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シュシュブリーズの20（2022年デビュー予定）
1,000口
2,970万円
29,700円
●ベーシック会員…1口あたり600円を2022年1月より毎月支払い
●ライト会員………1口あたり7,200円を2021年より毎年、年1回11月に支払い
951円（2022年度保険料）2021年11月に支払い
951円（2023年度保険料）2022年11月に支払い
2歳1月より運用開始。運用終了予定日の定めはありません。

募 集 馬
募 集 口 数
募 集 総 額
一 口 価 格
維持費出資金

保険料出資金

運 用 期 間

募集要項

●2021年1歳（2020年産駒）特別先行募集馬

2019年産駒5頭（2021年デビュー予定）  ※地方募集馬を含む
1,000口
660万円～1,430万円
6,600円～14,300円
●ベーシック会員…1口あたり600円を2021年1月より毎月支払い
●ライト会員………1口あたり7,200円を年1回11月に支払い（初年度分は出資時に支払い）
352円～458円
初年度（2歳時分）は出資時に支払い。翌年（3歳時分）は2021年11月に支払い
※地方募集馬は競走馬保険の加入はありません。

2歳1月より運用開始。運用終了予定日の定めはありません。

募 集 馬
募 集 口 数
募 集 総 額
一 口 価 格
維持費出資金

保険料出資金

運 用 期 間

●2021年2歳（2019年産駒）追加募集馬

ノボレインボーの2018（2021年デビュー予定）
1,000口
990万円
9,900円
●ベーシック会員…1口あたり600円を2021年1月より毎月支払い
●ライト会員………1口あたり7,200円を年1回11月に支払い（初年度分は出資時に支払い）
地方募集馬は競走馬保険の加入はありません。
3歳1月より運用開始。運用終了予定日の定めはありません。

募 集 馬
募 集 口 数
募 集 総 額
一 口 価 格
維持費出資金

保険料出資金
運 用 期 間

●2021年3歳（2018年産駒）特別追加募集馬

その他の費用、ベーシック会員の月会費、ライト会員の購入手数料および年会費につきましては、一次（2019年１歳）募集馬カタログをご確認ください。

募集要項 ̶ 1
・シュシュブリーズの20 ̶ 2
・コパノリンデンの19 ̶ 4
・バアゼルザウバーの19 ̶ 6
・ベガグレシヤスの19 ̶ 8
地方募集馬について ̶ 10

・ラッキーガールの19 ̶ 12

・ブエラの19 ̶ 14

・ノボレインボーの18 ̶ 16

2020年度募集馬（2019年産駒）のご紹介 ̶ 18

競走用馬ファンド会員規約 ̶ 23

CONTENTS

本匿名組合は上記の項、および23ページからの「競走用馬ファンド会員規約〈契約締結前（時）の交付書面〉」（以下別紙の
書面といいます。）に則って運用されます。別紙の書面をよくお読みになりお申し込みください。

●募集開始…2021年1月29日（金）～
ウェブサイトのマイページからは29日15:00より申込受付開始

●募集締切…満口となり次第、またはクラブが設定した日をもって締切となります。
地方募集馬ラッキーガールの19、ブエラの19、ノボレインボーの18は2021年2月28日（必着）をもって締切となります。

2020年度追加募集馬
会員募集のご案内

募集スケジュール

YEARLINGS 2020
and more
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血統表シュシュブリーズの20
29,700円一口価格：

2020年3月13日生 │ 鹿毛 │ 美浦・武井亮廐舎 │ 藤沢牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,970万円】※2021年保険料 951円

Roberto
Gris Vitesse

Danzig

Graceful Touch

Halo

Wishing Well

ノーザンテースト

モデルスポート

Northern Dancer

Fairy Bridge

Riverman

Derna

Lyphard

ノーラック

フィディオン

メジロボサツ

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Wild Risk

Anguar

In Reality

Millicent

Roberto
Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

Woodman

Fall Aspen

リアルシャダイ

ダイナフェアリー

サンデーサイレンス：M3×S4、 Roberto：S5×M5

Silver Hawk

Ameriflora

サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

Sadler's Wells

Detroit

モガミ

メジロクインシー

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston’s Mill

Kris S.

Tee Kay

ティンバーカントリー

セプテンバーソング

グラスワンダー 

ランニングヒロイン 

カーネギー

メジロモントレー 

サンデーサイレンス

ミルレーサー

シンボリクリスエス

オータムブリーズ

スクリーンヒーロー
栗毛　2004

メジロフランシス
鹿毛　2001

フジキセキ
青鹿毛　1992

ブリズデロートンヌ
黒鹿毛　2005

モーリス
鹿毛　2011

シュシュブリーズ
黒鹿毛　2011

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

©Arrowfield Stud

Famiiy
シュシュブリーズ（11 フジキセキ）２勝。

出走した産駒はなし

ブリズデロートンヌ（05 *シンボリクリスエス）１勝。産駒
グランユニヴェール（牡ネオユニヴァース）南関東（公）３勝, 京浜盃２着, ハイセイコー記念２着, 平和賞
３着, 岩手（公）7勝,○現

サツキユニヴァース（牝ネオユニヴァース）１勝,○現

オータムブリーズ（98 *ティンバーカントリー）２勝, 障１勝。産駒
アイアンテーラー：５勝, 平城京Ｓ, インディアＴ, 南関東○交１勝, クイーン賞-JPN3, マリーンＣ-JPN3２着
マエストラーレ：４勝, 江戸川特別。産駒

ルヴァンスレーヴ：最優秀ダートホース, ４勝, チャンピオンズＣ-G1, ユニコーンＳ-G3, プラタナス
賞, 伏竜Ｓ-OP２着, 南関東・岩手○交３勝, ジャパンダートダービー-JPN1, マイルチャンピオン
シップ南部杯-JPN1, 全日本２歳優駿-JPN1,種牡馬

チュウワブロッサム：３勝, 瀬波温泉特別, 石川○交１勝。産駒
チュウワウィザード：6勝, チャンピオンズＣ-G1,同4着,平安Ｓ-G3, オークランドレーシングクラブＴ,

麒麟山特別, 東海Ｓ-G2２着, 師走Ｓ-L２着,  東海・南関東○交４勝, ＪＢＣクラシック-JPN1, 川
崎記念-JPN1, ダイオライト記念-JPN2, 名古屋グランプリ-JPN2, 帝王賞-JPN1２着,○現

コルポディヴェント：５勝, 総武Ｓ, 丹沢Ｓ

セプテンバーソング（91 *リアルシャダイ）３勝, 三面川特別。産駒
タガノビッグバン：３勝, 兵庫特別
タガノスティード：入着。産駒

アルムフォルツァ：２勝, あずさ賞
アルムチャレンジ：２勝, わらび賞

ダイナフェアリー（83 *ノーザンテースト）６勝, オールカマー-JPN3。ローゼンカバリー（日経賞-JPN2）,
サマーサスピション（青葉賞-JPN3）の母, ホクトスルタン（目黒記念-JPN2）, ドリームシグナル（シ
ンザン記念-JPN3）, アークヴィグラス（エーデルワイス賞-JPN3）の曽祖母

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

当歳から1歳に移り変わる年末年始も20時間程度の昼夜放牧をこなしています。マ
イナス20℃くらいの厳しい寒さなのですが、本馬にはまったくこたえていないようで、
食欲が落ちたりすることもなく順調です。ここまで病気をすることもなく、健康的に
成長しています。放牧中に傷を作ることはありますが、他馬に比べて治りも早いです
よ。これからはハミや馬服に慣れさせたり、ウォーキングマシンでの運動を増やした
りと、今後に向けてひとつずつステップを踏んでいきます。広い競馬場でのびのびと
走る姿を見るのが楽しみです。のんびりしているタイプなので、切れ味というよりは
長く良い脚を武器にしそうなイメージがだんだん湧いてきました。

生産牧場コメント（藤沢牧場・藤沢氏）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

２歳10月にデビューし、２歳時は３戦２勝の成
績を挙げる。３歳時は勝ち星を挙げられず、休
養・転廐を経て４歳になって復帰。半年ぶりとな
る1000万クラスのレースで勝利すると、そこか
ら快進撃がスタート。ダービー卿ＣＴで重賞初制
覇を飾ると、続く安田記念でＧⅠウイナーに。日
本と香港でマイルＧⅠを４連勝し、年度代表馬に
も輝いた。５歳時には2000ｍのＧⅠを２勝。日
本と香港でＧⅠを６勝して現役生活を終えた。種
牡馬入り後はその実績から人気を集め、オースト
ラリアでのシャトル供用も行われている。

モーリス
●2011年生　鹿毛　日高産
●競走成績　日香18戦11勝　年度代表馬
香港カップ（ＧⅠ）、香港マイル（ＧⅠ）、天皇
賞・秋（ＧⅠ）、安田記念（ＧⅠ）、マイルチャン
ピオンシップ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　インフィナイト（サウジアラビアＲＣ
２着）、カイザーノヴァ（クローバー賞）など

フジキセキ
●1992年生　青鹿毛　千歳産
●競走成績　朝日杯３歳Ｓ（ＧⅠ）、弥生賞（ＧⅡ）
●主な産駒／母の父として：サウンドトゥルー
（チャンピオンズＣ）、ホワイトフーガ（ＪＢＣＬ
クラシック）、アリゼオ（毎日王冠）、アナザー
トゥルース（ダイオライト記念）／父として：イ
スラボニータ（皐月賞）、ダノンシャンティ（Ｎ
ＨＫマイルＣ）、ストレイトガール（スプリンタ
ーズＳ）、キンシャサノキセキ（高松宮記念）、
カネヒキリ（フェブラリーＳ）

１歳明けの馬の馬体を見るのは、2歳明けの馬のそれよりも難しいです。2歳馬の馬
体から未来を占うのでさえ簡単ではないのに、つい最近まで当歳だった馬の馬体な
んて…。いきなり言い訳から入ってしまいましたが、それが正直な気持ちです。でも
シュシュブリーズの20は、1歳のこの時期にしては馬体がしっかりとしていて分かり
やすいです。筋肉量と骨量がしっかりあるということです。首には太さがあって、い
かにもパワーがありそうです。モーリス産駒らしいといえばその通り。当歳や明けの
１歳馬を見るときのポイントとして、胸の深さ（き甲の最も高いところから、垂直に
胸骨の下縁のところまで下した垂線の長さ）とお尻の大きさ（腰角から臀端までの長
さ）の２つを挙げておきましょう。この２つに関しては、成長してもあまり変わらない
部分でもあり、幼い時期から特徴が現れやすい部位だからです。シュシュブリーズの
20は胸に深さがあって良いですし、お尻の大きさも合格点です。もうひとつだけ付
け加えると、膝が大きいのもこの馬の美点です。表情を見るとまだ幼さが前面に出
ていますので（当たり前ですが）、こちらもモーリス産駒らしく、精神面における成
長をゆっくり待ってあげるべきタイプですね。

治郎丸敬之の馬体診断

当歳時から至極順調な成長を見せ、
馬体重は350キロを上回るまでに成
長。誕生当時から見られた均整の取
れた好馬体はそのままに、胸前や臀
部にはしっかりと筋肉が乗ってきてい
ます。健康状態も良好で、今後さら
に父モーリスを彷彿させるパワフルな
馬体へと成長していくことを想像する
と楽しみでなりません。

2020年産駒特別先行募集

POINT
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血統表コパノリンデンの19
11,000円一口価格：

2019年3月21日生 │ 鹿毛 │ 美浦・大和田成廐舎 │ ヤナガワ牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,100万円】※2021年保険料 352円

募集馬番号 10

Northern Dancer
South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

Blushing Groom
Glorious Song

Roberto

Imsodear

Boldnesian

Reason to Earn

Poker

Fair Charmer

Raise a Native

Sweet Tooth

Northern Dancer
Queen Sucree

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer
Special

Hostage

Vaguely Royal

Kalamoun

State Pension

Hornbeam

Priddy Fair

Nijinsky

Foreseer

Blushing Groom
シンティレート

Northern Dancer：S5×S5×M5、 Blushing Groom：S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス

Bold Reasoning

My Charmer

Alydar

ステラーオデッセイ

Halo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

カンパラ

Severn Bridge

Caerleon

アルガリー

Storm Cat

Mariah’s Storm

Seattle Slew

Altair

サンデーサイレンス

ニキーヤ

トニービン

ビッグラブリー

Giant’s Causeway
栗毛　1997

Aldebaran Light
鹿毛　1996

ゴールドアリュール
栗毛　1999

ヒガシリンクス
鹿毛　1999

エスケンデレヤ
栗毛　2007

コパノリンデン
鹿毛　2012

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Famiiy
コパノリンデン（12 ゴールドアリュール）岩手（公）１勝。

本馬が初仔

ヒガシリンクス（99 *トニービン）不出走。産駒
コパノリチャード（牡ダイワメジャー）６勝，高松宮記念-G1，同５着，スワンＳ-G2，阪急杯-G3，アー
リントンＣ-G3，白梅賞，阪神Ｃ-G2 ２着，マイルチャンピオンシップ-G1４着。種牡馬

コパノオーシャンズ（牝アグネスタキオン）４勝，朱鷺Ｓ-OP，水無月特別，北九州記念-G3４着
サイモンロード（騸*シンボリクリスエス）１勝，東海（公）11勝，東海菊花賞，同３着，東海桜花賞，

梅見月杯（３回），名古屋記念（２回），オータムＣ２着，白銀争覇２着，かきつばた記念-JPN3３着，
名古屋でら馬スプリント３着，名古屋大賞典-JPN3４着，同５着

シルクターンベリー（牡*アフリート）３勝，岩手（公）３勝
コパノピエール（牡ダイワメジャー）２勝
コパノツイテル（牡*アルカセット）１勝，岩手（公）11勝
コパノロビンソン（牡ダイワメジャー）岩手（公）２勝

ビッグラブリー（92 Caerleon）１勝。産駒
マルケイボス：岩手（公）２勝，若鮎賞３着

*アルガリー Alghalih（85 Blushing Groom）米国産，英入着。産駒
ウェディングベリー：２勝，清澄特別。産駒

コパノフウジン：４勝，福島民友Ｃ-L，市川Ｓ，飛梅賞，シルクロードＳ-G3 ２着，同-JPN3 ４着，
京阪杯-JPN3 ２着，オーシャンＳ-JPN3 ２着，クリスタルＣ-JPN3 ２着，マーガレットＳ-L ２着，
バイオレットＳ-OP ２着，ガーネットＳ-JPN3 ３着。種牡馬

テーオーソルジャー：３勝，萌黄賞，○現
*ヒガシタイクーン Higashi Tycoon：不出走。産駒
ユキノアラシ：兵庫（公）７勝，兵庫ダービー，菊水賞

ウェディングタンゴ：１勝。産駒
コアレスウィーク：２勝，二王子特別

*シンティレート Scintillate（76 Sparkler）英国産，英２勝，英オークス-G1。アルシンファラー Alshinfarah
（ツークンフツレンネン-G2）の母

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

鞍付け馴致から坂路調教に至るまで、痛いの「い」の字も見せないので、丈夫なタイ
プといえるでしょう。ただ前脚の蹄の形には左右で差があるので、そこだけは前鉄を
履かせて装蹄などでバランスに気を付けて調整しています。週１～２回の坂路調教で
は苦しいそぶりを見せずに駆け上がっています。操縦性が高くて乗りやすいところが
本馬の長所で、体が柔らかくて使い方もいいんです。血統的にはダート色が強く、距
離は長いところが良さそう。1800ｍくらいがベストのように感じています。雄大な馬
格で仕上がりが早い方ではない可能性がありますが、長い目で見てもらえばどんどん
しっかりしてくると思います。大きな期待に応えられるような走りを見せてほしいですね。

育成牧場コメント（門別牧場・門別氏）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

２歳時は７馬身以上の大差で圧勝したピルグリム
Ｓなど３戦１勝の成績を残し、３歳時にはファウ
ンテンオヴユースＳで８馬身半差の重賞初勝利。
ウッドメモリアルＳでは９馬身3/4差という大差で
圧勝し、ＧⅠを初制覇した。続くケンタッキーダー
ビーでも１番人気に推されていたが、直前の故障
で出走を回避して引退。幻のケンタッキーダービ
ー馬と呼ばれた。引退後は米国で種牡馬入りし、
複数のＧⅠ馬を出すなど評価は高い。2016年か
ら日本で供用され、初年度産駒はダートを中心
にコンスタントに勝ち星を挙げている。サンデー
系と相性のいいストームキャット系種牡馬として
人気を集めている。

エスケンデレヤ
●2007年生　栗毛　米国産
●競走成績　米６戦４勝
　ウッドメモリアルＳ（ＧⅠ）、ファウンテンオヴユ
ースＳ（ＧⅡ）

●種牡馬成績　2016年から本邦にて供用中
●主な産駒　Mitole（ＢＣスプリントなどＧⅠ４
勝）、Mor Spirit（メトロポリタンＨなどＧⅠ２
勝）、ダイメイコリーダ（ジャパンＤダービー２
着）、スズカデレヤ（中京２歳Ｓ２着）など

ゴールドアリュール
●1999年生　栗毛　追分産
●フェブラリーＳ（ＧⅠ）、東京大賞典（ＧⅠ）、ダ
ービーＧＰ（ＧⅠ）、ジャパンＤダービー（ＧⅠ）

●主な産駒／母の父として：オメガパフューム
（東京大賞典）、ハービンマオ（関東オークス）、
ブルーセレブ（東京２歳優駿牝馬）／父とし
て：クリソベリル（チャンピオンズＣ）、ゴール
ドドリーム（チャンピオンズＣ）、グレイスフル
リープ（ＪＢＣスプリント）、コパノリッキー（フ
ェブラリーＳ）、エスポワールシチー（フェブラ
リーＳ）

父エスケンデレヤは９ハロンのG1レース（ウッドメモリアルS）を勝っているように、
アメリカ血統の種牡馬としては、馬体全体が筋骨隆々でずんぐりむっくりしていない、
窮屈なところが少ないタイプです。胴部には十分な長さがあり、首差しの長さや角
度も理想的で、２０００ｍ前後の距離がベストです。ケンタッキーダービーなどのク
ラシックレースに出走することができていれば、１冠くらいは獲れていたかもしれま
せんね。もちろん付くべきところにしっかりと筋肉は付いているのですが、単なるダ
ートの短距離馬の馬体ではないということ。そのような観点で見るからか、コパノリ
ンデンの19をパッと見た瞬間に、父にも増して、実に伸びのある馬体だと感じました。
正直に言うと、馬体を先に見て後から血統を知ったのですが、手脚がスラリと長く、
胴部にも伸びがあり、決して重い筋肉が付いていない、血統イメージとは異なるタ
イプの馬体を有しています。芝のレースでも走るのではと思わせられるほど。馬体を
大きく使って走り、距離が延びて良さが出るタイプでしょう。ひとつだけ課題を挙げ
ると、頭の位置が少し高いので、スラリと長い首を上手に使って走れるようになると、
ゴール前のもうひと伸びにつながるはずです。

治郎丸敬之の馬体診断

１歳冬の時点で500キロを超える雄
大な馬体が最大のセールスポイントと
言えるでしょう。それでいて重苦しさ
を感じさせない立ち姿にも好感が持
てます。父の競走実績や近親にコパ
ノリチャードがいる血統構成からは、
馬場不問でスピードを武器に活躍し
ていく姿をイメージせずにはいられま
せん。

POINT
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血統表バアゼルザウバーの19
11,000円一口価格：

2019年2月18日生 │ 芦毛 │ 美浦・小野次郎廐舎 │ 市川牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,100万円】※2021年保険料 352円

募集馬番号 11

Nearctic
Natalma

Admiral’s Voyage

Petitioner

Fappiano

Ruby Slippers

Forli

True Reality

Raise a Native

Gold Digger

Buckpasser

Rose Bower

Nearctic
Shenanigans

Bold Forbes

Right as Rain

Hail to Reason
Bramalea

Princequillo

Bridgework

Seattle Slew

Queen Louie

Tri Jet

Hail Proudly

Hail to Reason
Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Northern Dancer

Pas de Nom

Speak John

Battle Dress

Danzig：S3×M4、Nearctic：S5×S5、Hail to Reason：M5×M5

Northern Dancer

Pas de Nom

Rubiano

Lara’s Star

Mr.Prospector

Hopespringseternal

Icecapade

Rain Shower

Roberto

Sharp Queen

Gold Meridian

Tri Argo

Halo

Wishing Well

Danzig

Belle de Jour

Danzig

Starry Dreamer

Miswaki

Skatingonthinice

Kris S.

Tee Kay

サンデーサイレンス

ジョード

War Front
鹿毛　2002

Greyciousness
芦毛　1995

シンボリクリスエス
黒鹿毛　1999

ダイヤモンドピサ
黒鹿毛　2000

ザファクター
芦毛　2008

バアゼルザウバー
鹿毛　2010

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Famiiy
バアゼルザウバー（10 *シンボリクリスエス）入着，南関東（公）２勝。

本馬は第３仔。産駒
カーヴィーレーザー（17 騸鹿エイシンフラッシュ）岩手（公）１勝，○現
リュバリサノジョウ（18 牡鹿*クロフネ）南関東 入着，○現

ダイヤモンドピサ（00 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
オールザットジャズ（牝タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ-G3（２回），飛鳥Ｓ，境港特別，巻特別，
中山牝馬Ｓ-G3 ２着，同３着，愛知杯-G3 ３着，同４着，クイーンＳ-G3 ３着，同５着，エリザベ
ス女王杯-G1 ５着。産駒
ディモールト（牡*ヘニーヒューズ）２勝，萌黄賞，○現
アナザーラブソング（牡*ハービンジャー）２勝，○現

アナザープラネット（牡*ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，○現
ピサライコネン（牡*クロフネ）３勝
ピサノベッテル（牝*クロフネ）３勝

*ジョードJode（89 Danzig）米国産，英・北米２勝。産駒
フーラエンジェル Hula Angel：英２勝，ロックフェルＳ-G2，Oh So Sharp S-L３着，愛１勝，愛

1000ギニー-G1。産駒
ザフィストオブゴッド The Fist of God：愛３勝，Eyrefield S-L ２着，愛障３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful：愛１勝，Polonia S-L ２着

スケジュール Schedule：北米５勝，Miss Liberty S，Honey Bee S，Dearly Precious S ２着，Ser-
ena's Song S ２着，Crank It Up S ２着

シーキングアンエンジェル Seeking an Angel：北米４勝，Omnibus S２着。産駒
セイントルーイ St. Louie：北米６勝，John's Call S３着，ケンタッキーターフカップＳ-G3 ４着

シルクジュリエット：１勝。産駒
ジャジャウマナラシ：ＮＡＲ２歳最優秀牡馬，南関東 ４勝，兵庫（公）１勝，兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN2

母

祖母

曽祖母

本馬の調整過程については順調のひと言です。早いグループで調教が進み、１月に
は15－15ができそうなくらいまで状態は上がってきています。仕上がりも早いので
はないでしょうか。タイプとしては芝向きで、1200～1600ｍの短いところが面白
いかなと感じています。とても前向きでいい気性をしていますからね。普段の調教か
ら前向きで真面目。併せ馬をしているとしっかり負けん気を出します。今のところは
文句なしの優等生というイメージですね。早いうちから競馬場で活躍してくれること
を期待しています。

育成牧場コメント（門別牧場・門別氏）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

父がダンジグ系成功種牡馬のウォーフロントで、
名門ボブ・バファート廐舎からデビュー。スピー
ドを武器に活躍し、２歳時にサンタアニタでトラ
ックレコードを樹立。ＧⅠを２勝し、重賞５勝を含
む13戦６勝の成績を収めた。2013年からアメリ
カ、2014年からオーストラリアで種牡馬として
供用開始。初年度産駒からＧⅠ勝ち馬を送り出し、
セリ市場では高評価を得た。2017年までに日本
に輸入された産駒３頭全てが勝ち上がり適性を
示したことで、2018年はリースで日本にて供用。
166頭の繁殖牝馬と交配し、シーズン終了後に
アメリカへ帰国。１世代限りの貴重な産駒たちの
活躍に注目が集まっている。

ザファクター
●2008年生　芦毛　米国産
●競走成績　米ＵＥＡ13戦６勝
　マリブＳ（ＧⅠ）、パットオブライエンＳ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2018年に本邦にて供用
●主な産駒　Cistron（ビングクロスビーＳ）、
Noted and Quoted（シャンデリアＳ）など

シンボリクリスエス
●1999年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　天皇賞・秋（ＧⅠ）２回、有馬記念
（ＧⅠ）２回、青葉賞（ＧⅡ）、神戸新聞杯（ＧⅡ）
●主な産駒／母の父として：レイデオロ（日本ダ
ービー、天皇賞・秋）、オジュウチョウサン（中
山グランドＪ、中山大障害）、ミスパンテール
（阪神牝馬Ｓ、京都牝馬Ｓ）、オーソリティ（青
葉賞）／父として：ルヴァンスレーヴ（チャンピ
オンズＣ、南部杯）、エピファネイア（ジャパン
カップ、菊花賞）、ストロングリターン（安田記
念）、サクセスブロッケン（フェブラリーＳ）

１年限り（2018年のみ）の供用ということで日本にやってきた種牡馬ザファクターの
産駒ですから、一か八かの魅力でいっぱいです。ザファクター自身、2歳からダート
の短距離を中心にトラックレコードを出して活躍していた戦績からも分かるように、
馬体は筋骨隆々のマッチョタイプで、特に前躯が力強く、いかにもダートコースをか
き込むようにして走っていた姿が目に浮かびます。おそらく産駒もそのような前躯が
勝ったダートの短距離馬の馬体に出そうですが、バアゼルザウバーの19の馬体を見
る限りにおいては、前後のバランスは非常に良いですね。胴部が詰まって、コロン
と映る馬体であることは確かなので、距離はマイル以下がベストでしょう。トモにも
実がしっかりと入っているので、もしかするとダートだけではなく芝の短距離戦でも
スピードを生かして走るかもしれません。素直に馬体だけを見るとそれほど大物感は
ありませんが、これといった欠点もなく健康な馬体であり、気性も素直そうな顔つ
きをしていますので、早い時期からコンスタントに短い距離を走り続けてくれるので
はないでしょうか。

治郎丸敬之の馬体診断

１世代限りの供用となった父ザファク
ター産駒は、まずはその希少性に注
目です。早い時期から走る産駒も多
い中、本馬の馬体には成長の余地も
多分に感じらます。古馬となって福島
牝馬Sを連覇した近親オールザットジ
ャズのように、着実に力を付けながら
ステップアップしてくれることでしょう。

POINT
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血統表ベガグレシヤスの19
14,300円一口価格：

2019年4月9日生 │ 黒鹿毛 │ 栗東・清水久詞廐舎 │ 片岡博生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,430万円】※2021年保険料 458円

募集馬番号 12

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Lyphard

Lady Rebecca

Busted

Highclere

Northern Dancer
South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

Sword Dancer

Kerala

Acropolis

Rififi

Mr.Prospector

プレイメイト

Pretense

Change Water

カンパラ

Severn Bridge

Northern Dancer
Moonscape

Nasrullah

Lalun

Native Dancer

Exclusive

Grey Sovereign

Vermilion O’Toole

Tambourine

Cordially

Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Storm Bird

Terlingua

Damascus

Fiji

Woodman

Fall Aspen

トニービン

アンティックヴァリュー

Never Bend

Exclusive Dancer

ラナーク

モーストグレイシャス

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Storm Cat

Pacific Princess

ティンバーカントリー

ベガ

ネヴァーダンス

ホワイトグレシャス

ディープインパクト
鹿毛　2002

キャットクイル
鹿毛　1990

アドマイヤドン
鹿毛　1999

ハヤテグレシャス
芦毛　1992

キズナ
青鹿毛　2010

ベガグレシヤス
芦毛　2007

本馬は馴致がとてもスムーズに進み、１週間～10日くらいで完了しました。物覚
えがいいのでしょうね。その後はロンギ場でインターバル調教を行って基礎体力
をつけ、BTCの施設を使った調教にも着手しています。ウッドチップや坂路を使い、
スピード調教やコーナーリングの確認を行いつつ、15－15くらいのところまでは
問題なく進みました。右トモが弱そうな雰囲気はあるのですが、意外なほどに良
い動きを見せてくれています。気持ちが前向きというのもプラスに働いているので
しょう。走りに他馬の影響を受けることも少なく、競馬に向いているタイプだと思
います。現状では軽い芝で、マイルくらいの距離に適性があるのかなと感じていま
す。調教が順調に進めば早期デビューも狙っていけると思っています。

育成牧場コメント（森本スティーブル・森本氏））

キズナは産駒にストームキャットの血を伝えていて、腹袋が大きく、筋肉量が豊富に
あり、一瞬の切れ味よりもパワーや地脚の強さで勝負するような馬たちを多く出して
います。意外にも、距離が延びても走る馬が出ているのは、馬体の緩さからです。
緩さがあるから距離が持つのですが、反面、早い時期から無理をさせすぎると、馬
体に芯が入る前に馬体を痛めたり、成長を阻害してしまいます。キズナの産駒は闘
争心に溢れているため、長い目で見て、肉体と精神のバランスを取って走らせてあ
げる必要があるのです。総体的には、馬体に緩さの少ないキズナ産駒を狙うべきで
しょう。馬体の見栄えよりも、動きの方を見るべきです。ポイントとしては、後肢が
きっちりと踏み込めているか（前肢よりも後肢の踏み込みの方が長いか）、前後から
見て左右にブレずに歩けているかです。ベガグレシヤスの19は、手脚や胴部、首に
も十分な長さがあり、馬体のフレームが大きくて理想的です。前躯と後躯のバラン
スも良いですね。外見上は全く問題がありませんので、あとは力強く踏み込んで歩
けているのを確認してから出資してみてください。

治郎丸敬之の馬体診断

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

©上田美貴子

Famiiy
ベガグレシヤス（07 アドマイヤドン）北海道（公）２勝，広島（公）３勝，南関東（公）１勝。

本馬は第５仔。産駒
ブルベアライノ（14 牡芦*ロージズインメイ）入着，南関東（公）４勝，○現
ビッグマロン（15 牡鹿ショウナンカンプ）南関東（公）４勝
ソスピタ（17 牝芦スクリーンヒーロー）２勝，○現
グリームエース（18 牡鹿キズナ）1勝，○現

ハヤテグレシャス（92 *ネヴァーダンス）３勝，石川（公）１勝，南関東（公）入着，東京盃３着。産駒
テイエムオオタカ（牡*ホワイトマズル）５勝，オパールＳ-OP，札幌日刊スポーツ杯，道新スポーツ杯，

若竹賞，スワンＳ-G2 ２着，函館スプリントＳ-G3 ２着，オーロＣ-L ２着，バーデンバーデンＣ-L 
２着，福島民友Ｃ-L２着，京王杯２歳Ｓ-G2３着，キーンランドＣ-G3 ３着，ファルコンＳ-G3 ３着，
アーリントンＣ-G3 ３着，春雷Ｓ-L３着，信越Ｓ-OP３着，京阪杯-G3 ４着，北九州記念-G3 ４着，
セントウルＳ-G 2 ５着

ナムラハトル（牝ジェニュイン）３勝
ツルギフクセント（牝*スリルショー）２勝

ホワイトグレシャス（80 *ラナーク）不出走。産駒
ホワイトメロディ：南関東（公）２勝

*モーストグレイシャスMost Gracious（71 Tambourine）米国産，不出走。産駒
ロングシャトー：４勝
トップイチレディー：東海（公）３勝。産駒

イズミカツリュウ：北関東（公）８勝，高崎皐月賞，石川（公）５勝，中日杯，スプリングＣ，高知
（公）５勝

コーディアリー Cordially（62 Ambiorix）北米５勝，マザーグースＳ，デラウェアオークス２着，ヴァインラン
ドＨ ２着。フォーエヴァーコーディアル Forever Cordia（l Fleur de Lis H）の母，ベストゲイム 
BestGame（Color Me Blue H）の祖母，ケリーズランディング Kelly's Landing（ドバイゴールデン
シャヒーン-G1）の曽祖母

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

1歳の秋から冬にかけて50キロ近く
馬体重を増やし、血統に裏打ちされ
た成長力を見せている本馬。デビュ
ーまでの鍛錬でさらにたくましい筋肉
を纏い、よりパワフルな馬体になるこ
とは間違いないでしょう。父の産駒ら
しい力強さに磨きをかけて、他馬を圧
倒するような走りを見せてほしいとこ
ろです。

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

ディープインパクト産駒にしてファレノプシスの半
弟という良血馬。３歳時に毎日杯、京都新聞杯
を連勝して挑んだ日本ダービーで、武豊騎手を背
に見事優勝。その年、凱旋門賞に遠征し４着と
なった。ディープインパクトの後継として種牡馬
入りし、2019年にデビューした初年度産駒から
は続 と々重賞ウィナーが誕生。種牡馬としてさら
なる飛躍が期待される。

キズナ
●2010年生　青鹿毛　新冠産
●競走成績　日仏14戦７勝
　日本ダービー（ＧⅠ）、ニエル賞（ＧⅡ）、大阪
杯（ＧⅡ）、京都新聞杯（ＧⅡ）、毎日杯（ＧⅡ）

●種牡馬成績　2016年から供用中
●主な産駒　ディープボンド（京都新聞杯）、マ
ルターズディオサ（チューリップ賞）、アブレイ
ズ（フラワーＣ）、クリスタルブラック（京成杯）、
ビアンフェ（函館２歳Ｓ）など

アドマイヤドン
●1999年生　鹿毛　早来産
●朝日杯ＦＳ（ＧⅠ）、フェブラリーＳ（ＧⅠ）、ＪＢＣ
クラシック３回（ＧⅠ）、帝王賞（ＧⅠ）、マイル
ＣＳ南部杯（ＧⅠ）
●主な産駒／母の父として：コーナスフロリダ
（兵庫ダービー）、リンノストーン（平和賞）／
父として：アルバート（ステイヤーズＳ）、アド
マイヤデウス（日経賞）、トーセンアレス（浦和
記念３着）

POINT
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JRA

地方募集馬について

YGGオーナーズクラブでは2021年より地方所属馬の募集を開始いたしました。
比較的、安価な募集価格で数多くの出走機会が見込めるのが地方所属馬の魅力です。
中央競馬と違い、地方競馬は平日に開催が行われることも多く、
現地で応援できる機会もきっと増えるでしょう。
中央競馬とは違った楽しみが満載の地方募集馬へのご出資をぜひご検討ください。

募集時には主に道営もしくは南関東に入廐予定となります。早期に道営でデビューし南関東へ移籍するケースや、南関東からデビューするケースが
想定されます。その後、レース成績や採算性等を考慮し、中央競馬への転入、また他の地方競馬場へ転籍する可能性があります。

●所属競馬場

地方募集馬にご出資の際、掛かる費用は原則的に中央募集馬と変わりありません。ただし、競走馬保険加入がないため保険料出資金のお支払いはあ
りません。また、維持費出資金については中央募集馬と同じく一口あたり月600円となりますが、余剰分については引退時に返還いたします。

平日開催・ナイター開催も
多く、観戦の機会は多い。

門別競馬場 大井競馬場

●地方募集馬にかかる費用

クラス分けが細分化され、開
催日数も多いことから、出走
回数が確保されやすいレース
体系となっています。

●地方競馬のメリット

レース出走
回数が多い

地方競馬、とりわけホッカイ
ドウ競馬では2歳戦が早くか
らスタートします。ホッカイ
ドウ競馬では4月から2歳の新
馬戦がスタートし、6月から2
歳重賞も組まれています。

2歳戦の
スタートが早い

在廐時の預託料が月60万円程
度かかる中央競馬と比べ、地
方所属馬は維持費が割安です。
ホッカイドウ競馬では月20万
円程度、南関東競馬では月30
～40万円程度と、低コストで
の運用が可能です。

※お支払いいただく維持費出資金は
中央所属馬と同額の一口あたり
600円／月となりますが、使用し
ない維持費出資金は引退時にお返
しします。

維持費が
割安

ホッカイドウ競馬でデビュー
した馬が「認定競走」を勝つ
ことで、JRAのレースへの出
走か可能になります。道営競
馬所属のまま大舞台を目指す
ことも夢ではありません。

中央競馬への
挑戦も可能

地方競馬ではインターネット
でのライブ配信が充実してい
ます。そのため、自宅で愛馬
のレースやパドックをチェッ
クすることができます。

映像配信が
便利

●開催スケジュール

ホッカイドウ競馬
入廐馬

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

南関東4場
入廐馬

能力検査

新馬戦 2歳重賞

能力試験

新馬戦 2歳重賞 クラシック
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地方募集

血統表ラッキーガールの19
6,600円一口価格：

2019年3月23日生 │ 栗毛 │ 道営・佐々木国明廐舎 │ 門別山際牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 660万円】※地方募集馬は競走馬保険の加入はありません

募集馬番号 13

Northern Dancer

South Ocean

Secretariat

Crimson Saint

Blushing Groom
Glorious Song

Roberto

Imsodear

Vice Regent

Mint Copy

Hold Your Peace

Laredo Lass

Bold Reasoning

My Charmer

マナード

Amiel

Mr.Prospector

File

Dance Spell

Witching Hour

Naskra

Candle Star

Cornish Prince

English Harbor

Red God

Runaway Bride

Prince John

Grafitti

Raise a Native

Sweet Tooth

Sir Gaylord

Style

Blushing Groom：M4×S5

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス

Deputy Minister

Mitterand

Seattle Slew

Aerturas

フォーティナイナー

Broom Dance

Star de Naskra

Minnie Riperton

Blushing Groom

La Griffe

Alydar

Coiffure

Storm Cat

Mariah’s Storm

フレンチデピュティ

Actinella

エンドスウィープ

ダーケストスター

ブラッシングジョン

Bouffantd

Giant’s Causeway
栗毛　1997

フレンチリヴィエラ
栗毛　1999

サウスヴィグラス
栗毛　1996

アイズオブユー
栗毛　1992

スズカコーズウェイ
栗毛　2004

ラッキーガール
栗毛　2010

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

©㈲ホースバンク

Famiiy
ラッキーガール（10 *サウスヴィグラス）南関東（公）３勝。

本馬は第４仔。産駒
トリマゴラッキ（16 牝栗スマートボーイ）東海（公）10勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600ｍ），新春ペガサ

スＣ２着，若草賞３着，○現
ダンディーヴォーグ（17 牡青鹿*ヴィットリオドーロ）南関東（公）８勝，○現
スマイルザロック（18 牝栗スズカコーズウェイ）南関東（公）入着，，○現

*アイズオブユー（92 *ブラッシングジョン）加国産，４勝，東雲賞，長良川特別。産駒
グランドエナジー（牝*フレンチデピュティ）１勝，フェアリーＳ-PN3４着。産駒

ビッグバン（牡ネオユニヴァース）北海道 ４勝，北海道２歳優駿-JPN3，ブリーダーズゴールドジュ
ニアＣ，サンライズＣ，高知（公）３勝

ハイパーチャージ（騸ステイゴールド）３勝，南関東（公）２勝，岩手（公）８勝，みちのく大賞典３着，○現
セッカチクイーン（牝スズカマンボ）東海（公）６勝。産駒
ジェッシージェニー（牝ストロングリターン）１勝，南関東（公）２勝，石川（公） １勝，読売レディス

杯，東海（公）１勝，秋桜賞，佐賀（公）１勝，佐賀ヴィーナスＣ，○現
トーホウベルサイユ（牝*シンボリクリスエス）東海○交１勝
トーセンオブユー（牡*タイキシャトル）入着，兵庫（公）３勝

ブーファーント Bouffan（t 85 Alydar）北米１勝。産駒
シークレットアリーSecret Aly：英８勝

クワーフュア Coiffure（73 Sir Gaylord）仏１勝，クロエ賞-G3２着。産駒
スピットカール Spit Curl：北米５勝，アラバマＳ-G1，ＣＣＡオークス-G1 ２着。マルカフェニックス（ス
ワンＳ-G2，阪神Ｃ-JPN2），ヒラボクロイヤル（青葉賞-JPN2）の祖母

ダイヴァー Diver：北米５勝，セネカＨ-G3。種牡馬
*プラチナウェーブ Platinum Wave：北米１勝。ホオキパウェーブ（オールカマー-JPN2，菊花賞-JPN1
２着）の母

母

祖母

曽祖母

四代母

1歳の11月初旬に競馬場に移動してきて、初期馴致から開始しました。道具を付け
るところから2週間ほど時間を掛けて完了し、12月からは坂路に入れ始めています。
年内はそこまでペースを上げられなかったので、2月くらいに15－15を開始するイメ
ージで進めています。筋肉量がしっかりある馬体をしていて、それでいて柔らかさが
感じられるのがいいですね。スピード、瞬発力も垣間見られます。早い時期の2歳
戦は短い距離から競馬をしていくことになりますが、ゲートからスピードを生かした
競馬ができるのではないかと思います。トラブルなく力をつけていけば、JRAのレー
スに参戦することも視野に入ってくるかもしれません。

調教師コメント（道営・佐々木国明調教師）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

11月の京都でデビューすると２戦目に初勝利を
挙げる。３歳時にはNHKマイルカップやダービー
出走を目指すも叶わず、４歳時は５戦し未勝利に
終わった。５歳となり２月に久々の勝利を挙げる
と５月にはオープンへと昇級。中１週で臨んだ京
王杯スプリングカップで優勝し、初の重賞タイト
ルを獲得しジャイアンツコーズウェイ産駒の国内
重賞勝ち馬第1号となった。その後は未勝利に
終わったが、2013年に種牡馬入り。最初の３
年は１桁の種付け頭数に収まっていたものの、産
駒の出来が評判となり、４年目は61頭の繁殖牝
馬を集めた。産駒の勝ち上がり率は高く、とりわ
け地方競馬での勝ち馬率は８割近い数字を叩き
台している。

スズカコーズウェイ
●2004年生　栗毛　静内産
●競走成績　44戦６勝
　京王杯スプリングＣ（ＧⅡ）、ジュニアＣ（ＯＰ）、
朱雀Ｓ

●種牡馬成績　2013年から供用中
●主な産駒　スズカコーズライン（北海道スプリ
ントＣ２着、大和Ｓ）、バンドオンザラン（優駿ス
プリント）、ニュータウンガール（東海ダービー）

サウスヴィグラス
●1996年生　栗毛　米国産
●競走成績　ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）、根岸Ｓ（Ｇ
Ⅲ）２回、北海道ＳＣ（ＧⅢ）２回
●主な産駒／母の父として：ヒカリオーソ（川崎記
念２着）、アベニンドリーム（北海道２歳優駿２
着）、コパノキャリー（ビギナーズＣ）／父とし
て：サブノジュニア（ＪＢＣスプリント）、コーリン
ベリー（ＪＢＣスプリント）、ヒガシウィルウィン
（ジャパンダートＤ）、ラブミーチャン（全日本２
歳優駿、東京盃）、ナムラタイタン（武蔵野Ｓ）

スズカコーズウェイとはずいぶん渋いところを突いてきたなと最初思いましたが、道
営所属という話を聞いて納得です。スズカコーズラインやバンドオンザランなど、ダ
ートの短距離における活躍馬が出ているように、現役時代のイメージとは少し違って、
種牡馬としてのスズカコーズウェイは今のところダート馬の父なのです。血統的には
ともかく、馬体だけを見ると、決してダート種牡馬というわけではありません。さす
が中央競馬の芝のレースで活躍していただけあって、手脚が軽く、首を水平に上手
に使って柔らかく歩けています。たとえばトゥザワールドなどと同じで、産駒は地方
所属の馬が多いため、ダートを走る機会が多いから実績も出るということなのでしょ
う。走る能力が高いためダートでも走っているように見えますが、芝も走るタイプが
出るかもしれませんね。ラッキーガールの19の馬体を見ると、ふっくらと筋肉がつ
いて好感が持てます。まだ粗削りな面はありますが、これから育成が進んでいくにつ
れ、メリハリも出てくるのではないでしょうか。脚元には不安がなさそうなので、比
較的早い時期からコツコツと走ってくれるのではないでしょうか。芝のレースにも挑
戦なんていう夢が見られると良いですね。

治郎丸敬之の馬体診断

地方競馬においてたしかな存在感を
見せているスズカコーズウェイの産駒。
本馬の母父もまた、地方で一時代を
築いたサウスヴィグラスとなっており、
地方競馬への適性は疑いようがあり
ません。廐舎陣営の期待も大きく、
北の大地から高く羽ばたいてくれるこ
とを願います。

POINT
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地方募集

血統表ブエラの19
6,600円一口価格：

2019年3月3日生 │ 青鹿毛 │ 道営・佐々木国明廐舎 │ サンバマウンテンファーム生産

募集馬番号 14

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Wild Risk

Anguar

In Reality

Millicent

Ribot

Flower Bowl

Sunrise Flight

Colonia

Northern Dancer
Goofed

Violon d’Ingres

Moss Rose

Northern Dancer
Fairy Bridge

High Top

Reprocolor

Lyphard
Navajo Princess

サンプリンス

エール

Mr.Prospector

Miesque

Sadler’s Wells
Glenveagh

Halo

Wishing Well

Nijinsky

Key Partner

サンデーサイレンス：S3×M4、 Lyphard：S4×M5、 Sadler’s Wells：M4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston’s Mill

His Majesty

Sun Colony

Lyphard

Lady Berry

Sadler’s Wells

Colorspin

ダンシングブレーヴ

ウイルプリンセス

Kingmambo

サドラーズギャル

サンデーサイレンス

ダンシングキイ

サンデーサイレンス

ミルレーサー

Pleasant Colony

Featherhill

オペラハウス

マイヴィヴィアン

エルコンドルパサー

ダンシングサンデー

フジキセキ
青鹿毛　1992

ケルトシャーン
鹿毛　1994

メイショウサムソン
鹿毛　2003

フラップアウェイ
黒鹿毛　2002

キンシャサノキセキ
鹿毛　2003

ブエラ
鹿毛　2010

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

©上田美貴子

Famiiy
ブエラ（10 メイショウサムソン）北海道（公）１勝，南関東（公）２勝，岩手（公）入着，オパールＣ３着。

本馬が初仔

フラップアウェイ（02 *エルコンドルパサー）入着。産駒
マンオブグァテマラ（牡*チチカステナンゴ）１勝，高知（公）３勝，高知県知事賞３着
ダンスインザマミー（牝タニノギムレット）１勝

ダンシングサンデー Dancing Sunday（97 *サンデーサイレンス）仏入着。産駒
フサイチオフトラ：２勝，萩Ｓ-OP，札幌２歳Ｓ-JPN3 ４着，佐賀（公）２勝，はがくれ大賞典
ポルカマズルカ：５勝，日本海Ｓ，阿寒湖特別，秩父特別，札幌日経オープン-L３着
バンスタンウォルツ：３勝，駒ヶ岳特別
ダンスオンザルーフ：入着。産駒

レッドガラン：５勝，大阪城Ｓ-L，逆瀬川Ｓ，蓬莱峡特別，リゲルＳ-L３着，白富士Ｓ-L３着，鳴
尾記念-G3５着，○現

*ダンシングキイDancing Key（83 Nijinsky）米国産，不出走。産駒
ダンスインザダーク：最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1，弥生賞-JPN2，京都新聞杯-JPN2，ダー
ビー-JPN1２着。種牡馬

ダンスインザムード：最優秀３歳・古牝馬，５勝，桜花賞-JPN1，ヴィクトリアマイル-JPN1，フラワーＣ
-JPN3，天皇賞 -JPN1２着，同３着，マイルチャンピオンシップ-G1２着（２回），毎日王冠-G2２着，
マイラーズＣ-G2２着，北米１勝，キャッシュコール招待Ｓ-G3，アメリカンオークス-G1２着。ダン
スファンタジア（フェアリーＳ-G3）の母

ダンスパートナー：最優秀３歳・古牝馬，４勝，オークス-JPN1，エリザベス女王杯-JPN1，同２着，京
阪杯-JPN3，桜花賞-JPN1　２着，宝塚記念-JPN1　３着（２回），仏入着，ノネット賞-G3　２着。
フェデラリスト（中山記念-G2）の母，ヨカグラ（小倉サマージャンプ）の祖母

エアダブリン：５勝，青葉賞-JPN3，ステイヤーズＳ-JPN3，ダイヤモンドＳ-JPN3，ダービー-JPN1　２着，
菊花賞-JPN1３着。種牡馬

母

祖母

曽祖母

四代母

1歳の11月初旬に競馬場に移動してきて、初期馴致から開始しました。まだ子供っ
ぽい部分が多く、人間の指示を理解するのに時間は掛かりましたが、12月からは
坂路調教に進むことができました。まだまだハミの取り方や前進気勢には物足りな
いところがあり、課題が残るので早熟とは言えないかもしれません。そのため、じっ
くり進めていくのが良いかなとも思いますが、早いうちから競馬をして実戦で覚えて
いくという手もあるので、そのあたりは進めながら見極めていければと思います。食
欲旺盛なタイプなので、たくさん食べてたくさん鍛えて、しっかり力を付けていきた
いと思います。

調教師コメント（道営・佐々木国明調教師）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

豪州で生まれて輸入され、２歳冬にデビューして
初勝利を挙げる。マイル以下の距離で活躍し、Ｎ
ＨＫマイルＣで３着と好走。３歳秋のマイルＣＳに
も挑み、５着と健闘した。４歳時には２勝を挙げ、
５歳の夏に17戦目となる函館ＳＳで重賞初制覇。
その後も短距離重賞で活躍を見せると、７歳に
なって高松宮記念でＧⅠ初制覇。翌年に連覇を
達成し、種牡馬入りが決まった。スピード豊かな
産駒を送り出して重賞馬も輩出。フジキセキの後
継として活躍している。

キンシャサノキセキ
●2003年生　鹿毛　豪州産
●競走成績　31戦12勝　最優秀短距離馬
　高松宮記念（ＧⅠ）２回、阪神カップ（ＧⅡ）２
回、スワンＳ（ＧⅡ）

●種牡馬成績　2011年から供用中
●主な産駒　ルフトシュトローム（ＮＺトロフィ
ー）、ガロアクリーク（スプリングＳ）、モンド
キャンノ（京王杯２歳Ｓ）、シュウジ（阪神カッ
プ）、ベルーガ（ファンタジーＳ）など

メイショウサムソン
●2003年生　鹿毛　浦河産
●競走成績　日本ダービー（ＧⅠ）、皐月賞（ＧⅠ）、
天皇賞・春（ＧⅠ）、天皇賞・秋（ＧⅠ）

●主な産駒／父として：デンコウアンジュ（愛知
杯）、フロンテアクイーン（中山牝馬Ｓ）、キン
ショーユキヒメ（福島牝馬Ｓ）、ルミナスウォリ
アー（函館記念）

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 660万円】※地方募集馬は競走馬保険の加入はありません

かつて血統評論家の山野浩一氏が、種牡馬の年齢によって産駒に伝わる能力は異
なってくると指摘されていたことを覚えています。種牡馬入りして最初の頃は、芝の
マイル路線で活躍する産駒が多かったのにもかかわらず、いつの間にか、長距離戦
線やダートを得意とする産駒が増えてくるということです。キンシャサノキセキは、シ
ュウジ（小倉２歳S、阪神C）やカシアス（函館２歳S）といった芝のスプリンターを
当初は出しましたが、ここにきてヒラボクラターシュやストロベリームーンなどダート
で活躍する産駒が目立ち始めています。僕が血統論を語っても仕方ないのですが、
何が言いたいのかというと、種牡馬としては高齢にさしかかったキンシャサノキセキ
の産駒に、ダートでレースが行われる道営競馬で出資するのは正しいということです。
走るキンシャサノキセキ産駒については、昨年のカタログでも語ったように、とにか
く馬体の完成度が高くて見栄えのする馬を狙えということです。ブエラの19は実に
マッチョで前躯もトモも筋肉量が多くて力強く、間違いなくダートは合っています。
距離は短い方が良さそうです。やや脚元に心配がありそうなので、そういう意味で
も安心して走れるダートがベストですね。

治郎丸敬之の馬体診断

馬体重の数字以上に大きく見せる胸
前とトモの筋肉は、ダートを走るうえ
で大きな武器となりそうです。ダンシ
ングキイの名牝系出身、そして父も母
父も古馬になってGⅠを獲っている血
統背景から、本馬は成長力にも期待
が掛かります。2歳の早い時期から古
馬となるまで長く楽しませてくれるで
しょう。

POINT
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地方募集

血統表ノボレインボーの18
9,900円一口価格：

2018年4月5日生 │ 芦毛 │ 大井・高野毅廐舎 │ サンバマウンテンファーム生産

2018年産駒特別追加募集

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

©㈱サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ

Famiiy

1歳11月に左前脚を骨折して長い休養となりましたが、その後の経過は順調でした。
乗り慣らしからやり直すかたちでしたが問題なく対応してくれました。当時は馬体も
小さめで、成長はしてくるだろうと思っていましたが、その通り、3歳になるまでに
かなりしっかりしてきました。怪我の功名というのか、見栄えのする馬体になってい
ますね。4000ｍのキャンター調教をこなしていますが、スピードがあるタイプだな
という印象を持っています。ダート競馬にも合いそうです。距離はこなせそうな感じ
はしていますが、性格的にカッとなるところがあるので短いところは合っているかも
しれません。集中して競馬に臨むことができれば、問題なく勝てると思います。

育成牧場コメント（グリーンマイルトレーニングセンター・矢野氏）

種 牡 馬

ブルードメアサイアー

デビューは２歳10月。２着が続くなど惜敗が続
いたが３歳初戦で初勝利。トライアルに挑むも敗
戦し、クラシックへの出走には至らなかった。そ
の後はマイル路線を中心に歩むと、明け５歳の京
都金杯で重賞初勝利。その後の安田記念では３
着となり、マイル重賞の中心的存在となった。６
歳の秋、マイルＣＳで念願のＧⅠ制覇を飾った。
８歳時のマイルＣＳ４着を最後に引退種牡馬入り
となった。名牝系出身のディープ系種牡馬として
注目を集めている。

ダノンシャーク
●2008年生　鹿毛　日高産
●競走成績　39戦７勝
　マイルＣＳ（ＧⅠ）、富士Ｓ（ＧⅢ）、京都金杯（Ｇ
Ⅲ）、安田記念３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

ノボジャック
●1997年生　栗毛　米国産
●競走成績　ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）　ＮＡＲ特
別表彰馬

●主な産駒／父として：ブラゾンドゥリス（黒船
賞）、ラブバレット（北海道スプリントＣ２着）、
カツゲキライデン（エトワール賞）

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 990万円】※地方募集馬は競走馬保険の加入はありません

再募集ということで、およそ2年ぶりに馬体を見ることになりましたが、イメージ通
りの成長を見せていると感じました。やはり馬体のラインや特徴は大きくは変わらな
いということですね。あのコントレイルも2歳時に半年ほど調教ができない時期があ
ったそうなので、全てが順調に進むことがベストであるとは限りません。休んでいる
間に馬体が成長し、体が丈夫になり、持てる能力を十全に発揮できるようになるこ
ともあります。ノボレインボーの18はいかにもマイラーというバランスの良い馬体。
やや胴部が詰まっているので、1400mからマイル戦までが適鞍でしょう。何よりも
この馬の良いところは、馬体にマイナス材料がなくて健康ということに尽きます。顔
つきからは気性の良さが伝わってきますし、しっかりとした腹袋は健康さを物語って
います。父のように長く走り続けてくれるのではないかと期待しています。と、ここま
では1歳当時の総評と変わりませんが、あえて1点だけ付け加えるとすれば、3歳に
なってますます力強さが出てきていますので、ダート競馬は悪くないはずです。ダノ
ンシャーク産駒からダートの活躍馬が出てくるかもと考えるだけで、楽しみは膨らみ
ますね。

治郎丸敬之の馬体診断

怪我による休養期間を経て、一回り
も二回りも大きくなった本馬。写真や
映像から1歳時からの大きな変化を感
じ取っていただけることでしょう。中
央でのデビューは叶わず３歳からの始
動となりますが、溜めこんだパワーを
南関東で大いに爆発させ、父のよう
に息長く活躍してほしいところです。

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Lyphard

Lady Rebecca

Busted

Highclere

Northern Dancer
Flaming Page

Round Table

Regal Gleam

Mill Reef

Hardiemma

Tennyson

Adele Toumignon

Vice Regent
Mint Copy

Hold Your Peace

Laredo Lass

Mr.Prospector

Polite Lady

Drone

Naughty Intentions

フォルティノ

ズイシヨウ

シャトーゲイ

クインビー

Northern Dancer
Victoria Regina

Vaguely Noble

Kamicia

Vice Regent：M4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Nijinsky

Foreseer

Shirley Heights

Toute Cy

Deputy Minister

Mitterand

アフリート

Intently

シービークロス

グリーンシャトー

Vice Regent

Thasos

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Caerleon

Jabali 

フレンチデピュティ

フライトオブエンジェルス

タマモクロス 

クラシーグリーン

ディープインパクト
鹿毛　2002

カーラパワー
鹿毛　1998

ノボジャック
栗毛　1997

ガルデーニエ
芦毛　1998

ダノンシャーク
鹿毛　2008

ノボレインボー
芦毛　2006

ノボレインボー（2006 芦 ノボジャック）3勝。
本馬は弟4 仔。産駒
ノボサプライズ（2015 牝 栗 ノボトゥルー）出走,北海道（公）１勝･東海（公）3勝,○現
ノボノンノン（17 牝鹿ワールドエース）南関東1勝,○現
レインボーサミット（19 牝栗*ラニ）未出走

ガルデーニエ（1998 芦 タマモクロス）２勝。産駒
カミンスルーザライ（2003 牡 芦 アジュディケーティング）出走,北海道（公）3勝
カシノレインボー（2009 牝 芦 スウェプトオーヴァーボード）出走,佐賀（公）20勝，新涼賞３着，南関東（公）4勝
ジェットコマチ（2004 牝 鹿 ホワイトマズル）南関東･東海（公）8勝
ユノエスクード（2008 牝 栗 トワイニング）広島（公）4勝，若駒賞３着
カシノグリップ（2010 牡 鹿 ブラックホーク）出走,佐賀（公）3勝

*クラシーグリーン Classy Green（86 Vice Regent）米国産，北米２戦。産駒
ケイティグリーン：石川（公）８勝，サラブレッドヤングチャンピオン
クラシーグロー：不出走。産駒

オフィシャル：北海道 ３勝，中央１勝，釧路湿原特別

ザソス Thasos（82 Vaguely Noble）不出走。産駒
センターフォールドミス Centerfold Miss：北米７勝，Life's Magic H，Rose Rock S，Guthrie 

S，Great Plains S

カミシア Kamicia（74 Kashmir）仏２歳牝馬チャンピオン，仏４勝，クリテリウムデプリッシュ-G1，ヴェ
ルメイユ賞-G1，ノネット賞-G3，グロット賞-G3 ２着，マルレ賞-G3 ３着，エクスビュリ賞-G3 ３着，
Prix La Camargo-L３着，北米入着，クリサンシマムＨ-G3 ２着。産駒
ポンチャテューラ Ponchatula：伊２勝，Premio Cesare Degli Occhi-L３着
パーダースターPurdah Star：不出走。産駒

テープデッキ Tape Deck：豪３勝，WATC Lindsay Rosenthal S-L，WATC All Stars 
Quality S-L

トマホークランサー Tomahawk Lancer：北米13勝，Midwest CityS２着，Holiday H３着

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

POINT
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北海道・森本スティーブル在廐。９月から馴
致を開始し10月には騎乗調教に移行。BTC
の施設を利用して体力強化に励んでいます。

【牧場コメント】
現在はBTCの屋内トラックコースを４周
（2400m）または坂路をハロン17秒ペース
で２本というメニューをこなしています。一時
みせていた気性面やハミ受けの難しさなどは
かなり解消されてきました。思ったよりも早く
普通に調教が出来る精神状態になってくれた
と思います。飼い葉食いも悪くないですし、
今はBTCで順調に調教を進めています。

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
父：ドゥラメンテ×母：マネーペニー（母父：Monarchos）

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

メス

募集馬番号 3

募集馬番号 2

北海道・グリーンマイルトレーニングセンター
在廐。11月に育成牧場に移動し馴致を開始。
成長を促しながらペースアップのタイミングを
計っています。

【牧場コメント】
ウォーキングマシンを45分とロンギ場でのダ
クというメニューをこなしています。まだトモ
が緩いので、無理をせずに様子を見ながら進
めています。内方姿勢（回転）をとらせるとト
モが外に振られるような所がありますが、ど
こかが悪い訳ではなく、トモの緩さから来る
ものだと思います。成長に伴ってしっかりして
くると思いますので焦らずに馬の状態に併せ
てペースアップしていきます。飼い葉食いは良
好です。普段はおっとりしていますが、調教
になると割とピリッとした所もみせますね。

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
父：アルデバランⅡ×母：ドリーミングバード（母父：フォーティナイナー）

募集口数：1000口
【競走馬出資金総額 770万円】

※2021年保険料 247円

牡

北海道・グリーンマイルトレーニングセンター
在廐。11月から騎乗運動を開始し、順調に
トレーニングを積んでいます。

【牧場コメント】
ウォーキングマシンを45分とダグ1600mとい
うメニューをこなしており、順調にペースを上
げていましたが、12月21日に整歯を行った所、
口内に傷がありました。ハミ受けに影響する
部分なので年内はマシン運動のみで様子をみ
て、年明けから乗り運動を再開する予定です。
トモにも疲れが見られたので、12月５日と12
日に治療を行いましたが、その後の診察では
痛みはなく状態は良化しています。気性面は
大人しく、扱いやすいですね。飼い葉食いは
良好です。

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
父：エスポワールシチー×母：ブルーポラリス（母父：ウェイオブライト）

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

牡

募集馬番号 1

2020年1歳募集馬（2019年産駒）一覧YEARLINGS 2020
Blue Polaris 19

Dreaming Bird 19
Moneypenny 19

Blue Bossa Nova 19
Shinra Bansho 19

Pinlochle 19
Must Buy Item 19
Plainswoman 19

Lofty Aim 19

体高 管囲 胸囲 馬体重

157.0cm 20.0cm 183.0cm 500kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

160.0cm 19.4cm 180.0cm 456kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

158.0cm 19.5cm 179.0cm 448kg

※2020年１歳（2019年産）募集馬は、2020年度募集馬会員募集のご
案内に記載の「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＞」の内容に則って運用が行われます。

※掲載写真は2020年度募集馬会員募集のご案内掲載のものと同一です。
※近況・馬体重・測尺は2020年12月31日現在の情報です。
※各馬の詳細については2020年度募集馬会員募集のご案内、ホームペ
ージ等でご確認ください。
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募集馬番号　4

北海道・森本スティーブル在廐。12月まで成
長を促す期間を設け、12月上旬に育成牧場
に移動。騎乗馴致を消化しています。

【牧場コメント】
現在はロンギ場でインターバル調教を行って
います。まだ体も小さいですし、騎乗運動を
始めたばかりですので、基礎体力作りの段階
ですね。年が明けてから徐々にBTCに通い始
められればと思っています。飼い葉食いも悪
くないですし、現時点ではこれと言って何も
悪い所はありませんので、順調に調教を進め
て行けると思います。

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
父：エイシンヒカリ×母：ブルーボサノヴァ（母父：パイロ）

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

メス

募集馬番号　5

北海道・ディアレストクラブ在廐。11月から
騎乗調教に入り、BTCでの調教に着手。
BTCでのトレーニングで馬体には幅が出始め、
順調にペースアップしています。

【牧場コメント】
坂路の方ではハロン17秒をきるくらいまでプ
ラン通りにしっかり乗れたので、12月下旬か
らは周回コースで長めに乗る調教に切り替え
ました。コースでは3500～4000mくらい乗
りこんでいます。年末までしっかり乗ってきた
ので、年末年始は１週間休みを入れて、その
疲れを休みの内にしっかり取る事と、実もま
た入れ直して年明けから立ち上げて行きます。

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
父：ドレフォン×母：シンラバンショウ（母父：サクラバクシンオー）

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

メス

募集馬番号　6

北海道・ファンタストクラブ在廐。12月上旬
に育成牧場に移動し、馴致を消化しています。

【牧場コメント】
洗い場を経験させたり、腹帯を締めたり、ス
タッフや牧場内の様子、馬具等に慣れさせる
事をしながらウォーキングマシンで運動をさ
せています。状態を見ながら徐々にブレーキ
ングを開始していきます。移動が少し遅くな
りましたが体はしっかりしてますので、乗り出
したらすぐに追いついてくると思います。

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
父：ロゴタイプ×母：ピンロックリー（母父：A.P.Indy）

募集口数：1000口　
【競走馬出資金総額 660円】

※2021年保険料 212円

メス

募集馬番号　7

北海道・下河辺牧場在廐。10月から騎乗運
動を始め、年末に至るまで順調に調教を消化
しています。

【牧場コメント】
現在は屋内周回コースでキャンターと、週に
３回は坂路コースで18-16-16ペースでの調
教を行っています。今年は馬場の入れ替えを
行ったり、これまでよりも育成ペースを早めて
いますが、乳酸値をみてもしっかりと良い負
荷がかけられています。普段は大人しくて扱
いやすい馬ですが、最近は前進気勢もでてき
ましたし、飼い葉食い良好で、とても順調に
進められています。

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
父：シニスターミニスター×母：マストバイアイテム（母父：アフリート）

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

牡

体高 管囲 胸囲 馬体重

157.0cm 20.0cm 175.0cm 434kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

156.2cm 21.0cm 186.0cm 510kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

152.0cm 19.0cm 168.0cm 393kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

152.5cm 19.5cm 177.0cm 441kg
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募集馬番号　8

北海道・谷川牧場在廐。10月の前半に馴致
を終え、騎乗運動を開始。BTCの坂路に通
いながらパワーアップを図っています。

【牧場コメント】
現在は坂路調教をベースに、週２回は坂路を
２本、ハロン20秒前後で登っています。飼い
葉食いは悪くないものの、ちょうど調教メニュ
ーと餌の分量がマッチしていて馬体重が増加
していないような感じですね。年が明けてか
ら一旦楽をさせる予定なので、そこで成長を
促せればと思っています。ハミ受けも良いで
すし、乗り手の思うようにコントロール出来て
いるので非常に扱いやすいです。馬格はまだ
小さいものの動きは良いのでこの先が楽しみ
です。

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
父：ドゥラメンテ×母：プレインズウーマン（母父：Zensational）

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

メス

募集馬番号　9

北海道・追分ファームリリーバレー在廐。8月
に育成場に移動し、9月末には騎乗運動を開
始。不安を見せることなくコンスタントに乗り
込みを消化しています。

【牧場コメント】
順調に騎乗運動を継続しています。現在の調
教メニューは坂路を 3F48秒ペースで1本、ま
たは外周回コースをF26秒で1500m駆けると
いう内容です。乗り手からは『以前はキャンタ
ー時に、推進力が上の方へと逃げてしまうよう
な走りでしたが、身体の使い方が上達し、走
る方向へ無駄なく力が伝わるようになってきま
した。まだ良化の余地は残りますが、体力面、
筋力面ともに順調に強化されていて、引き締ま
った馬体にはメリハリが出てきました。曳き馬
の際には煩い面を見せる事があるものの、騎
乗時には周囲の状況に流されることもなく落ち
着いていて、従順で扱いやすい気性に好感が
持てます』とのコメントが聞かれます。飼食い
や脚元に問題はなく、今後も更なるレベルアッ
プを目指して騎乗運動を継続していきます

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
父：エイシンフラッシュ×母：ロフティーエイム（母父：サンデーサイレンス）

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

メス

体高 管囲 胸囲 馬体重

154.0cm 19.4cm 173.0cm 412kg

体高 管囲 胸囲 馬体重

157.0cm 19.2cm 175.0cm 457kg

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：2021年1月25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（2021年1月25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年度追加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年度追加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。）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、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判
断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、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。
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　　・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会
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年度追加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年度追加募集馬会員募集
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年度追加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年度追加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年度追加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
度追加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年度追加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年度追加募集馬

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年度追加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）。
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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）
　　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・追加募
集馬等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。

　　※ＮＡＲで運用する馬は、競走用馬保険に加入いたしません。
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
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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
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及びＮＡＲ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及びＮ
ＡＲ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
及びＮＡＲ管轄下の地方競馬場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
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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及びＮＡＲからの賞金交付時に係る
源泉所得税（※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、Ｊ
ＲＡ及びＮＡＲ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・地方競馬
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Ｊ
ＲＡ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、Ｎ
ＡＲ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・
地方競馬源泉税精算金、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・地方競馬源泉精算金
　　JRA及びNARの管轄する地方競馬主催者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源泉税精算金と
して、地方競馬源泉税は地方競馬源泉税精算金として、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、上
記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及びNAR
主催者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及びNAR主催者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及びNAR主催者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及びNAR主催者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
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　　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
　　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・NAR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、地方競馬源泉税精算金、
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
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
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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及びＮＡＲの競走馬登録を抹消する、あるいはＪＲＡ及

びＮＡＲ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、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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