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平成２９年７月１５日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

 

平成２９年第１回札幌競馬開催日イベントについて 

 

 第１回札幌競馬は、７月２９日（土）から８月１３日（日）までの毎週土日、計６日間開

催します。オープニングデーとなる７月２９日（土）には、先着６，０００名様に札幌競馬

場開設１１０周年記念オリジナル手ぬぐいをプレゼント。翌３０日（日）は女性のお客様の

入場料が無料（「女性フリーパスの日」）となります。 

 今開催では、人気俳優の竜星涼さんやお笑いコンビの銀シャリ・尼神インターによるトー

クショー、お子様に大人気のキャラクターショー、おでかけ情報サイト「札幌１００マイル」

が厳選した人気店が集まるグルメイベントなど、たくさんのイベントを実施。毎年ご好評い

ただいている、女性専用の「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」、屋外で楽しめる「もいわテラスビヤ

ガーデン」を今年も開催するほか、「体験乗馬」などの馬とのふれあいイベントも実施いた

します。 

 札幌競馬を心待ちにしていただいているお客様はもちろんのこと、ファミリーでもお楽し

みいただけるよう、幅広いイベントラインナップをご用意いたしました。夏にだけ行われる

札幌開催のレースと共に、競馬場もご堪能いただけると幸いです。皆様お誘い合わせの上、

市内中心部からのアクセス抜群の札幌競馬場へぜひお越しください。 

 

※イベントの内容等は、天候、その他の都合により変更、中止する場合がございます。予め

ご了承ください。 

 

 

来場ゲストイベント 

■竜星涼のクイーンステークス ニュースタートーク 

 「ひよっこ」や映画「２２年目の告白 ―私が殺人犯です―」等に出演、ブレイク中の若

手イケメン俳優が札幌競馬場に初登場！ 

 【実施日】７月３０日（日） 北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ） 

      女性フリーパスの日 （女性のお客様は入場無料） 

【時間】１１：２５頃〜、１６：３５頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■銀シャリ＆尼神インターのエルムステークス爆笑ステージ 

Ｍ-１グランプリ ２０１６年度王者の銀シャリと、今旬なお笑いコンビ 尼神インターが

登場。エルムステークス当日の札幌競馬場を大いに盛り上げます。 

【実施日】８月１３日（日） エルムステークス（ＧⅢ） 

【時間】１１：２５頃〜、１６：３５頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

 

 

グルメイベント 

■美・食・“充”を発信するサイト 札幌１００マイル厳選！札幌の今旬なグルメ大集合！ 

 定番の人気グルメから最旬のグルメまで、毎週競馬場に来たくなるラインナップを週替わ

りで取り揃えています！ 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

【時間】９：００頃〜なくなり次第終了 

【場所】馬場内 特設スペース 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

 【出店スケジュール】 

◎７月２９日（土）、７月３０日（日） 

○奥芝商店 

エビスープのカレーといえば奥芝商店 ２日間限定・札幌競馬スペシャルが登場！ 

道内外に１０店舗以上、元祖エビスープカレーの店。各店舗のメニューを変えてお

り、その味を求めて、店舗を回るファンも！今回は札幌競馬場でしか食べられないス

ペシャルカレーが登場します！ 

【販売品目】海老スープ 札幌競馬スペシャル（１，０００円） 

 

◎８月５日（土）、８月６日（日） 

○１７５°ＤＥＮＯ担担麺 

花椒のシビレと自家製辣油のウマカラ 一度食べたらヤミツキになる担担麺 

オーナー自ら中国まで行き買い付ける、四川花椒などのスパイスを絶妙にブレンド。

辛さとは違う“シビレ”のとりこになる人が続出の、今や札幌を代表する担担麺専門

店。札幌競馬場のみで味わえる、チーズ汁なし担担麺も登場！ 

【販売品目】汁なし担担麺（８００円） 
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  ◎８月１２日（土）、８月１３日（日） 

○トーキョーナマステアロイカリー 

１プレートに３種のカレーが楽しめる♪フォトジェニックな１皿として話題沸騰中！ 

お父さんはタイの辛いグリーンカリー お母さんはインドのバターチキンカリー ボ

クは日本のルーカリー 家族で仲良く食べられる、１皿で３度美味しいアジアンカリ

ー♪ 

【販売品目】トーキョーナマステアロイカリー 

      （３カ国カリー札幌競馬ｖｅｒ）（８００円） 

 

８月１９日（土）以降も新店続々！ 

 

■開放的なテラスで夏満喫！もいわテラスビヤガーデン 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

 【時間】１６：００〜１８：００（ＬＯ １７：３０） 

 【場所】２階 もいわテラス 

 【飲み放題料金】１，５００円 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※その他、フードメニューもございます。 

 

■旬なフードやドリンクが勢ぞろい キッチンカーがやって来る！ 

人気店が登場！バラエティー豊かなメニューが競馬場で楽しめます。 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

【時間】開門〜なくなり次第終了 

【場所】２階 もいわテラス、馬場内 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※天候、その他都合により変更、中止する場合がございますので、予めご了承願います。 

 

 【出店スケジュール】 

＜２階 もいわテラス＞ 

◎７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

○なると屋 

【販売品目】若鶏の半身揚げ 

○豊平峡タンドール号 

【販売品目】チキンカレー 

○竜鳳 

 【販売品目】やきとり 

○布袋 

【販売品目】ザンギ 

○ＲＥＤ ＣＨＩＬＩ 

【販売品目】スープカレー 

○北新ケータリング 

【販売品目】ポテト 

○ＴＯＫＩＪＩＲＯ 

【販売品目】けずりイチゴ 

○サッポロライオン 

 【販売品目】アルコール飲料 

 

＜馬場内＞ 

◎７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

○Ｃａｆé Ｐａｎ ｇｉ 

【販売品目】コーヒー・チュリトス 

 ◎７月２９日（土）・３０日（日）、８月１２日（土）・１３日（日） 

○くりやまコロッケ 

【販売品目】コロッケ 

◎８月５日（土）・６日（日） 

○ＳＡＴＯ ＳＨＯＰ 

【販売品目】クレープ 

 

  その他、豊富なメニューをご用意！ 

８月１９日（土）以降も新店続々！ 

 

■公式カクテル販売 

 札幌競馬場開設１１０周年を記念し、オリジナルデザインのカップで提供 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

 【時間】開門〜 

 【場所】スタンド１・２階「Ｔｗｏｄａｙｓワゴン」 

 【販売品目】マリモヒート、はまなすモヒート、メロンモヒート 各１，０００円 

 ※限定１，１００杯 
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 ※毎週土・日曜日に販売します。 

 

 

ＵＭＡＪＯイベント 

 

■ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【女性専用エリア】 

 人気のカフェやお店が集まる札幌競馬場の「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」！ 

 今年も女子の“好き♡”がいっぱいです。あなたもＵＭＡＪＯになってみませんか？ 

 【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

 【時間】開門～１６：３０頃 

【場所】２階 もいわテラス 

 ※詳細は【別紙】をご覧ください。 

※男性のお客様は未就学児を除き、女性お一人様につき１名様までご利用いただけます。 

 

 

ファミリーイベント 

お子様に大人気の「ウルトラマンジード」「仮面ライダーエグゼイド」「宇宙戦隊キュウレ

ンジャー」が札幌競馬場にやってきます。 

 

■ウルトラマンジードショー（観覧無料） 

【実施日】７月２９日（土） 

【時間】ショー／１１：２５頃〜 

     ※ショー終了後、握手会実施 ※雨天時は握手会のみ実施 

    握手会／１４：２０頃～ 

【場所】馬場内ステージ 

 

■仮面ライダーエグゼイドショー（観覧無料） 

【実施日】８月６日（日） 

【時間】ショー／１１：２５頃〜 

     ※ショー終了後、握手会実施 ※雨天時は握手会のみ実施 

    握手会／１４：２０頃〜 

【場所】馬場内ステージ 

 

■宇宙戦隊キュウレンジャーショー（観覧無料） 

【実施日】８月１２日（土） 

【時間】ショー／１１：２５頃〜 

     ※ショー終了後、握手会実施 ※雨天時は握手会のみ実施 

    握手会／１４：２０頃〜 

【場所】馬場内ステージ 

 

■クリアしたら駄菓子のつかみ取りにチャレンジできるよ！ 謎解きゲーム 君の馬は何着

に！？ 

君が乗る馬は何着になるのか！？ 謎に挑戦してみよう！ 

【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

【参加資格】お子様限定 

【賞品】駄菓子つかみ取り 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■馬とのふれあいイベント・キッズアトラクション 

かわいいポニーや大型馬たちと一緒に遊ぼう♪ 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日） 

 【実施内容】馬車試乗会、ミニチュアホース、パカパカドームなど 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※天候や馬の体調その他の理由により、内容・時間・場所等を変更または中止させていた

だく場合がありますので予めご了承ください。 

 ※安全のため、係員が危険と判断した場合には、お断りすることがあります。（妊娠・飲酒

等） 

 

 

抽選会イベント 

 

■重賞レース レプリカゼッケンプレゼント 

 お好きな馬番号のレプリカゼッケンが、各出走馬につき５名様に抽選で当たる！ 

 【実施日】７月３０日（日）北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ） 

      ８月１３日（日）エルムステークス（ＧⅢ） 

 【受付時間】９：２０頃～１５：１５ 
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 【当選発表・賞品引換時間】１６：００頃～閉門 

 【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

 ※参加応募の際、当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示が必要となります。 

 ※参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

 ※未成年の方は、ご参加いただけません。 

 ※賞品引換は当日のみとさせていただきます。 

 

■ホース＆スポーツ抽選会 

 ファイターズ戦チケット（８月１８日・金曜日、ＶＳライオンズ）やソメスサドル商品などが

当たる！ 

 【実施日】８月６日（日） 

 【受付時間】９：２０頃～なくなり次第終了 

 【定員】先着３００名様 

 【場所】パドック横 特設ブース 

 ※参加応募の際、当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示が必要となります。 

 

■８月１３日（日）発行の『競馬エイト』または当該週発行の『週刊ギャロップ』（８／１３号）

を持参で参加！競馬エイト＆ギャロップ大抽選会 

 【実施日】８月１３日（日） 

 【時間】開門～なくなり次第終了  

 【場所】２階 パドックテラス 

 ※参加（抽選）は、１部につき１回とさせていただきます。 

 ※未成年の方は、ご参加いただけません。 

 ※賞品引換は当日のみとさせていただきます。 

 

 

その他のイベント 

 

■オープニングデー来場記念 札幌競馬場開設１１０周年記念 オリジナル手ぬぐいプレゼ

ント 

 【実施日】７月２９日（土） 

 【時間】開門〜なくなり次第終了 

 【定員】先着６，０００名様 

 【場所】エントランス付近 

 ※お一人様１本限りとさせていただきます。 

 

■普段は入れない舞台裏に潜入！バックヤードツアー 

ジョッキーのサプライズ登場があるかも 

【実施日】７月２９日（土）、８月５日（土） 

【応募受付】９：２０頃〜１４：００ 

【当選発表】１５：００頃〜 

【ツアー開始】１６：２０頃〜 

【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

※参加応募の際、当日の勝馬投票券１，０００円以上のご提示が必要となります。 

※当日のみの受付となります。 

※１枚のご応募で２名様までご参加いただけます。 

※未成年の方のみでは、ご参加いただけません。 

 

 

■『マスターズ・アイ（Ｍａｓｔｅｒ’ｓ Ｅｙｅ）』〜札幌競馬場限定！注目の２歳戦「みどこ

ろ解説」〜 

 ２歳新馬戦他のパドックから、日本を代表するホースマンがみどころを解説します。 

 【日時】○７月３０日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

      １１：４０頃〜１１：５５頃 

     ○７月３０日（日） 第６Ｒ ２歳新馬戦 １２時４０分発走 

 １２：１０頃〜１２：２５頃 

     ○８月６日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

      １１：４０頃〜１１：５５頃 

     ○８月１２日（土） 第１０Ｒ コスモス賞 １４時５０分発走 

      １４：２０頃〜１４：３５頃 

     ○８月１３日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

      １１：４０頃〜１１：５５頃 

 

■札幌競馬場 ＬＩＮＥ＠ 登録者プレゼント 

 友だち限定特典！！「＠ｓａｐｐｏｒｏｒａｃｅｃｏｕｒｓｅ」友だち登録のうえ、ご来

場いただいた方にオリジナルお菓子ボックスプレゼント！札幌競馬場のイベント情報を発信

していきます。みなさんぜひ友だちに追加してください。 

 【実施日】７月２９日（土）、７月３０日（日） 
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 【定員】各日先着１，０００名様 

 【賞品】オリジナルお菓子ボックス（うまい棒４本入り） 

 

■マーチングバンドＡＸＩＳ登場 

 北海道札幌市を拠点に活動するマーチングバンドＡＸＩＳ（アクシス）が心躍る軽快な音

楽で盛り上げます。 

 【実施日】７月２９日（土）、７月３０日（日） 

 【場所】場内各所 

 ※当日は、５名編成での演奏となります。 

 

■札幌市消防音楽隊のミニコンサート 

 市民と消防を結ぶ「音の架け橋」として活動する札幌市消防音楽隊が、爽やかなサウンド

を響かせます。 

 【実施日】８月５日（土） 

 【時間】１１：３０頃〜 

 【場所】スタンド前ステージ 

 ※雨天の場合は中止となります。 

 

■スペインの伝統的な乗馬が登場！アンダルシアンホースダンスショー 

スペインが原産のアンダルシアン種の馬が音楽にあわせてみごとな演技を披露する高等馬

術です。人馬一体のホースダンスをお楽しみください！ 

 【実施日】８月５日（土）、８月６日（日） 

 【時間】１６：３５頃～ 

 【場所】パドック 

 

■札幌記念（ＧⅡ）の公開調教へ行こう！ 

８月１６日（水）の公開調教の朝食会にご招待！特別席と軽食をご用意いたします。参加

するジョッキーは当日のお楽しみ。ジョッキーインタビューもございます。 

【応募受付】８月１３日（日）９：２０頃～１４：００ 

【当選発表】８月１３日（日）１５：００頃～ 

【定員】抽選で４０名様をご招待いたします。 

【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

【実施】８月１６日（水）５：３０頃～９：００頃（朝食付き） 

※朝食会へ参加応募の際には、８月１３日当日の勝馬投票券１，０００円分以上のご提示

が必要となります。 

※応募はお一人様１回限りとさせていただきます。 

※当選されましたら、当日中にイベント運営本部までお越しください。朝食会の招待券を

お渡しいたします。 

※未成年の方のみでは、ご参加いただけません。 

※招待券をお持ちでない方も公開調教はご覧になれます。 

 

■２０１７ 来場ポイントキャンペーン 

来場したその日にオリジナル賞品が当たる「Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞」実施中！さら

に、５ポイントたまるごとにＪＲＡオリジナルグッズや素敵な賞品が当たる、「５ポイント 

ｄｅ ラッキー賞」も！ 

 【実施日】７月２９日（土）〜８月１３日（日）  

 【時間】開門〜１７：００ 

 【ポイントリーダー設置場所】①スタンド１階 ターフィーショップ横（３台） 

               ②スタンド３階 指定席入口（１台）※指定席利用者のみ 

 【賞品引換（応募）場所】１階 ファンファーレホール外 特設会場 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

＜来場ポイントキャンペーンに参加しよう！＞ 

 ①来場したらポイントリーダーにタッチ！ 

  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 

 ②タッチしたらポイントを獲得！ 

  札幌・函館・福島・新潟・中京・小倉は２ポイント。中山・東京・京都・阪神は１ポイ 

  ント。合計５ポイント獲得ごとにレシートが発行されます。 

 ③【Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞】 

  ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！ 

  ※当日１６時まで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。 

  【５ポイント ｄｅ ラッキー賞】 

  ５ポイントたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！ 

 

 ※「おサイフケータイ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。対応機種には「Ｆｅ

ｌｉｃａ（フェリカ）マーク」が付いています。 

 ※ＮＴＴドコモ以外の「おサイフケータイ」対応の携帯電話でもご参加可能です。 

 ※来場ポイントキャンペーンは実施する全ての競馬場で共通してご利用できます。 
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 ※２０１７年のポイントは一年間継続してたまります。 

 ※ポイントキャンペーンのご参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

 

■ターフィーグリーティング 

みんなに人気のターフィーが競馬場内をお散歩！見つけたら記念撮影しよう！出会うとい

いことがあるかも？ 

 【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】競馬場内各所 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■インターネット投票サポートデスク 

【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

【時間】開門～１６：３０ 

【場所】１階 ファンファーレホール 特設ブース 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■夏の２歳戦は「単勝」がおトク！ 

開催期間中、ＪＲＡの「「２歳戦」全場・全レース（新馬・未勝利・オープン）」の「単

勝」を対象に、通常の払戻金に売上げの５％相当額を上乗せして払戻しいたします。 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■ビギナーズセミナー 

競馬ビギナーの方でも安心！すぐわかる「ビギナーズセミナー」を開催いたします。 

【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

【時間】９：３０頃～１５：００ ３０分間隔で随時開催 

【場所】１階 入場ゲート付近 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■特設ターフィーショップ 

ＪＲＡオリジナルグッズを多数取り揃えています。札幌競馬場限定商品も多数販売！ 

 【実施日】７月２９日（土）～８月１３日（日） 

 【時間】開門～ 

【場所】１階 パドック側 特設ブース 

【販売品目】札幌競馬場夏競馬マフラータオル、札幌記念マフラータオル、Ｔシャツ、ハ

ンドタオル、ショルダーバッグ、キャップ 

※商品によっては、早々に完売する場合もございますので、予めご了承ください。 

 

■ＴＶｈ賞当日「らっぴぃ」がやってくる 

表彰式にも登場 

 【実施日】７月２９日（土） 

 

■ＵＨＢ賞当日「みちゅバチ」がやってくる 

表彰式にも登場 

 【実施日】８月６日（日） 

 

■ＳＴＶ賞当日「ファイビー・ファイニー」がやってくる 

表彰式にも登場 

 【日時】８月１２日（土） 

 

■大倉山特別・藻岩山特別当日「くらやん」と「もーりす」がやってくる 

表彰式にも登場 

 【日時】８月６日（日） 

 

■夢よ、育て。ＢＯＫＵＪＯＢ広報＆相談コーナー 

 実際に牧場で働くＢＯＫＵＪＯＢ相談員に、牧場の仕事や魅力、気になることなどを直接

質問できるほか、ＢＯＫＵＪＯＢ事務局員が求人募集の牧場や牧場就労促進活動について、

わかりやすくご説明します。 

 【実施日】８月１２日（土）、８月１３日（日） 

 【時間】１０：００〜１５：００ 

【場所】２階 パドックテラス 

 

※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、複数枚での合算が可能です。

また確認の際、勝馬投票券の裏面に押印させていただきますが、払戻には影響ございません。 

※各イベント時にご提供いただいた個人情報は、本企画の運営以外の目的には一切使用いた

しません。 

※各イベントはレースの実施状況・天候によって、開催場所・時間等が変更になる場合や、

やむを得ず、中止させていただく場合がございます。この場合、入場料、駐車料金等はご返
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金いたしかねますので予めご了承ください。 

※ステージイベント、キャラクターショーの際のカメラ・ビデオカメラ・携帯電話・スマー

トフォン等による撮影、録画、録音はご遠慮下さい。 

※勝馬投票券の購入がともなうイベントや抽選会に未成年者のみの参加は、お断りさせてい

ただきます。 

※ご来場の際は公共交通機関をご利用をおすすめいたします。 
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Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

 

平成２９年第１回札幌競馬開催日イベントについて【別紙】 

 

 

ＵＭＡＪＯイベント 

■かわいい・おいしい・たのしい「ほっと」スポット 

「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」が２Ｆもいわテラスに今年もＯＰＥＮ！！ 

 

 【期間】７月２９日（土）～９月３日（日） 

 【時間】開門～１６:３０頃 

【場所】２階 もいわテラス 

※男性のお客様は未就学児を除き、女性お一人様につき１名様までご利用いただけます。 

 

□ＳＷＥＥＴＳ 

まるで札幌スイーツの祭典。札幌競馬場に人気の１１店舗が勢ぞろい。 

インスタ映えするスイーツは見逃せない！ 

◎ドーナツ・ベーグル専門店 ふわもち邸 

 【出店日】：7月２９日（土）・７月３０日（日）・９月２日（土）・９月３日（日） 

【販売品目】：パルメザンチーズベーコンベーグル（２６０円）、 

黒豚カレーベーグル（２２０円）、 

アップルシナモンドーナツ（２１０円） 

 

◎ＳＡＬＬＹ‘Ｓ ＣＵＰＣＡＫＥ（サリーズカップケーキ） 

 【出店日】：８月５日（土）・８月６日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯオリジナルクッキー（３６０円）、 

カラフルホースクッキー（３６０円）、 

２０１７年ＵＭＡＪＯオリジナルカップケーキ（ティラミス味） 

（３９０円） 

 

◎ｂ’s Ｋａｆé（ウェズカフェ） 

 【出店日】：7月２９日（土）・７月３０日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯオリジナルキャラメルデニッシュ（３５０円）、 

クッキー２個セット（３９０円） 

（コーン＋チョコチップ）、 

「いちじくパウンド」「フルーツパウンド」２個セット（４００円） 

 

◎Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ｃａｆｅ Ｌ’Ｏｒ（パティスリーカフェロール） 

 【出店日】：８月５日（土）・８月６日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯジュレ（４００円）、 

米粉のフィナンシェ（４５０円）、 

サプレカレンズ（３８０円） 

 

◎フランス菓子 Ｌｅｓ Ｒｉｃｈｅｓｓｅｓ（レ・リシェス） 

 【出店日】：８月１２日（土）・８月１３日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯカフェショコラ（４２０円）、 

ブーケカップケーキ（４５０円）、 

タルトフレーズショコラ（４２０円） 

 

◎リヴゴーシュ・ドゥ・ラセーヌ 

 【出店日】：８月１２日（土）・８月１３日（日） 

【販売品目】：にんじんケーキ（３６０円）、 

馬蹄クッキー（２枚セット）（２００円）、 

マカロン、ラスク五頭ボックス（３００円） 

 

◎Ｃａｎｖａｓ Ｃａｋｅｓ（キャンバスケイクス） 

 【出店日】：８月１９日（土）・８月２０日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯカップケーキ（４５０円）、 

ＵＭＡＪＯオムレット２種（各３８０円）、 

ＵＭＡＪＯクッキー（３５０円） 

 

◎ｃａｋｅ＆ｃａｆｅ ｃｏｌｌｅｔ（ケイクアンドカフェコレット） 

 【出店日】：８月２６日（土）・８月２７日（日） 

【販売品目】：サラブレッドクッキー（２５０円）、 

ＵＭＡＪＯアイシングクッキー（ポニー・馬蹄各３種）（各２３０円）、 

ラムレーズンのマフィン（１５０円） 
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◎ＴＳＵＲＵ ＣＡＦÉ（ツルカフェ） 

 【出店日】：８月１９日（土）・８月２０日（日） 

【販売品目】：オリジナルＵＭＡＪＯサブレ 

        ・馬型（３５０円） ・蹄鉄（２３０円）、 

マカロン（９種類）（各１８０円） 

 ・ショコラ ・キャラメルサレ ・ショコラフランポワーズ 

 ・アールグレイ ・フランポワーズ ・カシス ・抹茶 

 ・カフェ ・ライム 

 

◎餅菓子商 白谷 

 【出店日】：８月２６日（土）・８月２７日（日） 

【販売品目】：大福４種セット（５６０円） 

 ・抹茶大福 ・チョコもち ・金ごま大福 

 ・ＵＭＡＪＯオリジナル豆馬福（まめうまふく） 

 

◎日曜日のクッキー 

 【出店日】：９月２日（土）・９月３日（日） 

【販売品目】：馬のアイシングクッキー（３５０円）、 

人参とクリームチーズのシフォンケーキ（３５０円）、 

さみしがり屋のストロベリー（１８０円） 

 

□ＣＯＦＦＥＥ 

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴで珈琲の名店めぐりはいかが？ 

 ◎坂東珈琲 

  【出店日】：7月２９日（土）・７月３０日（日）・８月１９日（土）・８月２０日(日) 

  【販売品目】：ＵＭＡＪＯブレンド（ホット珈琲）（４００円）、 

        アイスカフェオレ（４５０円）、 

         いちごソーダ（４５０円） 等 

 

◎森彦 

【出店日】：８月５日（土）・８月６日（日）・８月２６日（土）・８月２７日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯブレンド（ホット）（５００円）、 

アイスティー（５００円）、 

アイス抹茶オレ（６００円） 等 

 

◎ＳＡＴＯ ＣＯＦＦＥＥ（佐藤珈琲） 

 【出店日】：８月１２日（土）・８月１３日（日）・９月２日（土）・９月３日（日） 

【販売品目】：ＵＭＡＪＯブレンド（４００円）、 

アイスコーヒー（４００円）、 

レモネード（５００円） 等 

 

□ＧＥＬＡＴＯ 

夏ケイバにぴったり！ジェラート専門店がＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴに初登場！ 

 ◎ジェラテリア クレメリーチェ 

  【出店日】：7月２９日（土）・７月３０日（日）・８月５日（土）・８月６日(日) 

        ８月１２日（土）・８月１３日(日) 

  【販売品目】：ジェラート 

     ・ＵＭＡＪＯ牧草ミルク ・フレッシュミルク ・牧場ヨーグルト 

     ・カカオソルベ ・北海道クリームチーズ ・アーモンド 

     ・アールグレイ （各４００円） 

 

  ◎ジェラテリアジェリーム 

  【出店日】：８月１９日（土）・８月２０日（日）・８月２６日（土）・８月２７日(日) 

    ９月２日（土）・９月３日（日） 

  【販売品目】：ジェラート 

     ・キャロット ・養老牛放牧牛乳 ・ブルーベリー（各３５０円） 

     ・ゴールデンベリー （３８０円） 

 

□ＬＵＮＣＨ 

ヨクバリＵＭＡＪＯランチ限定販売。 

シティライフの女性モニター「シティフレンズ」と共同開発！ 

身体にやさしいケータリングで大人気の「free dining food チムチム」が、 

おいしい＆ヘルシーでうれしい♪ランチボックスを週替わりでお届け。 

 ◎トマトデミグラ仕立てのヘルシーロコモコ 

    【販売日】：７月２９日（土）・７月３０日（日） 

 

 ◎夏野菜とトマト仕立てのチーズキーマカレー 

    【販売日】：８月５日（土）・８月６日（日） 
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 ◎夏野菜とパクチーたっぷりのガパオライス 温玉のせ 

    【販売日】：８月１２日（土）・８月１３日（日） 

 

 ◎ハーブマリネのグリルチキンライス 柑橘ドレッシングサラダ仕立て 

    【販売日】：８月１９日（土）・８月２０日（日） 

 

 ◎牛肉と夏野菜たっぷりのトマトドリア 焼きチーズのせ 

    【販売日】：８月２６日（土）・８月２７日（日） 

 

 ◎栗とお豆のローストポーク丼 野菜仕立ての和風グレービーソース添え 

    【販売日】：９月２日（土）・９月３日（日） 

 

□１ＤＡＹ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＶＥＮＴ 

◎うまパンマルシェ 

【開催日】：７月３０日（日） 

【出店店舗】：しげぱん、ｃａｋｅ＆ｃａｆｅ ｃｏｌｌｅｔ、 

       ブーランジェリー ラ・フォンテーヌ 

 

◎ＡＬＬ ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＆ ＯＲＩＧＩＮＡＬ おうまのクラフトマルシェ 

【開催日】：８月２７日（日） 

 

◎ＭＥＮＡＲＤ ビューティハンドケア（女性限定） 

【開催日】：８月１３日（日）・９月２日（土） 

 

◎「ＵＭＡＪＯオリジナル グラスネイルファイル」プレゼント！（女性限定） 

【開催日】：７月２９日（土）～９月２日（土） 

 

■競馬の楽しさ、まるわかり！ ＵＭＡＪＯツアー 

馬券の買い方から、パドック見学、レース観戦まで、ケイバを楽しむ一連の流れをエスコ

ート。（女性限定） 

【実施日】：毎開催日 

【時間】：１３:３０～１時間程度 

【定員】：先着８名様限定（札幌競馬場にて当日受付） 

【参加申込】：入場ゲート付近ビギナーズセミナー受付 

 

■ＵＭＡＪＯにおすすめ♪ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ ＭＡＰ 

 札幌競馬場ならではの魅力を感じられる５つのスポットをご紹介！ 

 芝生の上で、かわいいガーデンで、記念写真をとっちゃおう！（女性限定） 

【時間】：開門～１６：３０ 

【場所】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 

 【賞品】：ＳＮＳ投稿で限定スイーツＧＥＴ！  

      上記の「ＵＭＡＪＯにおすすめＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ」で写真を撮ったら 

      「#s2umajo」をつけてＳＮＳにアップ。シェア画面をＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴで 

      スタッフに見せるとオリジナルスイーツがもらえちゃう！ 

      ※各日先着５０名様 

 

■重賞直前ワンポイントレッスン ケイバの初心者、大歓迎！ 

 「馬券って、どうやって買うの？」「馬の調子って、どこで判断するの？」そんなキホン中

のキホンをケイバの先輩がやさしくレクチャー。「重賞って何？」というあなたでも、いきな

り的中させちゃうかも！？（女性限定） 

【実施日】：７月３０日（日）・８月１３日（日）・８月２０日（日） 

       ８月２７日（日）・９月２日（土） 

【場所】：ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内 

【受付】：開門～先着８名様 

【時間】：１４時３０分～１５時００分 

         

 

 

 

※ご利用は１日１回とさせていただきます。 

※休憩のみのご利用はご遠慮ください。 

※ご利用時間は、最大６０分とさせていただきます。 

※飲食物の持ち込みはお断りさせていただきます。 

※天候、その他理由により内容が変更、中止となる場合がございます。 

※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内でご提供する「勝馬投票券が必要なサービス」に必要な勝馬投票

券は、他イベント等で既に使われた勝馬投票券はご利用いただけません。 

※価格は全て税込みです。 


