夫そうなイメージがあるので、ダー
ト中距離で活躍できるようであれば鞍数も多いですし、たくさん楽しんで
いただけるのではないかと思います。活躍出来るように頑張ります。

調教師コメント（栗東・牧浦充徳調教師）

母は種馬の特徴をよく伝える繁殖牝馬で、シニスターミニスター産駒の本
馬は、胴伸びがあって歩様がすごく柔らかく、まとまっている馬です。これ
までの産駒成績からダート向きの血統だと感じていたので、父との配合を
決めました。馬体の印象から距離はもつと考えているので、ダートの
1800ｍやそれ以上のところが主戦場になるかなと思います。１歳の夏で
470キロあるので、デビュー時には500キロを超えてくるでしょう。この血
統は息の長い活躍をしますが、それでいて奥手というわけでもありません。
２歳から走る馬もいますし、先々まで丈夫な血統だと思います。柔らかく
大きく動けるのが長所なので、しなやかさを保ったまま筋肉をつけて、長
めのダートで重賞クラスに届くような息の長い活躍をしてもらいたいと思い
ますし、楽しんでいただける馬に育てていきたいと思います。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 7

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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血統表

Famiiy

プレインズウーマンの19
24,200円一口価格：

2019年4月13日生 │ 栗毛 │ 栗東・寺島良廐舎 │ 谷川牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,420万円】※2021年保険料 775円

水 上 学 の
血 統 解 説

*プレインズウーマンPlainswoman（13 Zensational）亜国産，亜４勝，マヌエルＪ.ジラルデス賞-G3（Ｄ
1400ｍ），Premio Bayakoa-L２着，PremioLuis Monteverde-L２着，Premio Asociacion Coper-
ativa de Criadores-L３着。本馬が初仔

プレインティフ Plaintiff（96 Seeking the Gold）北米２勝。産駒
プラネタリア Planetaria（牝Successful Appeal）亜４勝，Clasico Francia-L３着
インサイト Insayt（牝Vindication）ロシア２勝，Zh.P.Pshukov S
ジェラネ Gearanai（牝Toccet）愛入着。産駒

ガランティード Guaranteed（牡Teofilo）愛３勝，エアフィールドＳ-G3，Silver S-L，バリーローンＳ
-G3２着，キラヴーランＳ-G3２着，ロイヤルウィップＳ-G3３着，ムーアズブリッジＳ-G2４着

サナーラ Sanaara（牝 Anabaa）不出走。産駒
テオバルド Theobald（騸Teofilo）愛５勝，アングルシーＳ-G3２着，タイロスＳ-G3２着

ティフド Tiffed（牝Seattle Slew）不出走。産駒
ノーヴィスアドヴェンタス Novis Adventus（騸New Approach）愛１勝，ガリニュールＳ-G3４着，カ
タール１勝，英障３勝

ディスピュート Dispute（90 Danzig）北米９勝，スピンスターＳ-G1，ケンタッキーオークス-G1，ベルデイム
Ｓ-G1，ガゼルＨ-G1，ボニーミスＳ-G2，マザーグースＳ-G1２着，ラフィアンＨ-G1２着（２回）。産駒
パーフェクトソリューション Perfect Solution：不出走。モービルソリューション Mobil Solution
（Joshua Radosevich Memorial S），ラピバ La Piba（West Virginia Senate President's 
Cup S）の母，ウエストコーストベル West Coast Belle（ゴールデンロッドＳ-G2，Rags to 
Riches S）の祖母

トラブリング Troubling：不出走。ノリンベルガ Norimberga（パセアナ賞-G2），ミーノック Mao-
ineach（ラウンドタワーＳ-G3）の祖母

ランニングディスピュート Running Dispute：不出走。キャントビーロング Can't Be Wrong（Texas 
Horse Racing Hall of Fame S）の母

Mr.Prospector：S4×M4

Raise a Native

Gold Digger

Nureyev

Pasadoble

トライマイベスト

Mill Princess

Blakeney

The Dancer

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

カンパラ

Severn Bridge

ノーザンテースト

シャダイフェザー

Fappiano

Gana Facil

Caro

Lucky Spell

Clever Trick

Over the Phone

フォーティナイナー

Fun Flight

Raise a Native

Gold Digger

Buckpasser

Broadway

Northern Dancer

Pas de Nom

Reviewer

Lovely Morning

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

Halo

Wishing Well

トニービン

ダイナカール

Unbridled

Trolley Song

Phone Trick

Tour

Mr.Prospector

Con Game

Danzig

Resolver

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ

Unbridled’s Song

Joke

Seeking the Gold

Dispute

キングカメハメハ
鹿毛　2001

アドマイヤグルーヴ
鹿毛　2000

Zensational
芦毛　2006

Plaintiff
黒鹿毛　1996

ドゥラメンテ
鹿　2012

プレインズウーマン
芦毛　2013

　本馬は、初年度産駒からコンスタントに
勝ち馬を出している超良血種牡馬のドゥラ
メンテが父、そして母は南米産ながら、本
来は北米、欧州で活躍馬を輩出しているワ
ールドワイドな牝系の出である。父方に芝
血統の種牡馬を掛けた方が走る傾向にある
牝系のようで、本馬はその点に合致した配
合だ。
ミスタープロスペクターのクロスが何本も
入っている強いインブリードが本馬の血統
組成の最大の特徴で、おそらくマイル以下、
それも短距離でスピードと切れを発揮する
はず。おそらくダートよりは芝が向くだろう。
短距離型の割には、3歳になってからのタ
イプだとは思うが、調子に波の少ない堅実
な馬になりそうだ。

　ドゥラメンテとルーラーシップは、父にキ
ングカメハメハを持ち、あの名牝エアグル
ーヴが祖母か母かの違いだけで、ほとんど
同じような血統構成の種牡馬です。しかし、
自身やその産駒たちに伝わる馬体は大きく
異なります。ドゥラメンテはエアグルーヴと
の間に母アドマイヤグルーヴをはさんでいま
すので、母のロングボディーが強く表に出
て、産駒の胴部には十分な伸びがあるので
す。本馬は腹回りにまだ余裕があるので分
かりづらいのですが、胴部には長さがあり
ますので、育成が進んで、デビューを迎え
る頃には、伸びやかな馬体へと成長するで
しょう。それゆえ距離は延びて良いはずで
すし、２０００ｍを超えるようなレースが合
っているのではないでしょうか。まだぼんや
りとした表情をしていますが、今の時期は
これぐらいで良いのではないでしょうか。動
かし始めると、ドゥラメンテの産駒らしいキ
リっとした面が出てくるはずです。古馬にな
ってから完成形を迎える馬であることを承
知の上で、ずばり狙いはオークスでしょう。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　現時点（2020年7月）では、ちょっと小柄ですが、バランスが良く肉付
きも良くてスピードがありそうな馬体をしていますね。ドゥラメンテ産駒は
全体的に、どちらかというと脚長で少し馬体が薄い感じの馬が多い印象で
すが、本馬は肉付きがいいですし、そういったイメージとはちょっと違う印
象がありますね。馬体を見た感じでは、芝のマイルくらいが一番合ってい
そうだなという雰囲気を感じます。夢のある血統だと思いますので、桜花
賞を目標に頑張ります。

調教師コメント（栗東・寺島良調教師）

　南アメリカで重賞を勝った繁殖牝馬の初仔です。配合相手には、現役
時代の活躍と産駒の出来を見て、ぜひ付けたいと思ってドゥラメンテを選
びました。生まれたばかりのときはいかにも初仔らしいところがありました
が、１歳になって成長著しく、バランスが良くなってトモの筋肉の付き方を
含めて頼もしい馬になってきたなと思います。後ろ脚、臀部のあたりの肉
付きは父に似ていますね。気性は前向きで、自ら前に前に歩いて行くよう
なタイプ。芝ダートは両方こなせそうですが、もしかたらダートの傾向が
強く出る可能性もありそうです。距離はマイルあたりが良さそうですが、
気性面に応じて変わってくるでしょう。重賞勝ち馬の産駒なので、本馬も
大きいところを目指したいですね。YGGさんとのお付き合いは初めてです
が、皆さんと喜べるような馬になってもらえればいいなと思います。

生産牧場コメント（谷川牧場・谷川氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 8

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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血統表

Famiiy

ロフティーエイムの19
24,200円一口価格：

2019年3月10日生 │ 青鹿毛 │ 栗東・飯田祐史廐舎 │ 社台コーポレーション白老ファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,420万円】※2021年保険料 775円

水 上 学 の
血 統 解 説

ロフティーエイム（02 *サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ-JPN3（芝1800ｍ），同-G3５着，檜原湖特
別（芝2000ｍ），函館記念-JPN3２着，福島記念-JPN3４着。本馬は第11仔。産駒
スマッシュ（10 牝黒鹿キングカメハメハ）入着。産駒

モルフェオルフェ（牝オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ（芝1600ｍ），○現
ビーウィッチド（12 牝鹿*ハービンジャー）１勝
エイムアンドエンド（15 牡鹿エイシンフラッシュ）２勝，共同通信杯-G3３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3
５着，○現

テキーラ（16 牡栗*ノヴェリスト）東海（公）２勝
ロフティーピーク（17 牝鹿*ヘニーヒューズ）２勝，○現
エイムトゥルー（18 牡青鹿エイシンフラッシュ）未出走

*ウィッチフルシンキングWitchful Thinking（94 Lord Avie）米国産，北米12勝，パッカーアップＳ-G2，
ニジャナＳ-G3，ジャストアゲイムＢＣＨ-G3，イーゴンマイルＳ-G3，National Jockey Club Oaks-L，
AppalachianS-L，First Lady S-L，ボールストンスパＢＣＨ-G3２着，HerecomesthebrideS-L２着，
River Downs Breeders' Cup H-L２着。産駒
メーデイア（牝キングヘイロー）４勝，南関東・石川○交６勝，ＪＢＣレディスクラシック-JPN1，レディスプ
レリュード-JPN2，ＴＣＫ女王盃-JPN3（２回），スパーキングレディーＣ-JPN3，マリーンＣ-JPN3

マンティスハント（牝Deputy Minister）入着。産駒
サングレーザー（牡ディープインパクト）７勝，札幌記念-G2，同２着，マイラーズＣ-G2，スワンＳ

-G2，仲秋Ｓ，道新スポーツ賞，天皇賞 -G1２着，マイルチャンピオンシップ-G1３着，○現
ゴーハンティング（騸フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別
クロスボウ（牡ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，京成杯-G3４着，障１勝
バイマイサイド（牡ステイゴールド）３勝，鳴滝特別，○現

カレンマーガレット（牝ネオユニヴァース）４戦。産駒
パンプキンズ（牡スターリングローズ）岩手（公）７勝，ダイヤモンドＣ，東北優駿，寒菊賞，○現

クロス：なし

Raise a Native

Gold Digger

Nureyev

Pasadoble

Agio

Promised Lady

Espresso

Almyra

Literat

Surama

Stanford

Prairie Belle

Kris

Double Lock

Konigsstuhl

Monacchia

Turn-to

Nothirdchance

Cosmic Bomb

Almahmoud

Promised Land

Pretty Ways

Montparnasse

Edelweiss

Sir Gaylord

Miss Glamour Gal

Gallant Man

Evilone

What a Pleasure

Out in the Cold

Wardlaw

Ask for the Moon

Mr.Prospector

Miesque

Lombard

Anatevka

Surumu

Prairie Darling

Sure Blade

Majoritat

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Lord Gaylord

Avie

Exuberant

Halloween

Kingmambo

Allegretta

Platini

Midnight Fever

Halo

Wishing Well

Lord Avie

Halloween Joy

キングズベスト
鹿毛　1997

ムーンレディ
黒鹿毛　1997

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

ウィッチフルシンキング
鹿毛　1994

エイシンフラッシュ
黒鹿毛　2007

ロフティーエイム
鹿毛　2002

　本馬の母ロフティーエイムは、福島牝馬
Ｓを勝ち函館記念2着と活躍、また近親に
はダートの交流重賞を勝ちまくったメーデ
イア、札幌記念やマイラーズＣを勝ち、秋
の天皇賞で2着したサングレーザーらがい
る名門の牝系だ。また本馬の父エイシンフ
ラッシュは、ご存じのようにダービー馬で、
種牡馬としてはここまで大物産駒こそ出て
いないものの、コンスタントに芝中距離を
主戦場に結果を出し続けている。
　父母双方の適性から、本馬もおそらく将
来的には小回りコースで強さをより発揮し
そうな器用なタイプで、得意な舞台なら大
崩れしないだろう。適性は芝2000ｍ前後、
意外と仕上がりも早く、かなり丈夫で長持
ちのタイプとみる。

　サラブレッドの仕上がりの早さは、肉体
的なものだけではなく、気性的な部分にも
大きく影響を受けます。たとえ肉体的には
しっかりして走れる状態にあっても、馬自
身に走る前向きな気持ちが出てこないと結
果は出ませんし、その逆もしかりです。走
ることに対して前向きな気持ちがなければ、
調教でも動いてくれませんから、肉体的に
仕上がるのにも時間が掛かってしまいます。
エイシンフラシュの産駒は、気性的に最初
から放っておいてもガッと前向きに走るタイ
プの馬が多く、仕上げに手間取ることがほ
とんどありません。同馬は首差しから胸前、
肩にかけての前駆が力強く、いまにも走り
出しそうな雰囲気を漂わせていますね。黒
光りする毛艶の良さからは、薄い皮膚感も
伝わってきて、育成をスタートさせるやすぐ
に戦闘態勢に入れそうな完成度の高さです。
胴部に長さはありますが、重心がやや低い
体型でもあるため、芝のマイル戦や前後の
距離で早い時期から活躍してくれるのでは
ないでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

　目を引くような好馬体をしている馬ですね。放牧地での走りを見ると、とて
も軽い走りで運動神経がいいのがわかります。軽快に駆けている反面、制御
が利いていない雰囲気も感じました。エイシンフラッシュ産駒はトレセンで見
ていても引っ掛かる馬が多いイメージがあり、本馬も気性面には注意が必要
かもしれません。育成場と連携して上手く育ててあげたいですね。半姉はヘ
ニーヒューズ産駒ながら芝でも活躍していますので、父がエイシンフラッシュ
となる本馬には、やはり芝での活躍を期待したくなります。１頭に寄り添って
丁寧にという方針の廐舎なので、本馬も大事に管理していきたいと思います。

調教師コメント（栗東・飯田祐史調教師）

　重賞勝ち馬の母は500キロくらいで競馬をしていて、産駒もサイズ面でし
っかりした馬が多いですね。全兄は２頭いますが、馬体のバランスや走りが
評価されて続けての配合となりました。お兄さんも２頭とも500キロ近い立
派な馬格をしていて、本馬も月齢を考えると同じくらいのサイズになりそう。
牝馬ということで、筋肉量に加えてしなやかさや柔軟性も感じますね。普段
から気の強さや物事に対する敏感さを見せますが、そこは競走馬としてはい
いことだと思います。人に対しては従順な面を見せていますよ。兄たちは２
歳でデビューしているので、２歳の夏や秋を目標に調整したいですね。血統
的には芝の中距離くらいが守備範囲になってくるのかなと思います。動きの
柔らかさとバランスの良さが目を引くグッドルッキングホースです。お兄さん
は重賞好走、母は重賞勝ち馬ということで期待値は高いと思っています。

育成牧場コメント（追分ファームリリーバレー・井上氏）

母

祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集馬番号 9

芝 ダ

短 長

早 晩

コース適性

距離適性

成長
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Sire 種牡馬解説

Broodmare Sire 母父解説

アフリート
●1984年生　栗毛　加国産
●競走成績　ジェロームＨ（ＧⅠ）、ペンシルヴァニアダービー（ＧⅡ）、トボガンＨ（ＧⅢ）
●主な産駒／母の父として：ニシケンモノノフ（ＪＢＣスプリント）、ノボジャック（ＪＢＣス
プリント）、サイドワインダー（関屋記念）、モルトベーネ（アンタレスＳ）、ナムラタイタ
ン（武蔵野Ｓ）／父として：プリモディーネ（桜花賞）、プリエミネンス（浦和記念）、バ
ンブーエール（ＪＢＣスプリント）、スターリングローズ（ＪＢＣスプリント）

ウェイオブライト
●1996年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　仏グランクリテリヨム（ＧⅠ）
●主な産駒／母の父として：ブルーガーディアン、デニストン（サッポロクラシックＣ２着）
／父として：Gothic Marian（ＳＡＪＣサウスオーストラリアンオークスＧⅡ３着）、
Light Shine（ＳＡＪＣサイアーズプロデュースＳＧⅢ２着）、ニホンピロザプラウ、ブル
ーポラリス

サクラバクシンオー
●1989年生　鹿毛　早来産
●競走成績　スプリンターズＳ（ＧⅠ）２回、スワンＳ（ＧⅡ）、ダービー卿ＣＴ（ＧⅢ）、クリ
スタルＣ（ＧⅢ）
●主な産駒／母の父として：キタサンブラック（ジャパンＣ、有馬記念、菊花賞）、モンド
キャンノ（京王杯２歳Ｓ）、ハクサンムーン（セントウルＳ）、キタサンミカヅキ（東京盃）、
ビアンフェ（函館２歳Ｓ）／父として：グランプリボス（ＮＨＫマイルＣ）、ビッグアーサ
ー（高松宮記念）、ショウナンカンプ（高松宮記念）、シーイズトウショウ（セントウルＳ）

サンデーサイレンス
●1986年生　青鹿毛　米国産
●競走成績　ケンタッキーダービー（ＧⅠ）、プリークネスＳ（ＧⅠ）、ＢＣクラシック（ＧⅠ）
　米年度代表馬
●主な産駒／母の父として：ドゥラメンテ（日本ダービー）、アーモンドアイ（ジャパンＣ）、
ローズキングダム（ジャパンＣ）、スクリーンヒーロー（ジャパンＣ）、ロゴタイプ（皐月
賞）／父として：ディープインパクト（日本ダービー）、ネオユニヴァース（日本ダービー）、
マツリダゴッホ（有馬記念）、マンハッタンカフェ（有馬記念）

パイロ
●2005年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　フォアゴーＳ（ＧⅠ）、ルイジアナダービー（ＧⅡ）、ノーザンダンサーＳ（ＧⅢ）、

リズンスターＳ（ＧⅢ）
●主な産駒／父として：デルマルーヴル（名古屋ＧＰ）、ラインカリーナ（関東オークス）、
ビービーバーレル（フェアリーＳ）、シゲルカガ（北海道スプリントＣ）

フォーティナイナー
●1985年生　栗毛　米国産
●競走成績　トラヴァーズＳ（ＧⅠ）、米シャンペインＳ（ＧⅠ）、米フュチュリティＳ（ＧⅠ）、
ハスケル招待Ｓ（ＧⅠ）
●主な産駒／母の父として：エポカドーロ（皐月賞）、High Yield（米ホープフルＳ）、テ
イエムジンソク（東海Ｓ）、トレイルブレイザー（京都記念）／父として：Editor's Note
（ベルモントＳ）、マイネルセレクト（ＪＢＣスプリント）、ユートピア（マイルＣＳ南部杯）、
コロナドズクエスト（トラヴァーズＳ）

A.P. Indy
●1989年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　ベルモントＳ（ＧⅠ）、ＢＣクラシック（ＧⅠ）、サンタアニタダービー（ＧⅠ）、
ハリウッドフュチュリティ（ＧⅠ）
●主な産駒／母の父として：カレンミロティック（金鯱賞）、ケイアイエレガント（京都牝
馬Ｓ）、ヒカルアマランサス（京都牝馬Ｓ）、Super Saver（ケンタッキーダービー）、
Cloud Computing（プリークネスＳ）／父として：シンボリインディ（ＮＨＫマイルＣ）、
Rags to Riches（ベルモントＳ）、Bernardini（プリークネスＳ）

Monarchos
●1998年生　芦毛　米国産
●競走成績　ケンタッキーダービー（ＧⅠ）、フロリダダービー（ＧⅠ）、ベルモントＳ（ＧⅠ）
３着
●主な産駒／母の父として：Dream Dancing（デルマーオークス）、Awesome Sky
（ケンタッキージョッキークラブＳＧⅡ３着）、ダイトウキョウ（さくらんぼ特別）、カウニ
スクッカ（松島特別）／父として：Informed Decision（マディソンＳ）、Win Willy（オ
ークローンＨ）、Moyer's Pond（オハイオダービー２着）、Fifth Avenue（アディロン
ダックＳ２着）

Zensational
●2006年生　芦毛　米国産
●競走成績　パットオブライエンＳ（ＧⅠ）、ビングクロスビーＳ（ＧⅠ）、トリプルベンドＨ（ＧⅠ）
●主な産駒／父として：エイシンスパルタン（春雷Ｓ、スワンＳ３着）、Emmajestic（北
米 グルーピドールＳＧⅢ２着）、フリアアステカ（アルゼンチン・ラプラタオークスＧⅠ）、
プレインズウーマン（アルゼンチン・マヌエルＪギラルデス賞ＧⅢ）

ドレフォン
●2013年生　鹿毛　米国産
●競走成績　米9戦6勝　米チ
ャンピオンスプリンター
　ＢＣスプリント（ＧⅠ）、フォア
ゴーＳ（ＧⅠ）、キングズビショ
ップＳ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2018年から供
用中
●主な産駒　2021年に初年度
産駒がデビュー

米エクリプス賞を２年連続で受賞した父ジオポンティの初年度産駒として注目され、１
歳セールでは45万ドルで落札された。２戦目で初勝利を挙げる。発馬直後のダッシュで
ハナに立ち、そのまま押し切るスタイルを確立し、３歳時はＢＣスプリントなど４戦４勝。
エクリプス賞牡馬チャンピオンスプリンターを受賞した。４歳時にはフォアゴーＳを４馬
身差の楽勝。次走のＢＣスプリント（６着）を最後に現役を引退した。引退後は日本での
種牡馬入りが決定。初年度から２０７頭の繫殖牝馬を集めた。産駒はセールでも好評
価を集めており、初年度産駒デビュー後の活躍が期待されている。

上田美貴子

ロゴタイプ
●2010年生　黒鹿毛　千歳産
●競走成績　日香ＵＡＥ30戦6
勝　最優秀２歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、安田記念（Ｇ
Ⅰ）、朝日杯フューチュリティＳ
（ＧⅠ）、スプリングS（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2018年から供
用中
●主な産駒　2021年に初年度
産駒がデビュー

２歳６月の函館でデビュー勝ち。11月のベゴニア賞をレコードタイムで制して２勝目をあ
げると、朝日杯ＦＳに優勝。重賞初制覇をＧⅠで飾り、最優秀２歳牡馬に選出された。
３歳時には休み明けのスプリングＳを勝利すると、続く皐月賞でエピファネイアを抑えて
レコードタイムで優勝。２冠を目指した日本ダービーはキズナの５着と敗れた。その後は
中距離重賞の常連として善戦を続けていたが、４～５歳時は未勝利に終わった。６歳に
なりダービー卿ＣＴ2着から臨んだ安田記念では、モーリスを下して復活の勝利を挙げ、
ＧⅠ３勝目を手にした。７歳時に現役を引退すると父ローエングリンの後継として種牡馬
入り。サドラーズウェルズ父系から登場した快速馬として期待され、１００頭近い種付頭
数を記録した。

上田美貴子

エスポワールシチー
●2005年生　栗毛　門別産
●競走成績　日米40戦17勝
　フェブラリーＳ（ＧⅠ）、ジャパ
ンＣダート（ＧⅠ）、マイルＣＳ
南部杯（ＪｐｎⅠ）３勝、かし
わ記念（ＪｐｎⅠ）３勝などＧⅠ
９勝　２年連続ＪＲＡ最優秀ダ
ートホース

●種牡馬成績　2014年から供
用中　2017地方新種牡馬ラ
ンキング1位
●主な産駒　ヴァケーション（全
日本２歳優駿）、メモリーコウ
（マリーンＣ２着）、ヤマノファイト（羽田盃）、ショーム（バレンタインＳ）など

デビュー８戦目の初ダートで２勝目をあげると４連勝でオープン入り。初めての重賞、ＧⅠ
への挑戦では健闘にとどまったが、その後はジャパンカップダート、フェブラリーＳなど
５つのＧⅠを含めて重賞を６連勝。父ゴールドアリュールに初のＧⅠタイトルをもたらした。
５歳秋には米国に遠征しＢＣクラシックにも挑戦した（10着）。３歳春にデビューし、８
歳秋まで40戦17勝。大きなケガやアクシデントに見舞われることなく「無事是名馬」を
体現する競走生活を送った。種牡馬入り後はダート適性が高い産駒を数多く送り出して
いる。

©優駿

シニスターミニスター
●2003年生　鹿毛　米国産
●競走成績　米13戦2勝
　ブルーグラスＳ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2008年から本
邦にて供用中

●主な産駒　ヤマニンアンプリメ
（ＪＢＣＬクラシック、クラスタ
ーＣ）、マイネルバサラ（浦和
記念）、キングズガード（プロ
キオンＳ、マイルＣＳ南部杯３
着）、インカンテーション（武蔵
野Ｓ、マーチＳ、平安Ｓ）など

３歳１月の２戦目で２着に８馬身差をつける初勝利。ＧⅠ初挑戦となったブルーグラスＳで
は２着に12馬身3/4の差をつけて圧勝した。続くケンタッキーダービーでは上位人気に
支持されたが、16着と大敗。その後は勝ち星をあげられなかったが、２戦の強烈な勝
ちっぷりが評価され日本で種牡馬入りを果たした。産駒はダートに適性を示し、インカ
ンテーションをはじめダート重賞で優勝した産駒も多い。08年に56だった種付け頭数
が18年には164まで増えており、実績が上がるにつれて種牡馬としての評価が年々上が
っているエーピーインディ系の人気種牡馬。

©株式会社ジェイエス

ドゥラメンテ
●2012年生　鹿毛　安平産
●競走成績　日ＵＡＥ9戦5勝　
最優秀3歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、日本ダービー
（ＧⅠ）、中山記念（ＧⅡ）、ドバ
イシーマクラシック２着（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供
用中
●主な産駒　2020年に初年度
産駒がデビュー

父キングカメハメハ、母アドマイヤグルーヴ（その母エアグルーヴ）という超良血馬として
デビュー前から注目を集める。デビュー戦は出遅れて２着となるも、２戦目で初勝利。
３歳初戦のセントポーリア賞で２勝目を挙げる。共同通信杯２着から挑んだ皐月賞では、
強烈な末脚を見せて見事に優勝。日本ダービーはレースレコードで優勝し２冠馬となった。
その後は骨折で休養し、４歳時にはドバイに遠征（２着）。帰国後の宝塚記念のレース
後に故障が判明し、引退種牡馬入りとなった。良血馬だけに馬産地での期待・人気はす
さまじく、初年度、２年目と産駒が200頭近く誕生している。

上田美貴子

アルデバランⅡ
●1998年生　鹿毛　米国産
●競走成績　米英25戦8勝　米
チャンピオンスプリンター
　メトロポリタンＨ（ＧⅠ）、フォ
アゴーＨ（ＧⅠ）、サンカルロス
Ｈ（ＧⅠ）などＧⅠ・３勝
●種牡馬成績　2009年から本
邦にて供用中

●主な産駒　ダンスディレクター
（シルクロードＳ）、ダノンゴー
ゴー（ファルコンＳ）、Main 
Sequence（ＢＣターフ）、ト
ーセンラーク（クローバー賞）
など

父が名種牡馬ミスタープロスペクター、母は英愛３歳牝馬チャンピオンという良血馬で、
祖母、半弟もＧⅠを制している。現役時代はスピードを武器に芝・ダートで実績を上げ、
2003年にはＧⅠを３勝し米チャンピオンスプリンターに輝いた。25戦して５着以下は２
戦のみという堅実派だった。引退後は米国で種牡馬入りした後、2008年に日本へ。ダ
ノンゴーゴー、ダンスディレクターが短距離で結果を残す一方、米国に残してきたMain 
Sequenceは芝12ハロンのＢＣターフに優勝。産駒は様々な舞台に適性を見せている。

日本軽種馬協会

エイシンヒカリ
●2011年生　芦毛　新ひだか
産

●競走成績　日仏英香15戦10
勝
　イスパーン賞（ＧⅠ）、香港Ｃ
（ＧⅠ）、毎日王冠（ＧⅡ）、エ
プソムＣ（ＧⅢ）
●種牡馬成績　2017年から供
用中
●主な産駒　2020年に初年度
産駒がデビュー

デビューは３歳４月と遅れたが、破竹の５連勝で素質をアピール。逃げ馬としてのスタイ
ルを確立し、４歳時にはエプソムカップ、毎日王冠を連勝。天皇賞（秋）に駒を進めた。
同レースでは９着と敗れたが、次走は香港に遠征し、香港カップを見事に優勝。レース
レコードで逃げ切り、ＧⅠ初制覇となった。翌年にはフランスに渡り、イスパーン賞で10
馬身差の圧勝劇を披露。当時１位のレーティングを獲得した。父ディープインパクト、
母の父ストームキャットと同配合のキズナが2019年のファーストシーズンサイアーチャン
ピオンに輝いており、エイシンヒカリにも大きな期待が寄せられている。

エイシンフラッシュ
●2007年生　黒鹿毛　千歳産
●競走成績　日香ＵＡＥ27戦6勝
　日本ダービー（ＧⅠ）、天皇賞・
秋（ＧⅠ）、毎日王冠（ＧⅡ）、
天皇賞・春（ＧⅠ）２着、有馬
記念（ＧⅠ）２着、クイーンエ
リザベスⅡ世Ｃ（ＧⅠ）3着
●種牡馬成績　2014年から供
用中　2017新種牡馬ランキ
ング4位
●主な産駒　エイムアンドエンド
（共同通信杯3着）、カリオス
トロ（橘Ｓ）、コスモイグナー
ツ（アイビーＳ）など

２歳時は４戦２勝の成績を残すと、年明けの京成杯を制して重賞初制覇。皐月賞３着の
あとに臨んだ日本ダービーでは、32秒７という驚異の上がりタイムで差し切って優勝。
ダービー馬の栄誉を手にした。４歳時は勝ち星を挙げられなかったが、５歳の天皇賞・
秋でＧⅠを２勝目。天覧競馬で復活し強烈な印象を残した。2014年から種牡馬になる
と初年度から200頭以上の種付けをこなした。産駒の重賞制覇は叶っていないが、特
別戦の勝ち馬は着実に増やしており今後の活躍にも期待は大きい。
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※お申込月が2020年11月以降の場合、2021年保険料のお支払いは初回請求月になります。
※1頭の募集馬に複数口お申し込みの場合、競走馬出資金額を分割回数で割るため、記載されております分割金額と異なる場合がございます。
　お支払いいただく競走馬出資金額に変わりはありません。
※クラブポイントを使用して出資した場合、分割表に記載の金額とは異なります。

ブルーポラリスの19

13,200円

５月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600
13,200

4月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600

3月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400

2月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300

1月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,800

12月
1,400
1,600
1,800
2,200

11月
1,400
1,600
2,400

10月
1,400
2,000

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

2,000
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：1

一口価格：

2021年保険料出資金：423円
※11月27日に自動引き落とし

ドリーミングバードの19

7,700円

５月
800
900
1,100
1,200
1,500
1,900
2,500
3,800
7,700

4月
800
900
1,100
1,200
1,500
1,900
2,500
3,900

3月
800
900
1,100
1,200
1,500
1,900
2,700

2月
800
900
1,100
1,200
1,500
2,000

1月
800
900
1,100
1,200
1,700

12月
800
900
1,100
1,700

11月
800
900
1,100

10月
800
1,400

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

1,300
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：2

一口価格：

2021年保険料出資金：247円
※11月27日に自動引き落とし

マネーペニーの19

26,400円

５月
2,900
3,300
3,700
4,400
5,200
6,600
8,800
13,200
26,400

4月
2,900
3,300
3,700
4,400
5,200
6,600
8,800
13,200

3月
2,900
3,300
3,700
4,400
5,200
6,600
8,800

2月
2,900
3,300
3,700
4,400
5,200
6,600

1月
2,900
3,300
3,700
4,400
5,600

12月
2,900
3,300
3,700
4,400

11月
2,900
3,300
4,200

10月
2,900
3,300

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

3,200
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：3

一口価格：

2021年保険料出資金：845円
※11月27日に自動引き落とし

ブルーボサノヴァの19

13,200円

５月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600
13,200

4月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600

3月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400

2月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300

1月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,800

12月
1,400
1,600
1,800
2,200

11月
1,400
1,600
2,400

10月
1,400
2,000

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

2,000
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：4

一口価格：

2021年保険料出資金：423円
※11月27日に自動引き落とし

ピンロックリーの19

6,600円

５月
700
800
900
1,100
1,300
1,600
2,200
3,300
6,600

4月
700
800
900
1,100
1,300
1,600
2,200
3,300

3月
700
800
900
1,100
1,300
1,600
2,200

2月
700
800
900
1,100
1,300
1,800

1月
700
800
900
1,100
1,400

12月
700
800
900
1,100

11月
700
800
1,200

10月
700
1,000

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

1,000
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：6

一口価格：

2021年保険料出資金：212円
※11月27日に自動引き落とし

マストバイアイテムの19

19,800円

５月
2,200
2,400
2,800
3,300
3,900
4,900
6,600
9,900
19,800

4月
2,200
2,400
2,800
3,300
3,900
4,900
6,600
9,900

3月
2,200
2,400
2,800
3,300
3,900
4,900
6,600

2月
2,200
2,400
2,800
3,300
3,900
5,100

1月
2,200
2,400
2,800
3,300
4,200

12月
2,200
2,400
2,800
3,300

11月
2,200
2,400
3,000

10月
2,200
3,000

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

2,200
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：7

一口価格：

2021年保険料出資金：634円
※11月27日に自動引き落とし

ロフティーエイムの19

24,200円

５月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,000
12,100
24,200

4月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,000
12,100

3月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,200

2月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,200

1月
2,600
3,000
3,400
4,000
5,000

12月
2,600
3,000
3,400
4,200

11月
2,600
3,000
3,800

10月
2,600
3,200

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

3,400
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：9

一口価格：

2021年保険料出資金：775円
※11月27日に自動引き落とし

プレインズウーマンの19

24,200円

５月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,000
12,100
24,200

4月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,000
12,100

3月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,000
8,200

2月
2,600
3,000
3,400
4,000
4,800
6,200

1月
2,600
3,000
3,400
4,000
5,000

12月
2,600
3,000
3,400
4,200

11月
2,600
3,000
3,800

10月
2,600
3,200

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

3,400
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：8

一口価格：

2021年保険料出資金：775円
※11月27日に自動引き落とし

シンラバンショウの19

13,200円

５月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600
13,200

4月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400
6,600

3月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300
4,400

2月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,600
3,300

1月
1,400
1,600
1,800
2,200
2,800

12月
1,400
1,600
1,800
2,200

11月
1,400
1,600
2,400

10月
1,400
2,000

9月

5月27日4月27日3月27日2月27日1月27日12月27日11月27日10月27日9月27日

2,000
請求月

自動振替日

８月申込（９回払い）
９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：5

一口価格：

2021年保険料出資金：423円
※11月27日に自動引き落とし

競走馬出資金支払分割表 （単位：円）
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費用について

分配について

費用について

分配について

会員システム

ベーシック会員

ありません

1名（1法人）につき月額 3,300円（税込）
●出資口数にかかわらず定額です。
●新規ご入会の方は申込月の翌月分よりお支払いいただきます。
●出資馬が全て引退して出資馬が不在の場合も、退会のお申し出がある
まで月会費は発生します。

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
●一括払い、分割払い（最大9回、申込月により変動。分割払い一覧表
は24～25ページを参照）のどちらかのお支払い方法をお選びください。
（例：ブルーポラリスの19の場合、一口13,200円）

一口あたり 月額600円
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、募集口数の1000口で除したものが
1口あたりの維持費出資金です。

●維持費出資金の支払い義務は2歳1月分から引退する月の分まで発生し
ます。募集馬に2歳1月以降に出資された場合、2歳1月分からお申込
月分までの維持費出資金を遡ってお支払いいただきます。

●出資馬が引退する際、それまでの維持費出資金の合計から預託料の実
績額を控除して余剰金がある場合、分配いたします。

各募集馬ページの「保険料」をご参照下さい。
●年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。
（例：ブルーポラリスの19の場合、2021年は一口423円）

諸経費の支払いは毎月27日に銀行口座よりお引き落としとなります。
●クラブより請求書を発行いたしますので、新規ご入会時のみ14日以内
にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担くだ
さい）

入会金

ベーシック会員月会費

競走馬出資金

維持費出資金

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配対象額は、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分
配の方法により分配致します。いずれも分配計算月の翌月27日（金融
機関が休業日の場合は翌営業日）に会費や馬代金等のお支払い金額と
相殺した金額をご指定の口座へお振込み致します。

●原則として分配計算月の翌月15日前後に分配金の明細を記載した『精
算書』を送付いたします。

【月次分配】･･･出走した月の翌月27日にお支払い
●賞金、補助金等
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金

【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）
●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した月会費、維持費出資金、保険料出資金、競走馬出
資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保致し
ます。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ありません

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
※分割払いはございません。一括でお支払いいただきます。

一口あたり7,200円 ※初回1年分
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、運用開始から1年分の12ヶ月分を掛
けたものを募集口数の1000口で除したものが1口あたりの維持費出資
金です。

●運用期間中に維持費出資金が不足した場合は、獲得賞金等の分配対象
額から充当いたします。

年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。

一口あたり3,300円（税込）※初回のみ
●購入手数料として、匿名組合契約成立時に一括でお支払いいただきま
す。運用期間が延長した場合でも追加の費用はかかりません。

１名（１法人）につき3,300円（税込）
●出資口数にかかわらず定額です。
●2021年より毎年、年1回11月にお支払いいただきます。

お申込みいただきましたらクラブより請求書を発行いたしますので、14
日以内にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担
ください）

入会金

維持費出資金

購入手数料

年会費

ライト会員お支払い金額早見表（一口あたり）

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配は毎年4月27日にご指定の口座へお振込み致します。
※手数料はクラブが負担します。

●原則として毎年4月15日前後に分配金の明細を記載した『精算書』を
送付いたします。※電磁的交付の準備が出来た後は電磁的方法により
交付致します。
【月次分配】･･･ありません
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●賞金、補助金等
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金
【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）

●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した購入手数料、維持費出資金、保険料出資金、競走
馬出資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保
致します。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ライト会員

ブルーポラリスの19

ドリーミングバードの19

マネーペニーの19

ブルーボサノヴァの19

シンラバンショウの19

ピンロックリーの19

マストバイアイテムの19

プレインズウーマンの19

ロフティーエイムの19

募集馬名 初回お支払い

ドリーミングバードの19

ブルーボサノヴァの19

ピンロックリーの19

プレインズウーマンの19

24,123円

18,447円

37,745円

24,123円

24,123円

17,312円

30,934円

35,475円

35,475円

３歳時分

10,923円

10,747円

11,345円

10,923円

10,923円

10,712円

11,134円

11,275円

11,275円

４歳時以降

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

10,500円

募集馬番号

お支払い期限 お申込日より
１４日以内

2021年
11月27日

毎年
11月27日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

※毎年11月27日が次年度分の諸費用のお支払い期限となります。

競走馬出資金
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YGG OWNERS CLUB
YGGOWNERSCLUBP

会員システムQ&A クラブポイント

ライト会員

ベーシック会員

ポイントサービスは適用されるの？ポイントサービスは適用されるの？Q

A
適用されます。
出資金の５％のポイントが付与され、次回出資時に1ポ
イント＝1円として使用することができます。

ライト会員にはポイントサービスの適用はありません。

ライト会員

ベーシック会員

支払いはいつするの？

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その後は、月会費や維持費出資金等を毎月、お支払い
いただきます。

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その他の費用は、年１回、翌年分の維持費と保険料、
年会費をお支払いいただきます。

ライト会員

ベーシック会員

分配金はいつ貰えるの？

愛馬がレースで稼いだ賞金などの分配は、翌月に受け
取ることができます。

年1回、4月末ごろに前年分の配当金がまとめて振り込
まれます。

ライト会員

ベーシック会員

郵便物は送られてくるの？

毎月お送りする精算書のほか、会報誌、大事なお知ら
せなどをお送りしています。

原則としてございません。
精算書などの書面はWEB上で閲覧が可能です。
※システム完成後から（2020年秋ごろ予定）

ライト会員

ベーシック会員

記念写真は貰える？

●出資記念写真
●愛馬優勝時の記念写真
　をプレゼントいたします。

有料にて購入することができます。

ライト会員

ベーシック会員

いつから出資できるの？

出資受付をスタートしたその日から出資が可能です。

出資受付をスタートしたその日から出資が可能です。

ライト会員

ベーシック会員

どの募集馬に出資できるの？

すべての募集馬にご出資いただけます。

すべての募集馬にご出資いただけます。

ライト会員

ベーシック会員

この会員システムのメリットは？

●複数頭、複数口に出資しても月会費は一律。
●競走馬出資金の分割払いが可能。
●配当金がその都度、受け取れる。
●記念写真や会報誌が手元に届く。

●1頭から、1口から気軽に始められる。
●支払いは年1回だけで毎月の支払いがない。
●月会費がない。

　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。

※クラブポイント制度はベーシック会員にのみ適用されます。　※ライト会員にはクラブポイントは付与されません。

●クラブポイントとは？

●競走馬出資金以外の維持費出資金や月会費等には、クラブポイントは付与さ
れません。

●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付与されます。

●このポイントは原則として精算書発行月の10日（ご出資いただいた競走馬代
金のご請求月の10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。

●クラブポイントは、1ポイント＝1円換算で、次回以降の新規の競走馬出資金
への充当のみ使用できることとします。

●クラブポイントは新規出資の際にご使用いただけるものですので、クラブポ
イント付与対象となった競走馬出資金の分割払い分にこれを充当することは
できません。

●通常のクラブポイントの有効期限はありません。期間限定ポイントは、ポイ
ント付与時にそれぞれ設定される有効期限内でご利用いただけます。ポイン
ト付与時に設定された有効期限内にご利用にならなかった場合、期間限定ポ
イントは失効します。

　またクラブポイントの現金への引き換え、および第三者への譲渡はできませ
ん。

●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、クラブポイントをクラブ所
定の方法により充当させていただきます。

ご注意点

支払いはいつするの？Q

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
A

いつから出資できるの？Q

出資受付をスタートしたその日から出資が可能です。
A

記念写真は貰える？Q

●
A

どの募集馬に出資できるの？Q

すべての募集馬にご出資いただけます。
A

Q

●
A

分配金はいつ貰えるの？Q

愛馬がレースで稼いだ賞金などの分配は、翌月に受け
A

郵便物は送られてくるの？Q

毎月お送りする精算書のほか、会報誌、大事なお知ら
A

●クラブポイント表

ブルーポラリスの19を
8月に5口申し込むと・・・

例えば

早期出資キャンペーン

早く申し込むほどお得！ 
最大で10％のクラブポイントを付与!!
●2020年12月31日迄のお申込みで通常ポイント５％に加えさらに５％付与!!!

10%

5%

分割払い

ポイント付与率

10%

5%

一括払い

2020年08月

2020年09月

2020年10月

2020年11月

2020年12月

2021年1月以降

申込月

10%

6,600ポイント付与

出資金66,000円×0.1

一括払い・分割払い
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クラブサービス

電話・E メールでお問い合わせ

●お電話にてお問い合わせいただく場合  
　電話 03-6693-0360 FAX 03-6693-0278
●Ｅメールにてお問い合わせいただく場合   

　info@ygg-owners.jp

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当スタッフが直接お答えいたします。

※都合によりご提供でき
　ない場合があります。

※ 会員規約5. （6）GⅠ競走優勝に係わる「祝賀会費用預り金」及び「祝賀会費用精算金」
　 をご参照ください。

※お申し込み方法は、ホームページ、クラブ会報誌をご参照ください。

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員

ライト会員ベーシック会員（WEB閲覧システム完成後）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円or500円）

ベーシック会員

会員の皆様には様々な特典・サービスをご用意しています。
ホームページでの近況情報配信をはじめ、勝馬写真撮影（口取り）への参加、イベントなどで、
競馬をより身近に感じていただき、充実したクラブライフをご提案していきます。

※ライト会員の場合、対象とならないサービスがあります。　※サービス内容は変更となる場合があります。

クラブ公式ホームページではご愛馬に関する情報をお届けいたします。

http://ygg-owners.jp 
（ログインIDとパスワードはご入会時にお知らせいたします）

●クラブ公式ホームページ

クラブ公式ホームページにおいてクラブインフォメーションを不定
期にお伝えしておりますが、その他に、クラブ所属馬の情報やクラ
ブからのお知らせ情報（内容はホームページと同じです）をメールに
てお届けするサービスを実施しております。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報を
ご変更ください。

●クラブインフォメーションメール配信サービス

クラブ公式ホームページにおいてご愛馬の近況や調教時計などの情
報を曜日ごとにお伝えしておりますが、その他に、ご愛馬ごとの入廐、
出走確定及びレース結果などの情報（内容はホームページと同じで
す）をメールにてお届けするサービスを実施しております。ご愛馬に
主だった動きがあった場合、メールでお知らせいたします。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報をご変
更ください。

●ご愛馬メール配信サービス

隔月10日にクラブ会報誌
「HORSE LOVER」をお
届けいたします。

※ご愛馬の様子をリポートする
他、レース結果等を掲載して
おります。

※祝祭日の関係等により、発送
が遅れる場合があります。

●クラブ会報誌

競走馬出資金完納後に送付いたします。

※ライト会員の場合は発行がございません。
　公式HPマイページ内でご確認いただけます。

●出資馬証書

ご愛馬がレースで着用したゼッケンを抽選でプレゼントいたします。

●ゼッケンプレゼント

ご愛馬がＧⅠ（JpnⅠ）競走に出走し優勝した場合、当該出資馬の管
理調教師、担当廐務員、騎手等をはじめとして、ご愛馬に携わる関
係者をお招きしたパーティーを開催いたします。

●優勝記念祝賀パーティー

競走馬名の募集期間中にご応募いただいた中からクラブが選定し、
出資者の皆様の投票により決定いたします。命名者の方には命名証
およびデビュー戦に出走した際のゼッケンをプレゼントします。

※デビュー戦のゼッケンとならない場合がございます。また、馬体状況等によりレ
ースに出走しない場合がございます。

●ご愛馬へのネーミング

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、ゴール前写真（L 版）と口取
り写真（2L版）を原則優勝翌月の発送物に同封してお届けいたします。
なお、GⅠ（JpnⅠ）レースに出走し優勝した場合、記念品を制作して
お届けいたします。

●優勝記念写真

ご出資いただいた際、ベーシック
会員に愛馬の写真（カタログ掲載
のもの）をプレゼントいたします。
ライト会員はご希望の場合に有料
でご用意いたします。

●出資記念写真　

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、競馬場で実施される勝馬写
真撮影（口取り）にご参加いただけます。事前のお申し込みにより、
一般競走は10名様、重賞競走の場合は20名様までのご参加とさせて
いただきます。（地方指定交流競走は除く）

●優勝時の勝馬写真撮影（口取り）へのご参加

新規にご入会を検討されている方や新たにご出資を検討中の会員の
皆様にご参考となるよう、また、ご愛馬を実際にご覧いただけるよ
うデビューに向けて調整されている募集馬の調教見学会を不定期に
開催しております。

●牧場見学ツアー、調教見学会

JRA施設に在廐している場合、ご愛馬を見学することはできませんが、
育成牧場などへの見学を希望する場合はクラブにお問い合わせくだ
さい。

※牧場によっては見学できない場合もありますので、ご了承ください。

●ご愛馬・募集馬の牧場見学
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入会・出資
手続完了

支払・書類
の送付

出資馬
確定

ご入会・出資申し込みの手順

募集受付
（出資申し込み）

2020年8月27日12:00～
～各募集馬満口となり次第締切

新
規
会
員

既
存
会
員

ご入会・出資申し込みに際しては、41ページからの｢競走用馬ファンド会員規約｣を必ずお読み頂き、
契約内容等を充分ご理解の上、お申し込みください。

入会申込書、出資馬申込書、本
人確認書類、アプラス預金口座
振替依頼書(ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、クラブ
までご送付ください。

※残口のある募集馬への出資の受付は、入廐、
もしくは産地馬体検査を受検する時点の数
日前、もしくはクラブが設定した日をもち
まして締切とさせていただきます

お申し込み方法

・出資申込書郵送受付
・ホームページのマイページ
　内より受付

お申し込み方法

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書
・請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資金等のお支払いは毎月27日に
銀行口座よりお引き落とし（お申し
込み月の翌月）となります。
・月会費や出資馬に係る費用を記載
した「精算書」を、原則として毎月
15日前後に送付いたします。

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

初回金のご入金の確認ができましたら、
ご入会月の翌月に下記の書類を本人確
認書類記載の住所に簡易書留にて送付
します。

・会員証

・会員証
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匿名組合契約における利益分配の際の源泉徴収について入会申込書記入例

クラブ法人と愛馬会法人、愛馬会法人と会員の方との間に「匿名組合契約」が締結されています。
よって会員の方が分配金を受け取るまでに、下記の源泉徴収が行われます。

●源泉徴収について
必要事項を記入し、指定箇所にご捺印の上、｢本人確認書類｣を添付し、返信用封筒に同封し、ご送付ください。

●記入例

源泉徴収の対象とはなりません。「愛馬会法人」を経由して
会員の方にそのまま分配されます。

●出資返戻金

入会申込書、出資馬申込書、本人確認書類（※氏名、現住所が確認できる運転免許証等の写し等）、アプラス預金口座振替依頼書（ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、ご送付ください。 
※新規入会に際し、本人確認をさせていただきます。

●申込書の送付

「クラブ法人」⇒「愛馬会法人」及び「愛馬会法人」⇒「会員
の方」に分配する際に、20.42%の源泉徴収が発生します。

個人・法人お選びください。

●利益分配金

賞金等分配時に「出資返戻金」の限度額を算出し、獲得賞金分配対象額のうち、「出資返戻金」の限度額を超えた金額
が「利益分配金」となります。

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」の区分計算方法

★③の「会員源泉税」が、会員の方が支払われている源泉徴収所得税となります。
★①及び②で控除された源泉徴収所得税は、年次分配にて会員の方に分配致します。
（分配時に継続して会員である方のみとなります。）
★②及び③の源泉徴収所得税は、分配金全てが課税対象となるわけではなく、「出資返戻金」と「利
益分配金」に区分計算し、「利益分配金」に対してのみ、20.42%の源泉徴収が発生致します。

① JＲＡ等がクラブ法人に賞金を支払う際の源泉徴収（ＪＲＡ源泉税）
② クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の源泉徴収（クラブ法人源泉税）
③ 愛馬会法人が会員の方に分配する際の源泉徴収（会員源泉税）

累積出資金額 競走馬出資金＋維持費出資金累計額
＋海外遠征出資金累計額＋祝賀会費用出資金累計額

前月までの
出資返戻金累積額当月競走馬簿価

利益分配金出資返戻金

クラブ法人源泉税、
会員源泉税を源泉徴収し分配

源泉徴収せず
そのまま分配

競走馬出資返戻金

賞金獲得分配対象額

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」

●「出資返戻金」限度額の計算式

「競走馬出資金」×100/110－「出走月までの減価償却累計額」
※出走月までの減価償却累計額＝競走馬の取得価額÷48×2歳4月から出走月までの月数
※競走馬の減価償却は4年（48ヶ月）です。

アパート・マンション名、
ビル名、号棟、部屋番号等
まで詳しくご記入ください。

電話番号、メールアドレス
は必須となります。

送付先を勤務先にご指定い
ただいた場合でも、犯罪収
益移転防止法の規定による
確認郵便が一度ご自宅へ送
付されます。

金融機関届印でなくても結構です

本人確認を行うにあたり、
申告が必須となります。

競走馬出資金

維持費出資金累計額

保険料出資金累計額

海外遠征出資金累計額

祝賀会費用出資累計額

前月までの
出資返戻金累計額

当月競走馬簿価

出資返戻金限度額

「運転免許証」等、ご本人様の氏名、現住所が確認できる書類の写しを同封し、ご
送付ください。なお、確認書類の住所が現住所と異なる場合は、現住所が確認でき
る書類（公共料金の請求書の写し等）を同封し、ご送付ください。

「登記簿謄本、または登記簿抄本、もしくは印鑑証明書」の
いずれかの写しと、「代表者の上記公的証明書」の写しの双方
が必要となります。

お申し込みが個人の場合 お申し込みが法人の場合
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確定申告について

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た
全ての収入から必要経費を差し引いて「課税の対象となる所得」を算
出し、その額に応じた税率を適用して所得税の額を計算し、翌年の所
定の期間（毎年2月中旬～3月中旬）に確定申告書を提出して、源泉徴
収された税金（会員源泉税）などの過不足を精算する手続きです。全
ての会員の皆様が、確定申告の必要があるわけではありませんが、所
定の条件（右記「確定申告が必要な方とは？」を参照）に当てはまる方
は、確定申告が必要となります。従って、確定申告が必要な方は、ク
ラブから会員の皆様に利益分配金をお支払いする際に徴収する源泉徴
収所得税は20.42%ですが、各個人の税率は、その方の1年間の所得
額により異なりますので、申告して過不足を精算することになります。

●確定申告とは？
給与所得者の場合、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要
になります。また、次のいずれかにも当てはまらず、確定申告の必要
がない方でも、確定申告して過不足を精算することはできます。

①給与の収入金額が2000万円を超える方

②給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各
種の所得金額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

③給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金
額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受
けた方

⑤災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受け
た方

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給
与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないことにな
っている方

●確定申告が必要な方とは？
レースに出走して第1着から第5着となった場合、競馬番組記載の本賞が交付されます。

●本賞金

第1着本賞金に表1の比率を乗
じて得た額（1万円未満の金額
については四捨五入）の出走奨
励金が交付されます。ただし、
第1着馬の競走に要した時間よ
り、表2に定める時間を超えて
決勝線に到達した場合には交
付されません。

●出走奨励金

芝コースにおいて行う距離
1,800ｍ以上の平地競走に出
走した場合、第１着馬につい
ては表3のとおり、第2着馬か
ら第10着馬については表3の
金額に表4の比率を乗じて得た
金額が交付されます。

（1）内国産馬奨励賞
表5に定める平地競走の出走馬
がサラブレッド系の内国産馬
であった場合、表5のとおり内
国産馬奨励賞が交付されます。

（2）内国産牝馬奨励賞
表6に定める平地競走の出走馬
が内国産の牝馬であった場合、
表6のとおり内国産牝馬奨励賞
が交付されます。ただし、当
該競走が牝馬のみが出走でき
る競走であった場合は交付さ
れません。

●内国産馬所有奨励賞

●距離別出走奨励金

所得税では、原則として個人の所得を給与所得や雑所得など、合計
10種類に区分しており、匿名組合契約に基づく所得は「雑所得」にな
ります。課税方法は、確定申告により他の所得と合算して所得税を計
算する「総合課税」となります。
※競走馬出資金に対するポイントなどの割引を受けた金額は、運用開
始年度の利益として雑所得内で損益通算されます。

●所得の種類と課税方法

月次分配 （運用終了精算分配） 年次分配 （翌年4月に分配）

JRA源泉税精算金の分配

計算期分（1月1日～12月31日）を翌年4月27日にお支払い

「JRA源泉税」をクラブ法人が
還付を受けた後、分配します

翌月27日にお支払い

JRA・NAR

ＪＲＡ源泉税

賞金

クラブ法人
出資返戻金

愛馬会法人
出資返戻金

利益分配額

クラブ法人
出資返戻金 利益分配額

徴収

徴収

徴収 徴収

利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税

JRA源泉税精算金

クラブ法人源泉税精算金

会員源泉税

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税精算金の分配
「クラブ法人源泉税」を愛馬会法人が

還付を受けた後、分配します

愛馬会法人で立替え、
源泉徴収前の金額が会員様への

分配対象となります

徴収

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

●賞金等分配等の流れ

※確定申告用資料は年1回クラブからお送りします

会員源泉税 会員源泉税

賞金システム  ※2020年8月1日現在

2%

─

第10着

3%

─

第8着

6%

6%

第8着

7%

7%

第7着

8%

8%

第6着

重賞競走／重賞競走以外の平地オープン競走

その他の競走

競走

●表1

40%

第2着

●表4

25%

第3着

15%

第4着

10%

第5着

8%

第6着

7%

第7着

6%

第8着

3%

第9着

2%

第10着

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

平地の新馬および未勝利競走

3秒

3秒

4秒

─

4秒

4秒

5秒

─

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

3秒

4秒

5秒

8秒

4秒

5秒

6秒

10秒

右欄に掲げる競走以外の競走

1,400m以下

1,400m超2,000m未満

2,000m以上

平地競走
（オープン競走を除く）

障害競走（特別競走を除く）

競走

●表2

260万円

140万円

1,800ｍ超

140万円

80万円

1,800ｍ

重賞競走以外のオープン競走

３勝クラス競走

２勝クラス競走

1勝クラス競走（特別競走に限る）

３（４）歳以上

競走

●表3

380万円

200万円

2,000ｍ超

2歳

3歳

2歳

3歳春季

3歳夏季

１勝クラス

GⅠ競走

GⅠ競走以外の重賞競走

リステッド競走

その他のオープン競走

３勝クラス

２勝クラス

競走

●表5

第1 第2着 第3着 第4着 第5着

GⅠ競走以外の重賞競走

その他のオープン競走

２勝クラス

2歳

400万円

300万円

250万円

230万円

150万円

120万円

100万円

70万円

170万円

130万円

130万円

100万円

50万円

160万円

120万円

100万円

92万円

60万円

48万円

40万円

28万円

68万円

52万円

52万円

40万円

20万円

100万円

75万円

63万円

58万円

38万円

30万円

25万円

18万円

43万円

33万円

33万円

25万円

13万円

60万円

45万円

38万円

35万円

23万円

18万円

15万円

11万円

26万円

20万円

20万円

15万円

8万円

40万円

30万円

25万円

23万円

15万円

12万円

10万円

7万円

17万円

13万円

13万円

10万円

5万円

2・3歳

3（4）歳以上

新馬

未勝利

2歳

3歳

2歳

3歳（春季競馬）

競走

●表6

新馬

未勝利

第1着 第2着 第3着

3歳

140万円

80万円

90万円

50万円

56万円

32万円

36万円

20万円

35万円

20万円

23万円

13万円

第4着

21万円

12万円

14万円

8万円

第5着

14万円

8万円

9万円

5万円
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（１）芝コースにおいて行う距離1,800ｍ以上の平地競走〔３（４）歳以上馬競走に限る〕に出走した馬にあっては70,000円、
障害競走に出走した馬にあっては10,000円、２歳の競走に出走した馬にあっては30,000円を加えた金額が交付され
ます。 

（２） 競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した６歳以上の収得賞金500万円以下の馬（収得賞金200万円未満の
馬を除く）は120,000円が減額されます。 

（３） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下のいずれかに該当した場合には、規定の金額の半額が交付され
ます。

　　　・平地競走に出走した５歳以上の収得賞金２００万円未満の馬
　　　・第４回中山競馬、第２回中京競馬、第４回東京競馬、第４回京都競馬、第４回新潟競馬、第３回福島競馬、第３回中

京競馬の平地競走に出走した3歳の未出走馬および未勝利馬 
（４） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走において第８着より後の着順となった馬が、当該競走の第１着馬の競走の走破

タイムより所定の秒数を超えてゴールした場合には、（１）～（３）の規定による金額の半額が交付されます。 
（５） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下の各号のいずれかに該当する馬には交付されません。
　　　・平地競走に出走した４歳以上の未出走馬および未勝利馬
　　　・失格馬
　　　・未出走馬および未勝利馬が自己条件より上位の平地競走に出走し、タイムオーバーとなった場合

第2着馬および第3着馬がいない場合

第3着馬がいない場合

上記以外の場合

競走

●表7

第1 第2着 第3着

第3着馬がいない場合

100%

80%

70%

─

20%

20%

─

─

10%

●表8

重賞競走

重賞競走以外の特別競走

１勝以上の競走

新馬・未勝利競走
一般競走

442,000円

433,000円

431,000円

421,000円

第1第1
本賞金

7,000,000円賞金内容
特別出走手当
451,000円

内国産馬奨励賞
1,700,000円

馬主賞金合計
9,151,000円

JRA源泉税
686,193円

進上金
1,740,000円

YGGホースクラブ取得額
6,724,807円

消費税
673,727円控除内容

クラブ手数料
261,000円

クラブ法人源泉税
5,189円

YGGオーナーズクラブ取得額
5,784,891円

会員源泉税
4,129円

会員分配総計
5,780,000円

一口あたり分配額（1/1000）

5,780円

特別競走および重賞競走の特
別登録料については、その総
額を表7の割合をもって第1着
馬から第3着馬に交付されます。

●付加賞
JRAの施設内（トレセン、競馬
場、JRA 管轄下の輸送中等）
でのケガなどで３カ月以上休
養する場合には、見舞金が支
給されます。ただし、場合に
よって支給されなかったり、
減額となる場合があります。

●事故見舞金

JRAの競走馬登録を抹消する
際、抹消給付金・付加金が次の
とおり給付されます。

●競走馬登録抹
　給付金・付加金

事故見舞金・競走馬登録抹消給付金・付加金　※2020年8月1日現在

競走に出走した場合、表8のと
おり特別出走手当が交付され
ます。（ただし、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
以外の競走において第8着より
後の着順となった場合には、
当該金額から10,000円を減じ
た金額が交付されます）

●特別出走手当

※ブルーポラリスの19が2歳6月の東京競馬の新馬戦（芝1600m）で優勝した場合

●分配金算出例 ※実際の分配金と異なる場合があります。

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

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

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

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

競走中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

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

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

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

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

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

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

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、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

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、肩跛行及び寛跛行により、
ひき続き6カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合

競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により
９カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

事故の種類

630万円

615万円

590万円

585万円

375万円

370万円

340万円

335万円

295万円

290万円

230万円

225万円

600万円

145万円
（未出走馬には支給しない）

300万円

見舞金の額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

事故番号

5走以上

3・4走

2走

1走

未出走

4歳
5歳
～5/31 6歳以上

190万円

170万円

135万円

110万円

100万円

2歳
3歳
～4/19

220万円

200万円

165万円

140万円

130万円

135万円

115万円

80万円

55万円

45万円

5歳
6/1～

150万円

130万円

95万円

70万円

60万円

3歳
～12/31

165万円

145万円

110万円

85万円

75万円

3歳
～7/26

180万円

160万円

125万円

100万円

90万円

3歳
～5/31

215万円

195万円

160万円

135万円

125万円

（１）タイムオーバーに該当した競走も「出走」とみなされます。
※初出走時にタイムオーバーとなった場合は出走とみなされません。

（２）入廐日数が（原則として）通算60日未満の場合、また事故見舞金１～４号・13～15号を受給する場合は支給対象外となります。
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第1条　定義
本規定は、株式会社YGGオーナーズクラブ（以下「クラブ」といいま
す。）が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント
（以下「クラブポイント」といいます。）について、適用ルールを定め
るものです。

第2条　クラブポイントの付与
1.　クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定
める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。

2.　クラブポイントは、競走馬出資金の5％に相当する額を1円=1ポ
イントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、 小数
点以下のポイントについては切り捨てとします。

3.　本条第1項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会
員が現実に支払った金額とし、下記（1）から（3）の金額につい
ては、ポイント付与の対象から除外します。
 （1）出資割引券などによる競走馬出資金の割引金額
 （2）クラブポイントを使用した金額
 （3）分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降
に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金

4.　対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いっ
たん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。

第3条　クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
1.　クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月15日前後に発行
する「精算書」において、クラブポイント付与数及び当該時点ま
での累積クラブポイント数を記載します。

2.　クラブポイントは、付与された旨が記載された毎月の精算書の発
行日に発生するものとし、発生日翌日以降の新規出資の申込みか
らこれを使用できるものとします。

 

第4条　クラブポイントの有効期限
１．通常のクラブポイントの有効期限はありません。
２．期間限定ポイントは、ポイント付与時にそれぞれ設定される有効
期限内でご利用いただけます。ポイント付与時に設定された有効
期限内にご利用にならなかった場合、期間限定ポイントは失効し
ます。

 

第5条　クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与
率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済
みのクラブポイントには何ら影響しません。
 

第6条　クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを
第三者に譲渡することはできません。

 
第7条　権利の喪失
退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に
付与されたクラブポイントを喪失するものとします。

第8条　クラブポイントの使用方法について
1.　付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日翌日以降新規申
込みの競走馬出資金に充当することができます。

2.　付与されたクラブポイントは、新たに出資する際の競走馬出資金
にのみご使用いただけます。

3.　クラブポイントは、1ポイント＝1円として使用することができま
す。

4.　複数の馬に同時にお申込みの場合は、クラブポイントをクラブ所
定の方法により充当させていただきます。

5.　その他、クラブが指定することにより、クラブポイントを充当す
ることができる対象が増える場合があります。その場合は都度、
会員にご案内いたします。

  
第9条　本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。

◎ポイント付与対象額の計算の仕方
　募集価格－クラブポイント＝ポイント付与対象額

クラブポイント利用規定

競走用馬ファンド会員規約
匿名組合契約の契約締結前（時）交付書面

顧客は、競走用馬ファンドの匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます。）を
締結します。本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契
約期間が終了するまでの間、本書面を保存ください。

発行者：株式会社YGGオーナーズクラブ
（作成年月日：2020年8月24日）
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◎会員は当該出資馬に関する権利義務（商品投資受益権や維持費出資義務等）は第三者に
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条の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・営業所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いては、会員規約（2020年8月24日改定のもの、以下「会員規約」
といいます）に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先に
ついては『2020年度募集馬会員募集のご案内』に記載されています。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。
◎会員規約は、金融商品取引法第37条の３に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法
第37条の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、契約終了まで保管するようにしてください。
◎出資申込みの方法には、イ．『出資申込書』を送付する方法、ロ．電話（口頭）による申込み、
ハ．インターネット（※電話、インターネットでのお申し込みは会員のみ）による方法と
があります。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』として出資会員に金融商品取引出資契約書を郵送通知し、この通知日をもって
契約締結を確認することとします。
◎営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、契
約締結時の交付書面、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法に
より提供するものとします。顧客は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契
約締結に際して予め承諾するものとします。

◎顧客（会員）は、愛馬会法人が交付する『2020年度募集馬会員募集のご案内』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（「NAR」は予定となります。）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・褒賞金の３%（その他では、賞品売却分配金に関
わる事務経費20,000円［税別］です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及び
その他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走
馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等をベーシック会員
は毎月、ライト会員は毎年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、提供者が募集価格の5％相当額（税込）で買い戻す特約があり
ます（死亡や競走能力喪失の場合は別に規定）。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条の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。

【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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1．愛馬会法人及びクラブ法人
（1）愛馬会法人　　
・商　　号：株式会社YGGオーナーズクラブ　　
・住　　所：東京都千代田区岩本町2丁目16番5号岩本町TUCビル6階
・代 表 者：福原聡　　
・登録番号：関東財務局長（金商）第2842号　　
・資 本 金：8,100万円　　
・主要株主：株式会社YGGDRASILL（100％）　　
・他に行っている事業：該当なし
（2）クラブ法人　　
・商　　号：株式会社YGGホースクラブ　　
・住　　所：東京都千代田区岩本町2丁目16番5号岩本町TUCビル6階
・代 表 者：福原晃　　
・登録番号：関東財務局長（金商）第2843号　　
・資 本 金：2,000万円　　
・主要株主：福原晃（50％）、株式会社YGGDRASILL（50％）　　
・他に行っている事業：該当なし

2．会員から出資された財産の運用形態
顧客は、愛馬会法人の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となりま
す（以下「会員」または「出資会員」という。）。会員と愛馬会法人
との間の匿名組合契約及び愛馬会法人とクラブ法人との匿名組合契
約を通じて行われる競走用馬（または「競走馬」という）への出資、
運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。
①　顧客（会員）は、まず、ベーシック会員またはライト会員（以下「ベ

ーシック会員」、「ライト会員」という。）のいずれかを選択しま
す。但し、すでに他の競走用馬への出資に際してベーシック会
員を選択された方は、ベーシック会員として取り扱うものとい
たします。

②　会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、愛馬会法人との
匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金を愛馬会法人に
支払う。

③　愛馬会法人は、この出資金をもって競走用馬（本書面において「当
該出資馬」という。）を取得する。

④　愛馬会法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出
資馬を日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」という。）及び地方競馬
全国協会（以下「ＮＡＲ」という。「NAR」は予定となります。）
に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。

⑤　クラブ法人は、当該出資馬をＪＲＡ等（※ＮＡＲが管轄する地
方競馬に登録・在籍（予定）させる場合があり、この詳細につ
いては、後述「25．地方競馬での運用と地方転籍について」を
参照。）の競走に出走させることにより運用する。

⑥　クラブ法人は、当該出資馬をＪＲＡ等の競走に出走させること
により得られた賞金（※後述「13．⑹①」参照）その他収入か
ら諸経費等を控除した額（本書面において経費等を控除した額
は「分配対象額」という。）を、愛馬会法人に対して支払う。

⑦　愛馬会法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に
対して分配する。

⑧　会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金（以下「競走馬
出資金」という。）のほか、維持費出資金、その他の追加出資金
（後述「5．」参照）を支払う。分配対象額は、一定の基準（後
述「15．」記載のとおり）に従い出資返戻金（出資の返還）と利
益分配額に区分計算します。愛馬会法人は、この分配作業を月
次において行い、ベーシック会員に対しては分配（以下「月次
分配」という。）し、ライト会員に対しては収支に帰属させます。

　　分配対象額のうち、ＪＲＡ等がクラブ法人に支払う賞金からは、
源泉徴収が行われます（以下「ＪＲＡ等の源泉徴収」という。）。
また、愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資
は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から愛馬会法
人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20％
（復興特別所得税を含めると20.42％）が源泉徴収されます（以
下「クラブ法人の源泉徴収」という。）。

　　「ＪＲＡ等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は
愛馬会法人に帰属しますが、計算期間（※後述「12．⑹」参照）
終了後において、クラブ法人及び愛馬会法人の各々の決算にあ
たって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「ＪＲＡ
等の源泉徴収」を、愛馬会法人が「クラブ法人の源泉徴収」を
受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源
泉税精算相当額として愛馬会法人から会員に分配されるものと
します。この分配作業は年次において行い、一定の基準（※後
述「15．」記載のとおり）に従い出資返戻金と利益分配額に区分
計算して会員に分配します（以下「年次分配」という。）。

　　当該出資馬について、やむを得ない理由によりＪＲＡ等の競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはＪＲＡ等の競走馬登録
を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場
合には、愛馬会法人は運用終了時における分配作業を行い、一
定の基準（※後述「15．」記載のとおり）に従い出資返戻金と利
益分配額に区分して会員に分配します（以下「運用終了精算分
配」という。）。

　　なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・
運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものでは
ありません。

　　愛馬会法人は、ベーシック会員に対して月ごとの計算期間（当
該月の1日から31日）末日に会員への分配金・追加出資金・未
分配金の額等をまとめ、原則として翌月15日前後に通知します。
　

3．愛馬会法人への入会（新規に入会される方はよくお読みください）
⑴　入会資格と入会手続
　　募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、愛馬会法人に入

会して会員資格を取得していただく必要があります。本書面を
熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。但し、
未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁（停）
止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみな
される者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力で
ないことを表明、確約します（次項⑵を参照）。また、顧客自ら
の事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があると愛馬会法人
が判断した場合、入会をお断りする場合があります。そのほか、
本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思わ
れる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、
分配等に関わる愛馬会法人と会員間の通信事務が滞る恐れが生
じる、もしくは愛馬会法人が行う源泉徴収において国内居住者
と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、
入会をお断りすることがあります。　

　　本書面『2020年度募集馬会員募集のご案内』に『入会申込書』
及び『出資馬申込書』を同封しています。

　　『入会申込書』
　　『出資馬申込書』
　　『本人確認書類』添付（※運転免許証等のコピー）
　　『口座振替依頼書』
　　に必要事項（なお、顧客専用でかつパソコンまたはスマートフ

ォンで利用できる電子メールアドレスを提供いただけない場合
には登録が認められません。）の記入等を行ない、愛馬会法人に
送付してください。または、WEB入会申込フォーム（予定）よ
り同様の手続きを行なってください。登録の可否については愛
馬会法人から通知します。

　　『会員証』の発行は、後述「4．（2）『会員証』の送付」記載のと
おり、出資馬の商品投資契約成立後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4．（3）会員資格の喪失及
び遅延利息の支払等」に記載しています。

⑵　暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
①　顧客（会員）は、現在または将来にわたって、次に揚げる反社

会勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
　　・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会

44 45



屋もしくは社会運動等標榜ゴロ
　　・その他前記に準ずる者
②　顧客（会員）は、自らまたは第三者を利用して次に揚げる事項

に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
　　・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
　　・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務

を妨害する行為
　　・その他前記に準ずる行為
③　顧客（会員）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは

②の各種に該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約
に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知によ
り会員資格を失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切顧客（会
員）の責任とします。

⑶　「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
①　犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）

に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の
顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。した
がって愛馬会法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか
否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所（自宅）
に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの
方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。

②　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、
ヤマトシステム開発株式会社が愛馬会法人に代って行います。
当該マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収
についての官公庁への届出事務に限って使用されます。

4.　商品投資受益権の販売に関する事項
⑴　出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
①　出資申込の方法等　
　　会員は、『出資馬申込書』に必要事項を記入して送付、あるいは

ＷＥＢ出資申込フォームよりお申込ください。（初めて出資され
る会員は前述「3．愛馬会法人への入会」の書類もあわせて送付
してください）出資馬が決定した場合には、愛馬会法人は、会
員に対して『出資申込結果通知書』及び『請求書』を送付します。

②　お支払いの方法
　　i.　ベーシック会員で初めて出資される会員及びライト会員の場

合
　　愛馬会法人より出資契約成立後に送付する『出資申込結果通知

書』及び『請求書』に記載している後述「④『出資申込結果通知書』
及び『請求書』の記載事項」の金額を愛馬会法人が指定の納入
期日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるよ
うお振込ください。（振込手数料は会員負担となります）

　　ii.　それ以外の会員の場合
　　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりますの

で、会員指定の金融機関口座に振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は「精算書」発行月と同月の27日となりま
す。（金融機関が休業日の場合は翌営業日）なお、自動振替の手
続きが完了していない会員は、「精算書」に記載されている金額
を振替日と同月の27日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）
までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお
振込ください。（振込手数料は会員負担となります）

③　ご注意
　　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません（※後述「13．⑸」参照）。また、契約成立から契
約終了までの間に中途解約を行う場合、後述「10．」に記載のと
おり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養
先につきましては、『2020年度募集馬会員募集のご案内』に記載
しています。本書面並びに『2020年度募集馬会員募集のご案内』

をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご
理解のうえ、出資をお申込みください。

④　『出資申込結果通知書』及び『請求書』の記載事項
　　ⅰ　基本的な記載項目
　　○競走馬出資金：1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格につ

いては『2020年度募集馬会員募集のご案内』に明記しています。
　　一括払いの場合には全額を記載しております。
　　分割払い（ベーシック会員のみ）の場合の分割回数は最大10回

です。
　　但し、分割払いの場合には、当該出資馬が2歳5月までに分割払

いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、出
資のお申込み時期により短縮されます。例えば、1歳9月に商品
投資契約が成立した場合は8回。翌月の10月なら7回、11月なら6
回の分割払い回数が原則となります。なお、当該出資馬の運用
開始は2歳１月１日からとなりますので（後述「12．⑷」及び「13．
⑸」参照）、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運
用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合（分
割払い制度に基づく未払分を含む。）には、会員はかかる未払い
競走馬出資金（募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分
を控除した残額）を愛馬会法人に対し納入することを要します。
後述「5．⑶」に記載する保険金を受ける場合など、保険金を含
む運用終了精算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当され
ます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれを愛
馬会法人に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる
場合、当該残余金は会員に分配されます。また、競走馬出資金
の支払金額については、後述「4．（8）」記載の「クラブポイン
ト制度」に該当する場合、所定の計算により算出された相当額
が競走馬出資金に充当されます。※クラブポイント制度は分割
払いと併用いただけます

　　○一般会費：
　　①月会費（ベーシック会員のみ）※後述「5.（1）」参照。
　　②年会費（ライト会員のみ）※後述「5.（1）」参照。
　　○購入手数料（ライト会員のみ）：※後述「5.（7）」参照。
　　○維持費出資金（飼養管理相当額）：※後述「5．（2）維持費出資金」

参照。
　　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※	後述「5．（3）保険

料出資金（競走馬保険料相当額）」参照。
　　○海外遠征出資金（海外遠征時のみ）：※後述「5.（4）」参照。
　　○事故見舞金返還義務出資金：※後述「5.（5）」参照。
　　○ＧＩ・ＪｐｎＩ競走優勝に係わる祝賀費用：※後述「5.（6）」参照。
⑵　『会員証』の送付
　　愛馬会法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後『会員証』（※

新規会員に限ります）を送付します。
⑶　会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
①　会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、愛馬会法人指定の納入期日ま
でに支払いを履行しない場合、愛馬会法人は会員に対して、当
該債務額に対して年率20％の割合による延滞利息の支払を求め
ます。また、愛馬会法人から会員に分配される予定の支払いは、
保留・延期されます（後述「16．（4）適用除外（金銭の留保）」
参照）。クラブサービス（クラブホームページへのログイン、優
勝時記念撮影への参加、グッズの購入等）を一時的に停止する
場合があります。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、
あらたな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注
意ください。

②　会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合、過去1年間に3回以上各納入期日までに支払いを履行しな
い場合には、強制退会通知をもって会員資格は喪失するものと
し、さらに該当会員が有していた分配請求権利（留保金を含む）
並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします（な
お、会員から届け出られた住所が不正確であったために、又は
住所変更の通知がなされなかった若しくは遅滞したために、通

知が到達せず又は到達が遅れたときは、愛馬会法人は通知が遅
れたことによる責任を負わず、当該通知は、住所が正確であっ
た場合に当該通知が到達したと合理的に予想される時点又は日
に到達したものとみなします。）。この場合、当該出資馬の商品
投資受益権は愛馬会法人が承継します。また、強制退会通知が
発行された際は、いかなる理由があっても会員資格の復帰を認
めず、会員は速やかに『会員証』を愛馬会法人に返還するもの
とします。また、出資馬以外の請求（グッズ、パーティー費用
など）については請求します。

③　会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた
場合、愛馬会法人はかかる会員に対して退会を求めることがで
き、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申
込みを受け付けない場合があります。	

	・　後述「13．（4）会員の第三者に対する責任の範囲」の記載内容
に違反した場合

	・　愛馬会法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのある
よう公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合

	・　愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為
をした場合

	・　愛馬会法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々の
ユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた
場合

	・　配布物、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無
断に複製・転載等した場合

	・　愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対
して、公共の媒体（テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等）
または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、
社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を
及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合

	・　メールや電話等で愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそ
れらの関係者に対する迷惑行為をした場合

	・　上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
	・　会員が、継続して1年以上にわたり有効な商品投資受益権を所有

しない場合で、会員資格継続の明確な意思表示が得られない場
合、愛馬会法人は、当該会員が退会したものとみなすことがで
きます。

④　会員が、前述「3．（2）」に該当した場合
⑤　任意による退会
　　電話・メールにより退会の意思表示を行った場合は任意による

退会となります。その場合は愛馬会法人より退会用紙、現役出
資馬所有の場合は持ち馬放棄用紙を送付いたしますので、会員
は必要事項を記入し『会員証』を同封の上返送ください。退会
日は退会用紙及び持ち馬放棄用紙のクラブ到着の有無に係わら
ず意思表示を行った翌月末となり、会員は翌月分の請求金額ま
で支払わなくてはなりません（引退が確定した出資馬の引退精
算と同時に退会をされる場合は最終月まで請求金額をお支払い
していただきます）。この書類の返送と最終月の支払いをもって
年次分配、引退精算分配を含めた一切の受益権及び支払義務が
愛馬会法人へ移譲（無償譲渡）されるものとします。なお、退
会の意思表示をした日から起算して一か月以内に本人から申し
出があった場合に限り、任意退会の申し出を棄却する事ができ
るものとします。また、任意による退会を申し出た場合であっ
ても、最終請求金額まで支払いを完納しない場合は前述「②」
に該当となります。また、その他費用については請求します。

⑷　商品投資受益権の名称
　　『2020年度募集馬会員募集のご案内』をご覧下さい。
⑸　販売予定総額及び口数　
　　1頭当りの募集総額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、

『2020年度募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑹　販売単位
　　1頭を40口～ 10000口に分割し、愛馬会法人は、募集馬について

1口単位で販売しています。各馬の募集口数については『2020年

度募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑺　出資申込期間及び取扱場所
①　申込期間
　　売出日（※『2020年度募集馬会員募集のご案内』に記載）から、

愛馬会法人からクラブ法人に対して当該出資馬の現物出資を完
了した日又は募集口数が満口になった時点のいずれかの早い日
までとします。

②　申込取扱場所
　　お申込みは、愛馬会法人の事務所（※後述（9）参照）において

営業時間内（午前10時より午後5時まで。休業日は土日祝日及び
年末年始です）に受け付けています。

　　また、インターネットでは、愛馬会法人ホームページ上の出資
申込フォームにて随時受け付けいたしますが、営業時間が過ぎ
ている場合には、出資契約締結のご案内が翌営業日以降となり
ますので、ご注意ください。

⑻　競走馬出資金のクラブポイント制度について　
　　競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金

の金額に充当することなどができる『クラブポイント』がベー
シック会員にのみ付与されます。尚、このポイント利用につい
ては、別途定めるクラブポイント利用規定に従います。

⑼　本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法　
　　本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者

（愛馬会法人）に連絡する方法等については、訪問もしくは電
話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付け
ます。

　　本店：〒101-0032
　　東京都千代田区岩本町2-16-5
　　岩本町TUCビル6F
　　TEL.03-6693-0360
　　（受付時間は10：00 ～ 17：00。土日祝日及び年末年始休業。）
⑽　販売の取り止め　
　　当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、『2020年度募集馬会員

募集のご案内』に記載された競走用馬ファンドの販売（出資会
員募集）を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表し
ます。販売の取り止めは、当該馬が2歳1月1日に到達する前（運
用開始前。後述「12．（4）」参照）に行うものとし、競走馬出資金、
保険料出資金がすでに納入済みである場合は、後述「13．（5）」
記載の、競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準
じて、全額出資会員に返金されます。

⑾　再販売
　　前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、

当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬会法人
は、再販売を行う場合があります。

　　販売条件は、必ずしも『2020年度募集馬会員募集のご案内』の
記載と同一ではない場合があります。

5.　愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて
ベーシック会員に対しては指定の金融機関口座から自動振替をする
該当月の原則15日前後に、ライト会員に対しては愛馬会法人が指定
の納入期日が属する月の原則15日前後に会員に対して「精算書」（ご
請求明細書）を送付します。
なお、口座振替の手続きが完了していないベーシック会員は、「精算
書」（ご請求明細書）に記載されている金額を毎月の指定期日までに、
愛馬会法人指定の金融機関口座に現金振込してください（振込手数
料は会員負担となります）。また、口座振替が不能となった場合にお
いても同様の扱いとなります。ライト会員は、「精算書」（ご請求明
細書）に記載されている金額を指定期日までに、愛馬会法人指定の
金融機関口座に現金振込してください（振込手数料は会員負担とな
ります）。
⑴　一般会費（新規に会員になられる方は、よくお読み下さい。）
①　月会費（ベーシック会員のみ）
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　　月会費は、愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、商品投
資契約成立の日の属する月の翌月から支払義務が発生し、出資
頭数及び口数にかかわらず毎月1名につき3,000円＋消費税、を
お支払いいただくこととなります。なお、当該出資馬が全て引
退し、出資馬がいない場合も、退会のお申し出がない限り、月
会費はお支払い頂きますので、ご注意ください。

②　年会費（ライト会員のみ）
　　年会費は愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、商品投資

契約成立後、初めて維持費出資金の支払いが発生する年から支
払義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらずに1名につき
3,000円＋消費税、を毎年指定の期日までにお支払いいただくこ
ととなります。なお、当該出資馬が全て引退し、出資馬がいな
い場合は年会費をお支払い頂く必要はありません。

⑵　維持費出資金
　　当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理

に要する費用（育成費及び、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。会員
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、愛馬会法
人を通じて維持費出資金を追加出資します。ベーシック会員は、
維持費出資金を1頭当たり月額60万円と設定し各募集口数で除し
たものが1口当たりの維持費出資金額となり、ライト会員は、維
持費出資金を1頭当たり年額720万円と設定し各募集口数で除し
たものが1口当たりの維持費出資金額となります。当該追加出資
金の支払いはベーシック会員は当該出資馬の2歳1月請求分から
口座振替にて開始し、ライト会員は毎年指定の期日までに当該
出資馬の翌年度分の維持費出資金を愛馬会法人指定の金融機関
口座に現金振込していただきます（振込手数料は会員負担とな
ります）。なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込
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、
会員が負担することとなりますので、初回の維持費出資金と合
わせてお支払いいただきます。また、クラブ法人が出資する維
持費には、特別登録料（ＧⅠレース等の追加登録料を含む）、手
術代金等治療費、輸送費（引退退厩時を含む）、売却先決定に至
る間の繋養費用等の売却経費（運用終了に際してサラブレッド
オークション［本書面作成日現在は楽天競馬サイト内のサラブ
レッドオークション］を利用することにより売却する場合の経
費等については、「12.（5）④サラブレッドオークション利用に
よる売却」を参照）、調教師等に供する写真代等の優勝記念品代
金等、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出
した諸経費の一切が含まれます。

⑶　保険料出資金
　　保険料出資金は、当該出資馬を民間の損害保険会社が取り扱う

競走用馬保険に2歳1月1日より加入することにより発生する保険
料に充当するものとなります。保険年度は1月1日に始まり翌年1
月1日までとします。ただし、特別募集馬については個別に定め
る期間より翌年1月1日までとします。1ファンド当たりの保険料
出資金は、競走馬出資金に対して1年当たり保険料率3.2％を乗
じて算定される金額とします。当該出資馬1歳の（※3歳馬につ
いてはその到達した年の前年の）11月27日（金融機関が休業日
の場合は翌営業日）に自動引落を開始させていただきます。また、
自動引落の手続きが完了していない会員の場合には、愛馬会法
人が指定する金融機関口座に、「精算書」に記載されている金額
を指定期日までに現金振込してください（振込手数料は会員負
担となります）。

　　また、口座振替が不能となった場合においても同様の扱いとな
ります。ライト会員は、「精算書」（ご請求明細書）に記載され
ている金額を指定期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口座
に現金振込してください（振込手数料は会員負担となります）。

　　※保険料は非課税となります。
　　※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の

残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により
支払った金額となります。

　　※当該出資馬の保険加入額は、２歳馬及び３歳馬については競
走馬出資金の100%とし、４歳馬以降は加入致しません。ただし、
当該出資馬がGⅢ以上の平地重賞競走（海外におけるGⅢ以上、
地方競馬におけるGⅢ・JpnⅢ以上、および条件変更などの理由
により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む）に
おいて優勝した場合には、馬齢に関係なく募集価格の100％で保
険に加入するものとしますので、不足金額が生じた場合には日
割り計算して会員にはご負担していただく必要があります。ご
了承下さい。

　　※募集開始時期が1歳の場合、当該馬の2歳時保険金額に係る会
員の支払義務は当該出資馬が1歳11月に到達した月に発生します。
以降、3歳馬については当該馬齢に到達する前年11月に支払義務
が発生し、会員は保険料を当該出資馬の出資額に応じて負担し
て頂くこととなります。支払義務発生後に会員が当該出資馬に
出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料
は、会員に負担していただくこととなりますのでご了承ください。

　　※当該出資馬が平地から障害に転向するときは、当該出資馬が
障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走
用馬保険を解約するものとします（解約した当該出資馬が年度
中に障害から平地へ転向した場合であっても、競走用馬保険の
再加入はいたしません。）。

　　※当該出資馬が中央から地方に転籍する場合は、当該出資馬が
中央登録を抹消した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走
用馬保険を解約するものとします（解約した当該出資馬が年度
中に地方から中央へ再登録した場合であっても、競走用馬保険
の再加入はいたしません。）。

　　※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次
分配または引退精算分配（※後述「16．競走用馬ファンド（当
該出資馬）の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項（2）、
（3）」に記載のとおり）により会員に分配します。

　　※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された
保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、
愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできま
せん。

　　※分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のある会
員が保険給付を受ける場合の保険金については、まずは競走馬
出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配さ
れます。

⑷　海外遠征出資金
　　当該出資馬が海外における競走に出走（以下「海外遠征」という）

するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、
海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて
負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前
に概算による費用見込み額を、またはレース後に、生じた費用
を、愛馬会法人所定の指示に従って、会員は追加出資します（※
詳細については後述「24．当該出資馬の海外遠征」を参照）。

⑸　事故見舞金返還義務出資金
　　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部
金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合が
あります。従前の事故見舞金が会員に分配された後にクラブ法
人が当該返還請求を受ける場合、会員は当該返還義務の金額を
出資口数に応じた額の出資金を追加出資する義務を負います。

⑹　GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」
　　当該出資馬がGⅠ重賞競走（JGⅠ、海外、GⅠ・JpnⅠ等地方に

おける競走を含む）に出走して優勝した場合、出資会員は、愛
馬会法人の案内にしたがって祝賀行事を主催します。出資会員
は、祝賀費用（祝賀会開催、優勝記念品制作など）の概算見積
額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬
会法人に自動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は、
優勝本賞金の10％を上限金額とします。愛馬会法人は、祝賀費
用預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金となる場合は、

「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀
費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱
われないものとします。

⑺　購入手数料（ライト会員のみ）
　　購入手数料は、申込み時に1口あたり3,000円＋消費税をお支払

いいただきます。

6.　匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、
競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利
益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬
に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

7.　会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『所得税申告資料』を会
員に送付します。
⑴　会員が個人の場合
　　個人会員（愛馬会法人の個人会員）の「2．及び14．（1）」で定

める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑
所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税
されます。（分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の
所得税（20.42％）は、確定申告時に精算となります。）また、計
算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次
の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。
したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対す
る必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬
の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益
通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できま
せん。

⑵　会員が法人の場合
　　法人会員（愛馬会法人の法人会員）の「2．及び14．（1）」で定

める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法
人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率
により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損
失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金
の額に算入されます。

　　当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受
け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。
一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金につい
ては、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8.　匿名組合契約の期間に関する事項
当該出資馬の契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立
日から、当該出資馬の運用終了（「12．会員から出資された財産の
投資の内容及び方針に関する事項⑸①」参照）後、愛馬会法人から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、
及び愛馬会法人から会員に支払う運用終了精算分配の双方の支払い
が完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上
記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします。

9.　匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記
載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容につい
て変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、
愛馬会法人ウェブサイトで変更内容を開示のうえ、原則として会員
に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっ
ている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなっ
た場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容につ
いて、愛馬会法人ウェブサイトで予め変更内容を開示することによ
り、会員の同意を得ることなく変更できるものとします。

10．匿名組合契約の解除に関する事項
⑴　解約の可否及び買取りの有無
　　本商品投資契約（匿名組合契約）は、その運用期間を通じて他

の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り
立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当
該出資馬の運用終了時（当該出資馬の引退等）まで契約を継続
することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により中
途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当該
出資馬の匿名組合契約の終了（後述12.（5）①記載の「運用終了」）
を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会
法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、
前述「4.（3）②」と同様に扱われますので、同条項にしたがい
会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持
分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何な
る理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはい
たしませんのでご注意ください。

⑵　商品投資契約解除によるファンドへの影響
　　会員資格喪失などによる解約があった場合でも、当該出資馬の

運用に影響はありません。
⑶　クーリングオフ制度について
　　競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6（書面による契約

解除）の適用を受けず、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判断した場合は、当該契約の解除
を認める場合があります。この場合、会員は出資契約が成立し
た日（前述4.（1）参照）から5日以内に愛馬会法人が定める方
法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が
頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新
たな出資申込を受け付けかねる場合があります。

⑷　匿名組合員（会員）の破産
　　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法542条に基づき、

愛馬会法人は出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期
は、他の匿名組合員（会員）への出資返還時期と同時期となります。

11.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴　商品ファンド関連受益権の譲渡
　　会員は、匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、愛馬会法

人がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡（包
括承継に伴う場合を含みます。）することはできません。会員が
本匿名組合契約を解約した場合には当該本匿名組合契約に基づ
く出資持分（分配請求権を含みます。）を愛馬会法人が何らの手
続を要さずに無償で承継するものとします。また、本匿名組合
契約上の地位及び権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵　相続と相続放棄について
　　本匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続または遺贈がなさ

れた場合は、以下によるものとします。
①　相続人または受遺者が商品関連ファンド受益権を相続または受

遺する場合
　　相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望

する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続または遺
贈を証する所定の書類を提出し、被相続人（遺贈者）に代わる
新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人（遺贈者）が有し
た商品ファンド関連受益権の数量に拘わらず、愛馬会法人との
関係でその承継者となりうる新名義人（相続人または受遺者）
は1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬
会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、
手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更
が完了すると同時に、新名義人は、被相続人（遺贈者）が有し
た商品ファンド関連受益権並びに未払債務のすべてを包括承継
します。

②　相続人または受遺者が商品ファンド関連受益権を相続または受
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遺しない場合
　　相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望

しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望
する相続人または受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の
書類を提出し、商品ファンド関連受益権を放棄する意思を届け
出ます。かかる放棄の届出は、被相続人（遺贈者）が複数の商
品ファンド関連受益権を有する場合であっても一括してこれを
行うものとします。この場合には、愛馬会法人から相続人また
は受遺者への返還金はありません。

③　相続又は遺贈（以下「相続等」）の手続未了と当該未了期間にお
ける経過措置

　　相続等が発生した場合であっても、前述「4.（3）①」に記載する、
「愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合」
に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格
及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。したがって、相続
人又は受遺者が前記①記載の相続等による承継を希望する場合
には、愛馬会法人からの請求にしたがって、競走馬出資金（※
前述「4.（1）④」参照）、維持費出資金及び会費等（※前述「5．」
参照）を期日までに納入することを要します。他方、後述「16．」
に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留され
るものとし、前記①記載の名義変更手続完了後、愛馬会法人所
定の手続にしたがって、新名義人（相続人又は受遺者）の指定
銀行口座宛に送金されます。

12.　会員から出資をされた財産の投資の内容及び方針に関する事項
⑴　商品投資の内容及び投資制限
　　会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府

令第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走
用馬（競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAもしくはNARが
行う登録を受け又は受けようとする競走用馬）に限定して投資
を行います。

⑵　借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠
ける投資対象への投資の有無

①　借入れについて
　　当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され

る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金
を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組
合の損益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して
負担を求めることとなります。

②　集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　　クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別の
ファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人にお
いても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への
投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金につ
いては、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預
託し、適切な資金管理を行います。

⑶　当該出資馬の繰上げ運用終了の有無　
　　当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、

運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷　運用開始予定日について
　　当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時（1月1日）とします。
　　※2歳1月以降に募集を行う場合の当該出資馬の運用開始日は、

募集開始月の1日とします。
⑸　運用終了予定日について
①　運用終了　
　　愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬

については、クラブ法人が馬体状況及び馬齢、競走成績、血統
背景等を考慮したうえでその適宜の判断により（ⅰ）競走馬と
して第三者等へ売却譲渡すること、又は（ⅱ）ＪＲＡもしくは

ＮＡＲの競走馬登録を抹消すること、並びに未登録馬について
は登録をしないことを決定します（登録抹消後、種牡馬として
売却する場合も含む）。クラブ法人は（ⅰ）の場合は、競走馬と
しての売却譲渡の内容を、（ⅱ）の場合は、登録抹消済みまたは
未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等
に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛
馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記（ⅰ）売却、
（ⅱ）登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了（文脈に
応じて競走馬の「引退」ということがある）となります（ただし、
当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録
抹消後も運用が継続されることとなります）。なお、運用終了後、
商品投資契約は、前述「8.」に記載のとおり運用終了精算分配
が完了した期日をもって終了します。

②　牡馬（去勢馬を含む）の場合
　　中央入厩予定馬・地方入厩予定馬のいずれについても、引退期

限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。
当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却
又は運用終了後における無償供与等（乗馬転用を含む）の判断
についてはクラブ法人が、会員の利益の観点から、当該馬の馬
齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、決定します。
サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、
現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、ま
た種牡馬となる場合については、後述「26．」に詳述します。な
お、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供される
ことになった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員
に支払われる場合があり（後述「26.（3）」参照）、この場合に
は上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了
となります。

③　牝馬の場合
	 i.　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳3

月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、
運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることに
より運用を継続する場合があります。

　　ii.　地方入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳3
月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、
運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることに
より運用を継続する場合があります。

	 iii.　牝馬が運用終了する際には、後述「13.（6）③ⅲ」のとおり、
買戻し代金の規定があります。

④　サラブレッドオークション利用による売却
	 i.　サラブレッドオークションへの出品
　　当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬

サイト内のサラブレッドオークション（以下「オークション」
という）に出品して売却する場合があります。オークションへ
の出品要領については概略以下のとおりとなります。オークシ
ョンは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日
（金融機関非営業日の場合はその翌日）に決済されます。繋養
経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品
馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加
えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション
事務局に支払う売却申込料20,000円（税抜・本書面作成日現在
の上限額）、及び売却手数料（売却代金の5%相当額。）、銀行振
込手数料、を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員
に分配されます。出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」
となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。

　　ii.　売却代金と売却経費及び分配対象額
　　会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申

込料、売却手数料、銀行振込手数料、を差し引いた残額から消
費税を控除した金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費（預
託料・輸送費）は、売却経費として扱われません。

	 iii.　オークションに関わるその他事項
	 a.　引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、後述「13.（6）③ⅲ」に

規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原
則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である
提供者に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークション
に出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該提供者とな
ります。

	 b.　オークション出品については原則として当該出資馬のＪＲ
Ａの競走馬登録抹消後となりますが、ＮＡＲ管轄下の地方競馬
場登録馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬
抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金
の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して
当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の
促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示
します。

	 c.　オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任
等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等
により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。

⑤　競走馬としての第三者等への売却
　　クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、

当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走
馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合に
は、第三者等への売却代金から売却経費、クラブ法人の営業者
報酬（後述「14.（2）①」に記述）を差し引いた残額から消費
税を控除した金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、
売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料の他、輸出取引
となる場合の通関諸費用等、要した実費のすべてが含まれます。

⑹　競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
　　当該出資馬の計算期間は、毎年12月1日に始まり翌11月30日に

終了するものとし、毎年11月30日を決算日とします。したがっ
て、12月1日から翌11月30日までに出走した場合の賞金等及び
同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に関する分配金は、
当計算期間（当年の所得計算）に帰属します。ただし、計算期
間末の11月に抹消引退となった競走馬の引退精算分配並びに後
述「16．（1）月次分配」に記載の11月21日から11月30日の間に
地方競馬指定交流競走に出走した場合の賞金については、収入
費用が計算期間終了後の12月の事務計算にて確定（分配期日は1
月末日）となることから、翌計算期間に帰属するものとします。
その他、事故見舞金の精算費用等の費用収益が確定していない
事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属す
るものとします。

⑺　会員から出資を受けた財産の管理口座
　　金融商品取引法第40条の3（分別管理が確保されていない場合の

売買等の禁止）及び内閣府令第125条（分別管理が確保されてい
るもの）の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分
別管理するため、営業者（愛馬会法人及びクラブ法人）は、匿
名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適
切に資金管理します。

　　①愛馬会法人における出資財産の資金管理口座
　　・西武信用金庫渋谷営業部普通預金2213191
　　　口座名義人株式会社YGGオーナーズクラブ会員口
　　②クラブ法人における出資財産の資金管理口座
　　・西武信用金庫渋谷営業部普通預金2213214
　　　口座名義人株式会社YGGホースクラブ匿名組合口

13．商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴　商品投資契約の種類
　　商法（明治32年法律第48号、以降の改正を含む）第二篇第四章

第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が
匿名組合員となり営業者（本書面において「愛馬会法人」という）
に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員
（本書面において「会員」という）に分配することを約束する
契約です。

⑵　事業報告書の縦覧について

　　金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者（クラブ
法人及び愛馬会法人）が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出
する事業報告書は事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧するこ
とができます。縦覧を希望する顧客（会員に限らず広く一般が
対象となります）は、3営業日前に通知したうえで、通常の営業
時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。

⑶　会員から出資された財産の所有関係
　　会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、

商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法
人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づき
ＪＲＡ等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行う
ことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いク
ラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、ＪＲＡ等への競走用馬と
しての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走（地
方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む）の選択、
当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の引退手続及び引
退後の第三者等への処分（※前述「12.（5）」参照）を行うもの
とします。

⑷　会員の第三者に対する責任の範囲
　　当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資

した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行
為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した
会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはでき
ません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって
当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について
調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びＪＲＡ
等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬
に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うもの
とします。

⑸　出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関
する事項について

　　分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元
本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額
は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもので
はありません。また、競走用馬によっては馬体状況等により、
競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、
収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬
に関する会員の損失負担は2歳の到達時期（1月1日）より発生し
ます。したがって、２歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競
走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得ず
本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出
資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対
して全額返金されます。当該出資馬が2歳到達時期（1月1日）以
降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用になった事態を
含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬
の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他の愛
馬会法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金いたしま
せん。また、競走馬出資金について会員は、愛馬会法人の請求
にしたがって募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れら
れないものとします。（※前述「4.（1）④」参照）。

⑹　会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う
代金の受領権

　　当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払
いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権を
所有します。ただし、後述「16.（4）」に規定する「金銭の留保」
に該当しないことを条件とします。

①　賞金等に係る受領権
　　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金（特別競走の出
走奨励金を含む）及び特別出走手当の合計額（本書面において「賞
金」という）から、ＪＲＡ等からの賞金交付時に係る源泉所得
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税（※後述「14.（1）②」参照）、並びにクラブ法人が愛馬会法
人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税
（※後述「14.（1）⑤」参照）、進上金（※後述「14.（1）①」参照）、
消費税（※後述「14.（1）③」参照）、クラブ法人営業手数料（※
後述「14.（1）④」参照）の各項目の合計額、及び愛馬会法人
が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税（※後述「14.（1）⑥」
参照）を控除した金額にあります。ただし、ＪＲＡ等からの賞
金交付時に係る源泉所得税（※後述「13.③ⅳ」参照）、並びに
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分
配に対する源泉所得税（※後述「13.③ⅴ」参照）は、クラブ法
人及び愛馬会法人が精算または還付後に会員に分配する方法に
より、次の②に掲げる、ＪＲＡ源泉税精算金、クラブ法人源泉
税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。また、
サマーマイル、サマースプリント、サマー 2000等、シリーズに
係わる褒賞金、同一年度にＪＲＡが定める競走に優勝した馬に
対する褒賞金、有馬記念における褒賞金、海外の競走に出走す
る馬に対する褒賞金及び、ＮＡＲ主催のグランダム・ジャパン
のボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による各
種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と
同様の方法により適宜会員に分配されます。ただし、市場取引
馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から
支給された重賞競走優勝等に係わる奨励金に類する金品につい
てはクラブ法人に帰属し、会員に受益権はありません（※後述
「14.（2）」参照）。

　　なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各競馬場ご
とに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。

②　その他の受領権
　　会員が所有する前記①以外の受領権は、以下のとおりとなりま

す。賞品売却分配金（消費税抜き※後述「③ⅰ」参照）、保険料
解約返戻金、事故見舞金（※後述「③ⅱ」参照）、診療費補助金、
装蹄費補助金（※後述「③ⅵ」参照）、競走取り止め交付金（賞
金にこれらを加えたものを本書面において以下「賞金等」とい
います。）、維持費精算金（※後述「③ⅶ」参照）、ＪＲＡ源泉税
精算金、クラブ法人源泉税精算金、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金（※後述「③ⅲａ及びｂ」参照）、賃貸収入（※
後述「26.」参照）、保険金の各項目の合計額を合算した額（なお、
競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、保険事故により
支給された保険金、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る
事故見舞金及び引退精算時のクラブ法人源泉精算金を、本書面
において以下「引退精算金」といいます。）

③　注意事項
　　i.　賞品売却益の算出について
　　クラブ法人が馬主としてＪＲＡまたはＮＡＲの管轄する競馬主

催者から取得した金製品、宝飾品等の賞品（後述「（7）」に該当
するものを除く）については、入札方式にて売却するものとし、
予め最低入札価格を決めさせていただき、最高入札額を記入
頂いた顧客に対して落札した金額となります。なお希望者がな
い場合には、クラブ法人が市中価格の60％の範囲内で売却先を
探しますが、賞品によっては売却価格がその範囲を下回る場合
があります。売却が可能となった場合にはその代金となります。
それぞれ、20000円（事務経費分・税別）及び当該売却代金にか
かる消費税控除後の金額が分配されます。購入することが決定
した会員は、当該購入代金をその購入することが決定した日か
ら原則として14日以内に、クラブ法人指定の金融機関口座に現
金振込してください（振込手数料は会員負担となります）。購入
にあたってのキャンセルはできませんのでご了承願います。仮
にキャンセルをした場合には、次回以降の賞品の購入者にはな
れませんのでご注意ください。

　　一般競走の優勝賞品（純金メダル等）は慣例として、毎年1月
～ 3月までの間の競走に優勝した場合については、4月以降の賞
品受領となるため、愛馬会法人は、購入者の特定並びに分配の
実施をやむを得ず、適宜延期することがあります。また、競走

の主催者がＪＲＡ等と異なる賞品の取扱をした場合においても、
準じて対応することとします。

　　ii.　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　　事故で一定期間出走できない場合、またはＪＲＡの競走用馬と

しての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より交
付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規
程に定める休養期間以前に復帰、出走した場合、支給済みの金
額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事
故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.（5）」の
事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に
返還を求めます。

	 iii.　当該出資馬の売却代金の算出
	 a　牡馬（去勢馬を含む）について、競走馬として第三者に売却

ができた場合は、その売却代金（消費税抜き）を会員に分配し
ます。ただし、サラブレッドオークション前述（「12．（5）④」
参照）で売却できた場合には、売却代金から売却申込料、売却
手数料（5％）、銀行振込手数料が控除された金額となります。
また、種牡馬となる場合には、その売却代金（種牡馬賃貸契約
による場合の利益金を含む）の60％相当額を計算した上で算出
された利益を会員に対して分配します（詳細については、後述
「26．当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照）。

　　b.　牝馬については、当該出資馬の提供者が買戻しを希望する
場合、募集総額の5％で提供者が買戻した代金（※ただし、消費
税相当額を控除した額）となります。提供者が買戻しを希望し
ない場合は、第三者に売却ができた場合に、その売却代金（消
費税相当額を控除した額）を会員に分配します。ただし、当該
牝馬が死亡した場合、この買い上げはありません。また、当該
牝馬が引退にあたり、競走能力喪失の診断を受けた場合、この
買戻し代金はなく無償にて提供者に譲渡されます。ただし、サ
ラブレッドオークション前述（「12．（5）④」参照）で売却でき
た場合には、売却申込料、売却代金から売却手数料（5％）、銀
行振込手数料が控除された金額となります。

　　c.　当該出資馬の売却先決定に至る間の経費等（売却に至らな
かった場合を含む）は、顧客が出資する維持費出資金を充当し
ます。

	 iv.　JRA源泉精算金
　　JRA（NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります）が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算
において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税は、
JRA源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支
払いを受けた愛馬会法人は、同精算金を計算した上で算出され
た利益を会員に支払います（※後述「16．（2）年次分配」参照）。

	 v.　クラブ法人源泉精算金
　　クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分

配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会
法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のク
ラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を
通じて同精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払い
ます（※後述「16．（2）年次分配」参照）。

	 vi.　診療費補助金・装蹄費補助金
　　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給

されます。現役競走期間中に当該補助金が交付された場合は、
会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた
当該補助金については、愛馬会法人に受領権があるものとします。

	 vii.　維持費精算金の計算
　　維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金、海

外遠征出資金、祝賀会費用出資金の合計額から、当該出資馬の
運用に際し実際に要した預託料等の合計額を差し引いて算出し
た金額となります。その算出した精算額に余剰がある場合には
会員に支払います。不足がある場合には、他の分配から充当さ
せて頂きます。他の分配から充当後も不足がある場合には、会
員に対して負担を求めることとなります。

⑺　会員にはない受領権
　　以下に定めるものの受領権は愛馬会法人及びクラブ法人にあり、

会員に受領権はありません。
　　・クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬関係者、

競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミア
ムなど市場開設者から取得した10万円以下の比較的低価な純金
メダル、当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる
寄贈賞品（地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受さ
れる金品を含みます。）のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞
状、及び優勝DVD等。

　　・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付
金が生じた場合の金額

14．競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から
　　出費・拠出される管理報酬及び手数料について
⑴　賞金からの控除
　　クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、

以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除され
て支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA等から支払われ
た金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、
このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額（獲得賞金等分配
対象額）を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、
当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して
会員の出資口数に応じて支払います。

①　進上金
　　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競
走の場合は、賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額）
の20％に、付加賞の5％を加算した額が支払われます。また、障
害競走の場合は、賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額）の22％に、付加賞の7％を加算した額が支払われます。

②　JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
　　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円

を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞
金から源泉徴収所得税として控除します。

　　なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
　　○源泉徴収所得税の計算式
　　　｛賞金－（賞金×0.2＋60万円）｝×10.21％
　　（東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所

得税の2.1％ ]が含まれます）
　　※当該源泉税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算

において精算後に年次分配します。
③　消費税
　　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控除されます。
　　○消費税の計算式
　　　（賞金合計－進上金－クラブ法人営業経費）×10/110
　　※1円未満は切り捨て。
④　クラブ法人営業経費（営業者報酬）
　　当該項目は、JRA等から支払われた賞金（ただし、特別出走手

当は除く）の3％の額を、クラブ法人営業経費として賞金から控
除します。

⑤　クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に
係る源泉徴収所得税

　　当該項目は、クラブ法人が利益分配金を支払う場合には所得税
が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配金から源泉徴
収所得税として控除します。

　　なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
　　○源泉徴収所得税の計算式
　　クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42％　
　　※当該源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人

の決算において精算後に年次分配します。

⑥　愛馬会法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収
所得税

　　当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には
所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から
源泉徴収所得税として控除します。

　　なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです
　　○源泉徴収所得税の計算式
　　愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42％
⑦　外国人騎手の騎乗と ｢国外事業者進上金｣ について
　　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本国

内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、及びいわゆる ｢リバースチャージ方式による消
費税の申告・納税｣ を実施することなどの仕組みが導入されま
した。外国人騎手（中央競馬の通年免許を付与されている外国
人騎手を除きます。）が騎乗した場合の進上金（ここでは ｢国外
事業者進上金」といい ｢特定役務の提供｣ に該当します。）に係
る消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、
JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・
納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務
対応が求められます。但し、愛馬会法人が会員に対して行う分
配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。

⑵　営業者の報酬
①　クラブ法人の営業者報酬
　　ⅰ　上記「（1）④」記載のクラブ法人営業経費（特別出走手当

を除く賞金の3％）
　　ⅱ　種牡馬売却手数料（売却代金の40％）
　　ⅲ　賞品売却に際しての事務経費（前述「13.（6）③ⅰ」参照）
　　ⅳ　前述「13．商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責

任の範囲（6）」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
②　愛馬会法人の営業者報酬
　　ⅰ　月会費、年会費、購入手数料
　　ⅱ　種牡馬賃貸手数料（賃貸収入（消費税相当額を含みます。）

の40％相当額（消費税別途））
　　ⅲ　会員への返還金が1口当たり1円未満に満たない場合の残余

金
　　ⅳ　前述「13.（6）」に規定される会員の受領権以外の全ての受

領権
③　営業者報酬の対象外となる会員の受領権
　　ＪＲＡ源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、営業者報酬の対

象外として全額が会員への分配対象となります。地方競馬にお
いても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適
宜営業者報酬の対象外とします。本項に記載する項目以外の金
員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合を除き、当
該出資馬が獲得した金額（消費税を含みます。）の3％相当額（消
費税別途）とします。

15．分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額（※前述「14．競走用馬ファンド（当該出資馬）
の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載の
とおり）及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除し
た金額を限度として出資返戻金とします。
①　賞金等（運用終了精算分配を含みます。）獲得時における競走馬

出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事
故見舞金返還義務出資金の累計出資金額（過去に出資返戻金が
あった場合は当該金額控除後の金額）

②　競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
　　なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
　　○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　　・競走用馬の取得価格の算出
　　取得価格＝競走用馬の購入代金×100/110
　　・減価償却累計額の算出
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　　取得価格÷48×（２歳４月１日から賞金分配月の前月までの月
数）

　　・前月末簿価＝競走用馬の取得価格－減価償却累計額
　　※1円未満は切り捨て。
　　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組

合契約に基づく利益分配額となります。

16．競走用馬ファンド（当該出資馬）の金銭の
　　分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の月次
分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該獲得賞金等
分配対象額のうち、利益分配額（※前述「15．分配に係る出資返戻
金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり）
に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に分配します。
したがって、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入
を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
⑴　月次分配
　　当該計算期間内（12月１日から11月30日）の出走により得た賞金、

及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期
間内とし、ベーシック会員に対しては翌月27日（金融機関休業
日の場合は翌営業日）に分配しライト会員に対しては収支に帰
属させます。

　　賞金（※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照）及び、
賞品売却分配金（税抜）、事故見舞金及び競走取り止め交付金
（悪天候等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に
交付）並びに当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係
る項目の獲得賞金等分配対象額は、ベーシック会員に対しては
月次分配の方法により分配し、ライト会員に対しては収支に帰
属させます。また、当該計算期間中（12月1日から翌11月30日）
に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、ベーシック会
員に対しては月次分配として分配し、ライト会員に対しては収
支に帰属させます。

　　なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用
の確定した日の計算期間内に属することとなり、ベーシック会
員に対してはその翌月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）
に分配しライト会員に対しては収支に帰属させます。また、地
方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人へ
の賞金の支払時期により、ベーシック会員に対しては翌々月27
日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に分配する場合があり
ライト会員に対しては収支に帰属させます。また、地方競馬指
定交流競走に12月に出走した場合、収入費用の確定が翌年1月に
属する場合があり、その場合、ベーシック会員に対しては翌年2
月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に分配しライト会
員に対しては収支に帰属させます。

⑵　年次分配
　　ライト会員が月次において帰属させた分配金及び、当該計算期

間内（12月1日から翌年11月30日）に出走して獲得した賞金に係
る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにク
ラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配
に対する源泉徴収所得税は、それぞれライト会員年次分配金（ラ
イト会員のみ）、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、
当該計算期間終了後の翌年4月末日に会員に分配します。年次分
配における会員の分配請求権は翌年4月末日に生じ、分配金受取
り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶　運用終了精算分配
　　当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、売却代金（消費税を除きます。）、保険金（死亡した
場合）、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、
クラブ法人源泉精算金及び運用開始にあたって会員が出資した
維持費出資金のうち未使用分は、運用終了精算分配の方法（但し、
維持費出資金の未使用分については会員の出資済みの出資金額

に応じた分配となります。）により分配します。運用終了精算分
配は、原則として競走馬登録の抹消、競走馬の死亡といった引
退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額
が確定した月の翌月末日に分配が行われます。運用終了精算分
配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定し
た日に生じます。

　　また、上記（2）の年次分配を予定していたライト会員年次分配
金（ライト会員のみ）、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了精算分
配します。

⑷　適用除外（金銭の留保）
　　支払期限の到来した月会費、年会費、維持費出資金、保険料出

資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未
払いになっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。

　　なお、かかる未払いの完済後は、愛馬会法人所定の手続きにより、
翌月末以降に会員に分配されます。

　　また、愛馬会法人は、月次分配及び年次分配において、会員へ
の1回当たりのお振込金額が1口1円未満となる場合には、愛馬会
法人の営業者報酬とさせていただきます。

17．運用終了（引退）時の支払について
⑴　運用終了精算分配の金額の計算方法
　　愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬にかかる運

用終了精算分配にかかる分配金がある場合には、当該精算金額
を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、
当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税（復興特別
所得税を含め20.42％）を控除して会員に支払います。

⑵　支払方法及び支払時期
　　愛馬会法人は、運用期間中に会員に帰属した金額（運用期間中

に維持費出資金の不足額に充当された場合は充当後の残額）は
引退・運用終了した日が属する月から3か月以内に出資口数に応
じて会員の指定する銀行口座へ振り込んで支払います。いずれ
も、振込に要する費用は愛馬会法人の負担とします。

　　なお、会員に対して事前に『精算書』（ご請求明細書）及び必要
に応じてその補助明細書を送付します。愛馬会法人のシステム
上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、電子交
付の方法によるものとします。

18．会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条の7の定めに従って、運用報告
書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わる『精算
書』（ご請求明細書）及び必要に応じてその補助明細書を原則として
毎月15日前後に会員に送付します。愛馬会法人のシステム上電子交
付が可能となった場合には、事前に通知の上、電子交付の方法によ
るものとします。

19．競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
前述「18会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
てください。

20．計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認
会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21．当該金融商品取引契約に関わる紛議について
①　愛馬会法人の苦情受付窓口の連絡先
　　・株式会社YGGオーナーズクラブ
　　・電話：03-6693-0360平日10：00 ～ 17：00
　　・住所：〒101-0032東京都千代田区岩本町2丁目16番5号岩本町

TUCビル6階

②　愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会
が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先
の名称及び住所

　　・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
　　東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
③　当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁

判所の名称及び住所
　　当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて

東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とします。

　　・東京地方裁判所〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
　　・東京簡易裁判所〒100-8971東京都千代田区霞が関1-1-2

22．金融商品取引契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組
合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組
合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業
のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員とな
る出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金
及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員
に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金
融商品取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づ
いて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬として
の登録及び抹消については、競馬法（昭和23年法律第158号）の規定
に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、前述「3.（3）」に記載する「犯罪収益移転
防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23．愛馬会法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13．金融商品取引契約の種類並びに会員の権利及び責任の範
囲⑵」記載のとおり、会員は事業報告書を縦覧することができます。

24．当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を
クラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。
出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同に係
わる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に関わる一切の経費に
ついては、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬
の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。賞金等の受益
権は、会員にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情に
より異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要する
ことから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出
資（※前述「5.（4）海外遠征出資金」参照）等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の
控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・
騎手・厩務員が対象となっていないまたは著しく扱いが異なる等の
場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを会員は了承する
ものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定
めを交わすなどの場合があります。ＪＲＡ交付の褒賞金を受ける場
合については、これを進上金の対象とします。

25．地方競馬での運用と地方転籍について
本書面の発行時点では、クラブ法人はNAR馬主登録を有していませ
ん。今後、登録にむけた手続きを行う予定であるため、以下を含み
本書面上に地方競馬の取扱い（地方競馬への登録、転籍等）に関す
る事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR馬主登録が認めら
れたとの仮定条件であることを予めご理解ください。
⑴　地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
　　地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬

の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬

登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方
入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり（※後述「25.
（2）」参照）、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走
する場合があります（※後述「25.（4）」参照）。会員は、出資
馬がＪＲＡ及びＮＡＲのいずれに競走馬登録された場合におい
ても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利
義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、
また、賞金等の分配を受けます。

⑵　地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について
　　地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走または指定競走

に優勝すること及び、一定の収得賞金を得る事によって4歳の年
度末までに限り、ＪＲＡの主催する特別指定競走への出走資格
が与えられます。この制度を利用して、地方入厩予定馬が中央
競馬の競走に参戦する場合があります。その他、認定競走優勝
の有無及び馬齢に関わらず、ＪＲＡの主催する指定競走などに、
地方入厩予定馬が出走する場合があります。また、地方入厩予
定馬が中央競馬に競走馬登録を行い、ＮＡＲ所属からＪＲＡ所
属へと転籍する場合があります。

⑶　地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点に
ついて

①　地方競馬の賞金体系等について
　　各競馬場の賞金体系に基づきます
②　出資馬の運用終了期限について
　　前述「12.（5）運用終了予定日について」をご参照ください。
③　牝馬が運用終了する際の買戻し金の有無について
　　前述「13.（6）③ⅲb」をご参照ください。
⑷　中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
①　ＪＲＡにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場

合について
　　ＪＲＡにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍して

運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地
方競馬に転厩させるほか、次項②に掲げる「再度ＪＲＡに登録
する制度」の利用を目的とする場合があります

②　ＪＲＡ未勝利馬が地方に転籍してその後再度ＪＲＡに登録する
制度について

　　当該出資馬がＪＲＡの平地競走において未勝利（平地重賞競
走において2着のある場合を除く。未出走の場合を含む）の場
合、未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則
的にいわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、
自動的に1勝クラス（500万下条件）に編入されますが、出走は、
収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝
利馬は真っ先に除外の対象となります。ただし、ＪＲＡの競走
馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍してＪＲＡの定める成績
（本書面作成時では、ＪＲＡに再登録する際において、原則的
に地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2～ 3歳馬、もしくは3
勝以上を挙げている4歳以上の競走馬）を挙げた競走馬について
は、再度ＪＲＡの競走馬登録を行った場合（以下本書面におい
て「ＪＲＡの再登録」という）収得賞金が「0」でなくなり、未
勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなり
ます。当該出資馬がこの制度を利用してＪＲＡの再登録を目的
にＮＡＲに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用
される場合があります。この場合においても前述「25.（1）」の
運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。

③　引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
　　ＪＲＡの競走馬登録を抹消する、あるいはＪＲＡに競走馬登

録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約
終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算
性及び本書面記載の受益権の内容とその受領時期などを総合し
て、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。した
がって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の
地方競馬への転籍は必ずしも行われるものではありません。ま
た、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、
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匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項
②記載の「ＪＲＡの再登録」は必ずしも行われるものではあり
ません。

　　また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が
終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該
譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もし
くは営業者（クラブ法人・愛馬会法人）に関わりのある馬主登
録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあ
ることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ
法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会
員の利益を最優先に誠実に行うものとします（ただし、その判
断の結果責任を負うものではありません）。当該出資馬が牡馬ま
たはせん馬（去勢馬）の場合で、第三者以外（営業者に関わり
のある馬主登録者）に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格
は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合
は、前述「13.（6）③ⅲｂ」に記載の代金（募集価格の5％）が
会員に分配されます。

26．当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴　転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
　　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、

クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的
高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種
牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、
クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するもの
とし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。

⑵　繋養先及び売却価格等の決定方法
　　種牡馬転用時の評価（売却価格または賃貸価格）は、競走成績、

血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買（また
は賃貸）実例などを参考にして、売却先または賃貸先（繋養種
馬場）と協議の上決定します（無償で寄贈する場合があります。）。
種牡馬として売却できた場合（種牡馬転用前に売却先等の馬主
名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含み
ます。）の売却代金については、その60％が会員に対する獲得賞
金等分配対象額となります。（「13．（6）③ⅲa」に記載する「当
該出資馬の売却代金の算出」及び「14．（2）」に記載する「営業
者の報酬」を参照）。

⑶　種牡馬賃貸契約の概要について
　　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異な

る場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が
競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返
還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年（最長5年）に
わたり当該出資馬を賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経
費（預託料、保険料、種牡馬登録料等）を除いた純利益金（消
費税控除後）のうち60％が会員に対する獲得賞金等分配対象額
となります（「13．（6）③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却
代金の算出」及び「14．（2）②」に記載する「営業者の報酬」
を参照）。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名
組合契約に関わる源泉徴収所得税（20.42％）を控除のうえ、［各
年度の種付シーズン終了後に］出資口数に応じて会員あてに分
配します。賃貸期間終了後は、残存簿価相当額（残存簿価が10
万円以下の場合は10万円とします）で営業者に譲渡されます。

27．個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、会員と匿名組合契約を締結等するにあたって取得し
た個人情報（以下「会員情報」といいます。）については、取り扱う
会員情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等を図るた
め、会員情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報
の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取
り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱い、第三者に
提供をいたします。但し、法令に基づく場合、または人の生命、身
体または財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的

の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面で
お知らせいたします。
①　募集馬パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種

送付物に係る事項
②　月会費・競走馬出資金等引き落とし、及び分配金の振り込みに

係る事項
③　牧場見学の来場に際し、牧場が必要として愛馬会法人に提供を

求めた氏名、年齢、性別、出資状況、来場履歴等の情報を提供
すること（※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員
分の個人情報の提供を停止致しますが、牧場見学に参加するこ
とはできませんのでご了承願います。）

④　愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個
人情報を旅行代理店へ連絡すること

⑤　イベント等の各種案内
⑥　会員からの求めに応じて商品を発送する際に、業者に対して発

送に必要な個人情報を連絡すること
⑦　マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収につ

いての官公庁への届出事務に限って使用されるため

28．電磁的方法による提供
営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、
事前に通知の上、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書
面を電磁的方法により提供するものとします。会員は、かかる電磁
的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾す
るものとします。
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