
「夏のケイバまつり」イベント詳細（8月 13日[火]～15日[木]） 

 

2019 年 7 月 12 日（金）現在 

◆8 月 13 日（火）イベント 

〇夏うまフェス ステージショー「クールポコ。がやってくる！」 

お笑い芸人「クールポコ。」によるお笑い＆予想トークステージを行います。 

・実施時間／①13:30～ ②16:00 頃～ ※各回 15 分程度 

・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下 

・協  力／地方競馬全国協会 

 

○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「4 時間

まるごと！」公開生放送を行います。番組パーソナリティーの佐々木たくお・高山幸代コンビに

加え、毎週火曜日、同番組内のコーナー「走れ！ホッカイドウ競馬」を担当するお笑い芸人「し

ろっぷ」も登場します。また、番組終了後には、パーソナリティーとのふれあいイベントも行い

ます。 

・実施時間／13:00～17:00 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

・出  演／佐々木たくお、高山幸代、しろっぷ 

 

○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 125 名様に「ノーザンホースパーク入園券（4 枚

組）」をプレゼントします。（当日購入の勝馬投票券 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 ※賞品が無くなり次第終了 

・抽選場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  力／株式会社ノーザンホースパーク 

 

 

  



◆8 月 14 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名様（お子様優先）。定員に達し次第受付終了 

・受付場所／とねっこ広場 大型テント内 

・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回 

※実施時間は当日、受付場所でご案内します。 

※お子様 1名につき保護者 1 名の付き添いをお願いします。 

 

○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（お子様優先）。定員に達し次第受付終了 

・受付場所／とねっこ広場 大型テント内 

・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回 

※実施時間は当日、受付場所でご案内します。 

※お子様 1名につき保護者 1 名の付き添いをお願いします。 

 

○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、各回お子様先着 50名

様を対象に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。 

・実施時間／①14:00～ ②16:00～ ※各回 20 分程度 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  賛／ポッカサッポロ北海道株式会社 

 

○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

室を実施します。 

・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 大型テント内 

・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」が

できる体験教室を実施します。 

・実施時間／13:00～15:00 ※受付 14:30まで 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  力／日高振興局森林室 

  



○ばんえい十勝 PR ブース 

 帯広競馬場で開催中の世界で唯一の「ばんえい競馬」の PR ブースが登場し、グッズ販売など

を行います。また、開門時にオリジナルクリアファイルの先着プレゼントも行います。 

・実施時間／12:00～18:00 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

 

◆8 月 15 日（木）イベント［シュエット・ジュマン・フェスティバル（素敵な牝馬の祭り）］ 

○レディース抽選会 

同日開催の牝馬限定重賞競走「ブリーダーズゴールドカップ（JpnⅢ）」「フルールカップ（H3）」

にあわせて女性のお客様対象の抽選会を実施します。女性のお客様先着 200 名様に抽選整理券を配

付し、抽選で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をプレゼントしま

す。（当日購入の勝馬投票券 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 ※賞品が無くなり次第終了 

・抽選場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  賛／東洋アドレ株式会社、株式会社シー・ビー・エス、株式会社北海道セレクト、 

株式会社マナイ化粧品、株式会社東京農大バイオインダストリー、 

株式会社セピア、セレクトショップ Co mo feel、時田工業株式会社、 

株式会社ツヴァイカ、株式会社ほくでんアソシエ 

※賞品の詳細は 8月 2日（金）リリース予定です。 

 

○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 6 回 フルールカップ（H3）」開催を記念して、ソメスサドル製品が当た

る女性限定の抽選会を行います。当日購入の勝馬投票券 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、抽選でソメスサドル製品をプレゼントします。 

・受付時間／19:30～19:50 ※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 頃 ※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 ※雨天時はA スタンド内「総合案内所」前になります。 

・協  力／ソメスサドル株式会社 

※賞品の詳細は 8月 2日（金）リリース予定です。  



○ブリーダーズゴールドカップ（JpnⅢ）＆フルールカップ（H3）予想トークステージ 

 ゲストを迎えて当日開催の 2 つの牝馬重賞の予想トークイベントを予定しております。 

 ※詳細は 8 月 2日（金）リリース予定です。 

 

○「トゥインクルファンファーレ」がやってくる！ 

東京シティ競馬ファンファーレ演奏でおなじみ「トゥインクルファンファーレ」が登場し、「ウ

ェルカムライブパフォーマンス」や、重賞競走「ブリーダーズゴールドカップ（JpnⅢ）」のファ

ンファーレ演奏を予定しております。 

※詳細は 8月 2 日（金）リリース予定です。 

 

○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 大型テント内 

 

○盲導犬ふれあいイベント 

 盲導犬 PR 犬とのふれあいや、体験歩行といったデモンストレーションを行います。 

・実施時間／12:00～ 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  力／日本盲導犬協会 

 

○沼田町産「雪中米ななつぼし」プレゼント抽選会  

  当日の沼田町市町村名競走の開催記念として、先着 120名様に抽選整理券を配布し、抽選で

100 名様に、沼田町産「雪中米ななつぼし」をプレゼントします。（当日購入の勝馬投票券 100

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／14:00～16:00 ※賞品が無くなり次第終了 

・抽選場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  力／沼田町 



◆8 月 13 日（火）・14 日（水）・15 日（木）イベント 

○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・ルンビニフードカフェ）ご利用 500円毎に 1 枚抽選整理券

を配付し、抽選で各日合計 100 名様にサッポロビールや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／とねっこ広場 大型テント内 

・賞  品／A 賞：サッポロクラシック（350ml×6 缶パック）…各日 10 名様 

B 賞：ポッカサッポロ ファミリーセット…各日 30 名様 

   （Ribbon ナポリン［455ml］・Ribbon シトロン［455ml］・ 

北海道やさしい旨茶［525ml］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…各日 60 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 

 

○旅うまチャレンジスタンプラリー 新規チャレンジャー先着プレゼント 

 全国の地方競馬場をめぐって豪華賞品が抽選で当たる「旅うまチャレンジスタンプラリー」

の新規参加者を対象に、各日先着 50名様に、北海道限定のサッポロ生ビール黒ラベル「北海

道ミライ競馬缶」（350ml 缶）1 本をプレゼントします。 

・実施時間／12:00～18:00 ※無くなり次第終了 

・実施場所／とねっこ広場 大型テント内 

・協  力／地方競馬全国協会 

※「旅うまチャレンジスタンプラリー」の『スマートフォン画面』または『はがき台紙』を 

ご提示ください。（お一人様 1 回限り） 

※飲酒は 20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。 

※「旅うまチャレンジスタンプラリー」についてはホームページ 

（http://www.keiba.go.jp/tabiuma/）をご覧ください。 

 

○ひだか特産市 

 門別競馬場のある地元日高のウマいものが大集合します。 

・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了 

・実施場所／とねっこ広場 

 

○グルメイベント 

 日高産の野菜を使った「焼きそば」といった「北海道ご当地グルメ屋台」や、子どもに人気の 

クレープ販売のほか、人気のキッチンカーが日替わりで登場します。 

・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了 

・実施場所／とねっこ広場、A スタンド横広場 

  



○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。雨天中止  

・実施場所／とねっこ広場（とねっこゲート付近） 

 

※イベントの実施時間・内容等は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 


