
2017ホッカイドウ競馬「シュエット・ジュマン・フェスティバル」 

 

■8月 15日（火）イベント 

○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 

 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「上杉周大来場記念賞」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。 

・実施時間／12:30～ ※30分程度 

・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下 

 

 

○STVラジオ「まるごと！エンタメ～ション」公開生放送 

STV ラジオのお昼のワイド番組「まるごと！エンタメ～ション」が、門別競馬場から「まる

ごと！」公開生放送。ホッカイドウ競馬オフィシャルサポーター・上杉周大さんもゲスト出演し

ます。また、放送終了後には、パーソナリティとのふれあいイベントも行います。 

・実施時間／13:00～16:00 

      ※放送終了後 15分程度、パーソナリティとのふれあいイベントを行います。 

・実施場所／とねっこ広場内特設ブース 

・出  演／番組パーソナリティ：佐々木たくお、高山幸代 

      中継レポーター：しろっぷ 

 



○「ばふんペーパー」ワークショップ 

 ほのかに馬の食べた草の香りや独特の風合いが楽しめる、浦河町発祥の「ばふんペーパー」づ

くりが体験できます。 

・実施時間／12:00～16:00 ※先着 50名様（定員に達し次第終了） 

・実施場所／とねっこ広場 

・参 加 料／300円 

・協  力／浦河町地域おこし協力隊（ばふんペーパープロジェクト） 

 

 

○日高町日高地区特産「ヤマメすくい体験」 

 お子様を対象に、日高の渓流で育った「ヤマメ」が入った水槽で、「ヤマメすくい体験」を 

行います。すくったヤマメはバケツでお持ち帰りいただけます。 

・実施時間／①13:30～ ②15:30～ ※各回先着 15名様（各回 30分前から受付） 

・実施場所／とねっこ広場 

・協  力／日高町 

 

 

○「ノーザンホースパーク入園券」プレゼント抽選会 

先着 200 名様に抽選整理券を配付し、抽選で 100 名様に「ノーザンホースパーク入園券（4 枚

組）」が当たる抽選会を行います。（当日購入の馬券 200円以上をご提示ください） 

・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 

 



■8月 16日（水）イベント 

○走路整備車両「ウニモグ」体験乗車 

 レースの合間に走路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～ ※先着 3組様（子ども優先） 

・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下 

・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。 

 

○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～ ※先着 2名様（子ども優先） 

・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下 

・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。 

 

○国立日高青少年自然の家 缶バッジづくり体験 

 お子様先着 100 名様を対象に、夏休みの思い出に楽しい「缶バッジづくり」が体験できる教

室を開催します。 

・実施時間／12:00～ ※予定数に達し次第終了 

・実施場所／とねっこ広場 

・協  力／国立日高青少年自然の家 

 

 

○木工体験教室 

 森林を育てる際に出た間伐材等を利用した木のぬくもりが感じられる「コースター絵付け」の

ほか、マイ箸・ペン立て・携帯立てづくりといった「キット製作」ができる体験教室を開催しま

す。 

・実施時間／13:00～15:00 ※受付 14:30まで 

・実施場所／とねっこ広場 

・協  力／日高振興局森林室 

 



■8月 17日（木）イベント 

○ポニーサイクルレース「リボンちゃんカップ」 

 体の上下運動だけで前に進む「ポニーサイクル」を使ったレースを行います。「女性の部」と 

「子どもの部」でそれぞれ予選・決勝を行い、参加者の方にはポッカサッポロ北海道製品をプレ

ゼントします。なお、会場 MC（レース実況）は、実際のホッカイドウ競馬のレース実況でもお

なじみの岸根正朋アナウンサーが務めます。 

・受付時間／12:00～12:50 

※女性の部（中学生以上）・子どもの部（小学生男女）各先着 9 名様 

・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下 

・実施時間／13:00～13:50 ※雨天中止 

・実施場所／Aスタンド前広場特設コース 

・賞  品／女性の部：キレートレモン（155ml 瓶） 

1位 1ケース（24本）・2位 16本・3位 8本・参加賞 4本 

子どもの部：リボンナポリン（190ml 缶） 

1位 1ケース（30本）・2位 20本・3位 10本・参加賞 5本 

・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」のパーソナリティを担当するしろっぷが務めます。 

・実施時間／①14:00～ ②16:00～ ※雨天中止 

・実施場所／とねっこ広場 

 



○マック鈴木に挑戦！「グランシャリオスピードガンコンテスト」 

ヤンキーススタジアムと同じLED照明が使用されている門別競馬場で、元メジャーリーガー・

マック鈴木さんをゲストに招き、スピードガンコンテストを行い、各部門優勝者にステキな賞品

をプレゼントします。また、STVラジオ「走れ！ホッカイドウ競馬」パーソナリティのしろっぷ

がイベントMCを務めるとともに、コンテストに先立ち始球式を行います。 

・実施時間／17:00～レディース（小学生以上）の部 

17:30～小学生の部 

18:00～大人（中学生以上）の部 

※各部門先着20名様（各回30分前から受付） 

・実施場所／とねっこ広場 

・協  力／スポーツニッポン 

 

○マック鈴木「ブリーダーズゴールドカップ」予想トークステージ 

子育てイクメンブログで人気の元メジャーリーガー・マック鈴木さんによる、「ブリーダーズ

ゴールドカップ（JpnⅢ）」「フルールカップ（H3）」の牝馬重賞2レースの予想トークステ

ージを行います。 

・実施時間／19:00頃～ 

・実施場所／ポラリス☆スタンド JBCビジョン下 

・協  力／スポーツニッポン 

 

○フルールカップ開催記念 ソメスサドル抽選会 

 「ソメスサドル杯 第4回フルールカップ（H3）」開催を記念して、女性のお客様限定で、ソ

メスサドル製品が当たる抽選会を行います。当日購入の馬券2,000円以上ご提示の女性のお客様

先着100名様に抽選整理券を配付し、抽選で合計4名様にソメスサドル製品をプレゼントします。 

なお、当日のイベントゲスト・マック鈴木さんが参加し、抽選を行います。 

・受付時間／19:30～20:00 ※女性のお客様限定 ※予定数に達し次第終了 

・受付場所／ポラリス☆スタンド JBCビジョン下 

・抽選時間／20:50ごろ（※フルールカップ表彰式終了後） 

・抽選場所／ウィナーズサークル 

・賞  品／A賞：ウォーク 2WAYショルダーバッグ（ピンク） 

      B賞：オルター オープントートバッグ（レッド） 

      C賞：ワイディ ショルダーバッグ（ネイビー） 

      D賞：パスチャー ラウンドファスナー札入れ（キャメル） 

・協  力／ソメスサドル株式会社 

 

 



○フラワーアレンジメント教室 

 女性やご家族連れのお客様先着 50名様を対象に、シンボルフラワー「ダリア」を使った、 

生花のミニブーケをつくる教室を開催します。 

・実施時間／13:00～ ※予定数に達し次第終了 

・実施場所／とねっこ広場  

 

 

○「蹄鉄ドリームキャッチャー」ワークショップ 

 古くから魔除け・幸運のアイテムである「蹄鉄」と「ドリームキャッチャー」を組み合わせた 

オリジナルの「蹄鉄ドリームキャッチャー」づくりが体験できます。 

・実施時間／①12:30～ ②14:00～ ③15:00～ ※各回先着 4名様 

・実施場所／とねっこ広場 

・参 加 料 ／500円 

・協  力／新ひだか町地域おこし協力隊（糸井いくみ）  

 



■8月 16日（水）・17日（木）イベント 

○ポニー体験乗馬 

 お子様を対象に、ポニー体験乗馬を開催します。 

・実施時間／12:00～17:00 ※雨天中止 

・実施場所／とねっこ広場 

 

 

○キッチンカー 

 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」、千歳アウトレッ

トモール・レラでもおなじみの「ケバブパラダイス」「ビックマムズ・パイ」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 

※「むかわ Pizza」は 8月 15日（火）も出店します。 

 

 



■8月 15日（火）・16日（水）・17日（木）イベント 

○「シュエット・ジュマン・フェスティバル」オリジナルクリアファイル先着プレゼント 

各日先着 100 名様に「シュエット・ジュマン・フェスティバル」オリジナルクリアファイルをプレ

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 

 

○サッポロビール＆ポッカサッポロ北海道協賛 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 100名様にサッポロビール、ポッカサッポロ北海道製品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…各日 5名様 

B 賞：ポッカサッポロ Ribbon ファミリーセット…各日 30名様 

   （リボンナポリン 450ml・リボンナポリンクラシック 410ml・ 

リボンハスカップソーダ 410ml PET各 1 本セット） 

C 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…各日 65名様 

・協  賛／サッポロビール株式会社、ポッカサッポロ北海道株式会社 

 

○レディース抽選会 

 各日女性のお客様先着 150 名様に抽選整理券を配付し、抽選で「シュエット・ジュマン・フ

ェスティバル」オリジナルグッズや、北海道産の原料や天然素材を活用した北海道生まれのコス

メ商品などが当たる抽選会を行います。（当日購入の馬券 300円以上をご提示ください） 

・整理券配付時間／12:00～ ※女性のお客様限定 ※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 

・賞  品／A 賞：シュエット・ジュマン・フェスティバル オリジナルマフラータオル…30名様 

B 賞：シュエット・ジュマン・フェスティバル オリジナルポーチ…30名様 

C 賞：シュエット・ジュマン・フェスティバル オリジナルショートエプロン 

（カラーは日替りです。8 月 15 日グリーン、16 日ブラック、17 日ネイビー）…30名様 

D 賞：東農大バイオ「エミュースキンケア特別セット」…1名様 

（オイル［10ml］×2 本・ソープ 1 個・リップクリーム 1本） 

E賞：シー・ビー・エス 

「黒ケアクリーム 2個＆北海道石鹸［夕張メロン］1個」…3名様 

F賞：マーヴェラス「セレクトガーデン ボディソープ」…2名様 

G賞：ツヴァイカ「金雪華美容クリーム」…4名様 

H賞：ナチュラルアイランド 

カレンデュラのハンドクリーム「やさしい手づくり。」セット…6名様 

（ラベンダー・ハマナスローズ・和ハッカ・無香料 各 15g） 

I 賞：セピア「北の耀きクリミナクリーム 8g ココナッツの香り」…5名様 



J 賞：ほくでんアソシエ「唐松石鹸 30g＆LARCH30g」…3名様 

K 賞：うるわ「石鹸・入浴剤セット」…3名様 

         （うるわのシアバター石鹸［5 種類／各 10g］・うるわのセサミ石鹸 北海道産米油使用 

四万十ゆずの香り 10g・うるわシュワスパ 十勝の牛乳風呂 粉末タイプ 60g） 

L賞：マイスター「ピュアハニー ハンド＆ボディクリーム」…1名様 

M賞：アビサル・ジャパン 

「はぁ～い葉酸 レモン＆オレンジ味（30個入）」…3名様 

N賞：ソメスサドル「ホッカイドウ競馬コラボポーチ ホワイト」…3名様 

O 賞：AIRDO「北海道限定 LuLuLun AIRDO オリジナルセット」…5名様 

P賞：ポッカサッポロ北海道「キレートレモン」…21名様 

 

・協  賛／株式会社東京農大バイオインダストリー、株式会社シー・ビー・エス、 

株式会社ＭＡＲＶＥＬＯＵＳ、株式会社ツヴァイカ、株式会社ナチュラルアイランド、 

株式会社セピア、ほくでんアソシエ、うるわ、株式会社マイスター、 

株式会社アビサル・ジャパン、株式会社ＡＩＲＤＯ、ソメスサドル株式会社、 

ポッカサッポロ北海道株式会社 

 

○ひだか特産市 

 日高管内の特産品をはじめ、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、新冠町、平取町地域おこし協力隊 

 

 



○北海道ご当地グルメ屋台 

 日高産の野菜を使った「焼きそば」をはじめ、北海道ならではのご当地グルメを販売します。 

・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了 

・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） 

 


