平成２９年７月１日
ＪＲＡ報 道 室
お知らせ

平成２９年第２回函館競馬（７月８日（土曜）～７月２３日（日曜））開催イベントについて
七夕賞（ＧⅢ・福島）・プロキオンＳ（ＧⅢ・中京）週イベント
７月８日（土曜）・９日（日曜）
○ずーしーほっきーなまものどぉーむ
北斗市の公式キャラクター・ずーしーほっきーのふわふわドーム「ずーしーほっきーなまものどぉーむ」
が２日間限定で函館競馬場に登場！中で飛び跳ねると、ずーしーほっきーの目と腕が動きます。
【時

間】 ９：３０～１６：００

【場

所】 緑の広場（馬場内）特設コーナー

※３歳未満のお子様は保護者同伴でご利用ください。
７月９日（日曜）
○キラキラ☆プリキュアアラモード ショー
お子様に人気のキラキラ☆プリキュアアラモードが大活躍！みんなで応援しよう！
【時

間】 （ショー）

１１：２５頃～

（握手会） １３：４５頃～
【場

（１０：００開場）
（１２：３０開場、１４：００受付終了）

所】 緑の広場（馬場内）特設ステージ

※荒天時はふれあいパドック前での握手会に変更となる場合があります。
※開場時間はショーおよび握手会会場にご入場いただける時間です。
函館記念（ＧⅢ）週イベント
７月１２日（水曜）
○公開調教を観に行こう！
函館記念（ＧⅢ）直前の調教をチェック！昨年、好評だった「公開調教の見方講座」を今年も開催！
◇公開調教見学（一般開放）
【時

間】 ５：３０～９：００頃

【入 場 口】 正門
◇公開調教の見方講座
【時

間】 ５：３０～（約６０分間）

【場

所】 ゴール板前ライブシート（一般席）

【講

師】 津田 照之(競馬エイト記者)・古谷 剛彦（楽天競馬スペシャルアドバイザー）

７月１６日（日曜）
○ウーマンラッシュアワー＆コロコロチキチキペッパーズ ウーマン＆コロチキお笑いＬＩＶＥ
２０１７年函館競馬応援大使を務めるウーマンラッシュアワーとキングオブコント２０１５優勝のコロコロ
チキチキペッパーズが函館競馬場で豪華共演！
◇お笑いＬＩＶＥ
【時

間】 ①１１：２５頃～

②１６：３５頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

※録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。
◇表彰式プレゼンター
【時

間】 １５：３０頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

※録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。
函館２歳ステークス（ＧⅢ）・トヨタ賞中京記念（ＧⅢ・中京）週イベント
７月２３日（日曜）
○加藤諒 勝トーーク
ドラマやバラエティでブレイク中！個性派俳優として大活躍の加藤諒がやってくる！
函館 2 歳ステークス（GⅢ）を加藤諒と一緒に勝とう！！
◇トークショー
【時

間】 （１回目） １１：２５頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

（２回目） １６：５０頃～

※録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。
◇表彰式プレゼンター
【時

間】 １５：３０頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

※録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。
○Ｃａｔｃｈ ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ抽選会
一歩先行く人気の家電製品が当たる！
【場

所】 スタンド１F エントランス

【応募受付】 ９：３０～１５：００
【参加方法】 当日購入・確定前の函館２歳ステークスの勝馬投票券２，０００円分以上をご提示くださ
い（複数枚可）。
【賞

品】

超音波ウォッシャー、スモークトースター、ＤＣフォールディングファン、スモークレス焼肉グリル、
ソニッケアー ガムヘルス、縦型ワッフルメーカー、クワトロチョイス、ハンディトワレ・スリム
各１０名様

○ジョッキートークショー
函館参戦のジョッキーが今年の函館競馬を振り返ります。プライベートトークも飛び出すかも。
【時

間】 １６：３５頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

【出

演】 函館開催騎乗ジョッキー

【司

会】 加藤 寛（uhb アナウンサー）
津田 照之（競馬エイト記者）

※参加騎手は、イベント当日に発表します。
なお、発表後であっても変更となる場合があります。
○芝コース開放
熱戦が繰り広げられてきた舞台を踏みしめよう！
【時

間】 １６：４０頃～

【場

所】 芝コース

※雨天時や馬場状態により中止になる場合があります。
７月２２日（土曜）・２３日（日曜）
○函館競馬場⇔函館黒船会場（緑の島） 無料シャトルバス運行
７月２２日（土曜）・２３日（日曜）に行われる「函館黒船２０１７」の会場である緑の島と函館競馬場を結
ぶ無料シャトルバスを運行します。
【時

間】 １１：００～１５：００ ※およそ３０分間隔

グルメイベント
７月８日（土曜）～７月２３日（日曜）
○馬船 produced by 函館黒船
緑の島で行われる地域イベント“函館黒船”とのコラボが実現！ミシュランガイド北海道 2017 特別版に
掲載されたお店や、市内の有名実力店が函館競馬場に集結します。
【時

間】 １０：００～

※各メニューがなくなり次第終了とさせていただきます。
【場

所】 風の広場

【出店店舗】
●ＴＨＥ 海鮮ブース
・居酒屋地元家（Ｗタコ飯）
・貝鮮こはく（貝鮮炊き込みご飯）
●KING OF 肉ブース
・北海道塩ジンギスカン 名前はまだ無い。（塩ネギジンギスカン）
・STEAK HAMBURG HIGE（大沼黒牛ステーキ）
●ビストロ横丁ブース
・ダイニング ＥＮ（函館濃厚チーズミートパスタ）
・ダイニング ＳＵＲＦ（ガーリックシュリンプ レモンペッパーソース）

●アジアン屋台ブース
・スープカリー奥芝商店（自家製ほろほろ角煮カリー）
・アジアンダイニング チェーズ（アジアンパラタロール）
●激戦ラーメンブース
・海老麺総本家 地元家（海老麺 塩）
・麺 ＴＥＰＰＥＮ（函館いかワンタンらーめん）
●函館ソウルフードブース
・ラッキーピエロ（チャイニーズチキンバーガー・ラッキーバーガー）
・ハセガワストア（やきとり弁当）
※ラッキーピエロは１１：００～、ハセガワストアは１１：３０～となります。
●プレミアムブース
・《ミシュランガイド北海道 2017 特別版ビブグルマン獲得店》 鳥焼 とり辰（かしわ、砂肝）
※７月１６日限定
※鳥焼 とり辰は、１１：００～となります。
●ドリンクブース
・サッポロビール（サッポロクラシックビール）
・サントリー（角ハイボール）
●スイーツブース
・パティスリージョリクレール

※７月８日・９日

・凮月堂

※７月１５日・１６日

・嘉福堂キッチン

※７月２２日・２３日

●キッチンカー
・焼肉物語 牛若
・くいだおれ太閤

※７月８日・９日

・なると屋

※７月１５日〜７月２３日

※函館黒船とは…
「やれば出来る！願いは叶う！」をスローガンに、若手経営者を中心に、次世代の若者が函館市を活性化
させるための組織として、２００９年、「函館黒船地域活性化協議会」を立ち上げました。それが、「函館黒
船」の始まりです。
2009 年から毎年開催されている「HAKODATE 黒船」は、人気モデルや著名アーティストなど豪華ゲストが
多数出演する、音楽とファッションと食のコラボフェスティバルです。フードメニューのコーナーでは、地元で
人気の飲食店が多数出店し、函館の旬の味覚を楽しむことができます。
黒船２０１６年では、道南地域全体と手を取り協力し合うことで、過去最大となる集客となりました。
函館黒船は、世代を問わず道南全ての方々が楽しめる地域活性のイベントです。
今年は７月２２日（土曜）・２３日（日曜）に開催予定です。

○競馬のあとも楽しめる！馬券提示でサービスが受けられる「うま！スポット」
毎年恒例、函館競馬場公認のグルメスポット「うま！スポット」が今年も登場！馬券提示でワンドリンク
サービス！
【参加店舗】 函館市内の飲食店約３０店舗
【期

間】 ７月８日（土曜）～７月２３日（日曜）

※ご利用は、お一人様一店舗につき１回限りとします。
※馬券提示サービスのみのご利用はご遠慮ください。
※競馬場内の特典サービスではありませんのでご注意ください。
※店舗については、タブロイド・ホームページをご覧ください。
馬とのふれあいイベント
７月８日（土曜）～７月２３日（日曜）
○ポニー試乗会
【時

間】 （１回目）１１：００～ （２回目）１４：３０～

【場

所】 ふれあいパドック

【定

員】 各回１５名様

【受

付】 各回開始３０分前より、ふれあいパドックにて整理券を配付

※小学生以下のお子様が試乗いただけます。
※小学校低学年の方は、保護者の方の付き添いが必要です。
その他開催日イベント
７月９日（日曜）・１６日（日曜）・２３日（日曜）
○ＧＯＬＤＥＮ サンデー抽選会
函館開催期間中、金色に輝くＧＯＬＤＥＮグッズが当たる抽選会を毎週日曜日実施！
【時

間】 ９：３０～１６：００

【場

所】 イベント運営本部

【参加方法】 当日購入・確定前の函館 10～12 レースの勝馬投票券２００円分以上をご提示ください
（複数枚可）。
【賞

品】 ７月 ９日（日曜） 職人の技 金のカーブ爪切り

８０名様

７月１６日（日曜） 金のモバイルチャージャー

８０名様

７月２３日（日曜） 金のスマホホールドリング

８０名様

７月９日（日曜）・７月１６日（日曜）
○ぽち袋入りおみくじ馬券発売！
ビギナーの方でもおみくじ感覚で気軽にご購入いただける「おみくじ馬券」をオリジナルぽち袋に入れて
枚数限定で発売します。
【時

間】 １１：００頃～１３：００頃 ※売切れ次第終了となります。

【場

所】 スタンド１Ｆエントランス

【価

格】 １袋 ５００円

【発売レース】 ７月９日（日曜）函館１１Ｒ デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

７月１６日（日曜）函館１１Ｒ 函館記念（ＧⅢ）
【式

別】 馬連・三連複

【特

典】 ぽち袋に当たりくじが入っていれば、ＪＲＡオリジナルグッズをプレゼントします。
７月９日（日曜）はキャラクターグッズが当たります。

７月８日（土曜）～７月２３日（日曜）
○函館競馬場ＬＩＮＥ＠友だち登録キャンペーン
７月２３日（日曜）までの期間中、函館競馬場をＬＩＮＥの“友だち”に登録し、アンケートに答えていただ
いた方、各日先着５０名様にＪＲＡオリジナルグッズをプレゼント。
【時

間】 開門（通常９：００）～ 先着５０名様

【場

所】 イベント運営本部

○２０１７来場ポイントキャンペーンが函館競馬場にいよいよ登場！
開催期間中、競馬場に来場するごとにポイントがたまり、５ポイント獲得ごとにＪＲＡオリジナルグッズ
や素敵な賞品が当たります！さらに「Today’s チャンス賞」も誕生し、来場したその日にもオリジナル賞
品が当たるチャンス！
【時

間】 開門（通常９：００）～１７：００

【ポイントリーダー設置場所】 スタンド２Ｆ総合インフォメーション付近
スタンド２Ｆ２３０号投票所付近
【賞品引換会場】 スタンド１Ｆふれあいパドック付近特設ブース
【詳

細】 一般的に流通している「交通系ＩＣカード」「流通系ＩＣカード」「おサイフケータイ」機能付携

帯電話のいずれかを、場内３ヶ所に設置されたポイントリーダーにタッチすると来場ポイントがたまりま
す（全場共通ポイント）。
【獲得ポイント】 ２ポイント
※東京・中山・阪神・京都は１ポイント。札幌・函館・福島・新潟・中京・小倉は２ポイント。合計５ポイント
獲得ごとにレシートが発行されます。
【賞

品】

★「５ポイント de ラッキー賞」！
５ポイントたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！
銅槌目一口タンブラー Ｏｉｓｉｘギフトカード など
★「Ｔｏｄａｙ’ｓチャンス賞」！
ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！
オリジナルミニタオル（計５種の中からおひとつお選びいただけます）
※７月１５日（土曜）・１６（日曜）は、ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！ レジャーシートが当たります。
※当日１６：００までにポイントリーダーにタッチされた方が対象となります。
※各賞品は数量に限りがあるためお客様のご希望に添えない場合がございます。予めご了承
ください。
※詳細については来場ポイントキャンペーン特設サイト（http://jra.jp/special/point_cpn2017/）および
現地にてお配りする専用チラシにてご確認ください。

○女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」オープン！
今年も女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ（ウマジョ） ＳＰＯＴ」が函館競馬場にオープン！
【時

間】 開門（通常９：００）～１６：３０

【場

所】 スタンド２F パドック立見席一部（５番柱付近）

※UMAJO SPOT は女性のお客様専用のスペースとなります（男性のお客様は未就学児のみご利用い
ただけます）。
◇UMAJO Café
昨年ご好評いただいた UMAJO オリジナルスイーツ・フードの他、函館・札幌の人気店のパンなどを
販売します。
◇UMAJO ラッキー抽選会（毎週日曜）
UMAJO オリジナルグッズ等が当たるチャンス！
【日

時】 ７月９日（日曜）

９：３０～ 先着２００名様

７月１６日（日曜）・２３日（日曜） ９：３０～ 先着４００名様
【賞

品】 センサーアロマセット・うまくら他

※抽選はお一人様１回限りとさせていただきます。
※当日購入・確定前の勝馬投票券２００円分以上をご提示ください（複数枚可）。
※詳細についてはＵＭＡＪＯ特設サイト
（http://umajo.jra.jp/facilities/event/201701hakodate/）をご覧ください。

※各種画像はイメージであり、実際と異なる場合があります。
※タレントショーおよびキャラクターショーは、すべて無料でご覧いただけます。
※抽選会へのご参加はお一人様１回限りとさせていただきます。また、未成年の方のみの参加も不可
とさせていただきます。
※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、勝馬投票券に押印をさせていただく場合
がございますが、払戻には影響はございません。
※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、１枚の勝馬投票券を複数のイベント・キャ
ンペーンに併用することはできません。
※ご応募時の個人情報については本企画以外には使用いたしません。
※イベント内容は、天候、その他の都合により変更、中止する場合がございますので、あらかじめご了
承願います。

