（平成 29 年 4 月 21 日現在）

『春のケイバまつり』イベント詳細
■5/3（祝水）のイベント
○「サッポロビール DAY」プレゼント抽選会
場内の飲食店（勝馬屋・いずみ食堂・小径 Café）ご利用 500 円毎に 1 枚抽選整理券を配付し、抽選
で合計 300 名様に、サッポロビール製品などをプレゼントします。
・実施時間／14:00～18:00 ※予定数に達し次第終了
・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・賞

品／A 賞：サッポロクラシック（350ml×6 缶パック） ····· 40 名様
B 賞：麦とホップ The gold（350ml×1 本）········ 72 名様
C 賞：ナポリンサワー（350ml×1 本） ·········· 48 名様
D 賞：ホッカイドウ競馬オリジナルクリアファイル ····· 140 名様

・協

賛／サッポロビール株式会社

○ホッカイドウ競馬オフィシャルサポーター・上杉周大 アコースティックミニライブ
CM でもおなじみのホッカイドウ競馬オフィシャル応援ソング「That's My Way」を歌う、ホッカイド
ウ競馬オフィシャルサポーター・上杉周大さんが、アコースティックミニライブを行います。
さらに、ミニライブ終了後、観覧者の中から抽選で 2 名様に、上杉さんが表彰プレゼンターを務める、
協賛競走「That's My Way 賞」の口取り（記念撮影）に参加できる特典をプレゼントします。
・ミニライブ実施時間／13:00～ ※30 分程度
・ミニライブ実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
○大道芸パフォーマンス
ピエロの TeTe による大道芸パフォーマンスを行います。
・実施時間／①14:00～ ②16:00～
・実施場所／とねっこ広場
○スターター疑似体験
ゲート開閉テストの際に、スタンドカーに乗ってスターター疑似体験を実施します。
・受付時間／14:00～（※子ども優先 先着 2 名様）
・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC スタンド下
・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回
※当日、受付場所でご案内します。
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○コスモバルク号がやってくる！記念撮影会＆プレゼント抽選会
ホッカイドウ競馬が生んだ国際 GⅠ馬・コスモバルク号がパドックに登場します。ホッカイドウ競馬オ
フィシャルサポーター・上杉周大さん×馬産地ライター・村本浩平さんによるトークショーのほか、コスモ
バルクとの「記念撮影会」や、コスモバルクグッズが当たる「プレゼント抽選会」を行います。なお、記念
撮影会・プレゼント抽選会は先着 50 名様に共通の整理券を配付します。
＜コスモバルクがやってくる／トークショー＞
・実施時間／12:10～12:30 ごろ
・実施場所／パドック
＜記念撮影会・プレゼント抽選会＞
・整理券配付時間／12:00～
・整理券配付場所／パドック（オーナーズデッキ付近）
・参加人数／先着 50 名 ※各自カメラ持参のうえ撮影をお願いします
・実施時間／12:30 ごろ～13:00
・賞

品／A 賞：コスモバルク オリジナルコースター
（五十嵐冬樹騎手サイン入り） ······ 10 名様
B 賞：コスモバルク オリジナルクオカード（1,000 円分） ··· 20 名様
C 賞：コスモバルク オリジナルクリアファイル ········ 10 名様
D 賞：コスモバルク オリジナル日本手ぬぐい ········· 10 名様
※すべて共通で、
「コスモバルク 2017 カレンダーポスター」付きです

・協

力／有限会社ビッグレッドファーム
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■5/4（祝木）のイベント
○リボンちゃん DAY
＜ポッカサッポロ北海道 プレゼント抽選会＞
場内の飲食店（勝馬屋・いずみ食堂・小径 Café）ご利用 500 円毎に 1 枚抽選整理券を配付し、抽
選で合計 300 名様にポッカサッポロ北海道製品をプレゼントします。
・抽選時間／14:00～18:00 ※予定数に達し次第終了
・抽選場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・賞

品／A 賞：Ribbon ファミリーセット ················· 48 名様
（Ribbon ナポリン・Ribbon シトロン・Ribbon 北海道りんごブレンド PET 各 2 本セット）

B 賞：Ribbon ペアセット ···················· 72 名様
（Ribbon ナポリン・Ribbon シトロン PET 各 1 本セット）

C 賞：Ribbon ナポリン（190ml 缶×1 本） ··········· 120 名様
D 賞：リボンちゃん×ホッカイドウ競馬
コラボ自由帳＆文房具セット ··········· 60 名様
・協

賛／ポッカサッポロ北海道株式会社

＜リボンちゃんと遊ぼう！ゲーム大会＞
Ribbon ブランドのマスコットキャラクター・リボンちゃんが登場し、リボンナポリンやオリジナルグ
ッズが当たる「旗あげゲーム」を実施します。会場 MC は、STV ラジオ「走れ！ホッカイドウ競馬」の
パーソナリティーを担当するしろっぷが務めます。
・実施時間／①14:00～ ②16:00～
・実施場所／とねっこ広場
○ダーレー・ジャパン杯第 2 回門別ポニーレース
昨秋に引き続き、門別競馬場の直線コースを使用した、地元のちびっこジョッキーによる「ポニーレー
ス」を開催します。また、ポニーレース開催を記念して、先着140名様に「ポニー券」（ポニーレース出
走表付き）を配付します。優勝したポニーの馬番が掲載された「ポニー券」をお持ちの方には、ダーレ
ー・ジャパングッズをプレゼントします。
・実 施 時 間 ／ポニーレース 13:00ごろ～
・実 施 場 所 ／直線走路
・ポニー券配付時間／12:00～13:00 ※無くなり次第終了
・ポニー券配付場所／とねっこゲート
・ポニー券引換時間／13:30～14:00 ※「ポニーレース」優勝馬決定後
・ポニー券引換場所／ポラリス☆スタンド JBCビジョン下
・協

賛

／ダーレー・ジャパン株式会社
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○ウニモグ体験乗車
レースの合間に馬場整備を行う特殊車両ウニモグ（ベンツ）への乗車体験を実施します。
・受付時間／14:00～（※子ども優先 先着 3 組様）
・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC スタンド下
・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回 ※当日、受付場所でご案内します
○むかわ Pizza
胆振管内を中心に好評を得ている、ナポリピザの移動販売車「むかわ Pizza」が出店します。
・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／A スタンド横
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■5/3（祝水）
・4（祝木）の共通イベント
○ロイズ ポップチョコ先着プレゼント
各日先着 250 名の小学生以下のお子様に、
「ロイズ ポップチョコ」をプレゼントします。
・配付時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・配付場所／とねっこゲート
○ノーザンホースパーク入園券プレゼント抽選会
各日先着 300 名様に抽選整理券を配付し、抽選で 250 名様に「ノーザンホースパーク入園券」をプレ
ゼントします。
・整理券配付時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・整理券配付場所／とねっこゲート
・抽 選 時 間／14:00～18:00
・抽 選 場 所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・協

力

／株式会社ノーザンホースパーク

○ポニー体験乗馬
お子様を対象にポニー乗馬の無料体験を実施します。
・実施時間／12:00～17:00 ※雨天中止
・実施場所／とねっこ広場
○ホクトくん＆ナナセちゃんによるグリーティング
ホッカイドウ競馬マスコットキャラクター・ホクトくん＆ナナセちゃんが、ファンの皆様をお出迎えし
ます。
・実施時間／12:00～ ※20 分程度
・実施場所／とねっこ広場（とねっこゲート付近）
○ひだか特産市
日高管内の特産品や、日高町産「ほおずき」
「ひげにんにく」の加工オリジナル商品、自家製焙煎コーヒ
ーといった日高のウマいものが大集合します。
・実施時間／12:00～20:00
・実施場所／とねっこ広場
・出

店／日高振興局、日高町、新ひだか観光協会、平取町地域おこし協力隊

○お楽しみ縁日
わたあめやポップコーンのほか、くじ引き、ガラガラ抽選機など、ちびっこに人気の縁日が出店します。
・実施時間／12:00～18:00
・実施場所／とねっこ広場
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