
平成３０年６月２日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

お知らせ 

 

平成３０年函館競馬（６月１６日（土曜）～７月２２日（日曜））開催イベントについて 

 

スペシャルゲスト 

6月 16日（土曜） 

○流れ星 開幕お笑いライブ 

一発ギャグでブレイク中！お笑い芸人「流れ星」が函館競馬開催日を飾る！ 

◇トークショー 

【時   間】 （1回目） 11：30頃～  （2回目） 16：35頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇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。 

 

6月 17日（日曜） 

○田中圭のケイ馬トーク 

ファン必見！今注目の俳優「田中圭」が函館にやってくる！ 

◇トークショー 

【時   間】 （1回目） 11：30頃～  （2回目） 16：35頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇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。 

  



○メイガス マジックショー 

マジック界のアカデミー賞「マーリン・アワード 2018」を受賞の世界的マジシャンが、故郷函館で凱旋イ

リュージョン！ 

◇マジックショー 

【時   間】 16：35頃～（開場 16:00） 

【場   所】 風の広場 特設ステージ 

※録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。 

※観覧者多数の場合は入場制限をさせていただく可能性がございますので、あらかじめご了承くださ

い。 

※開場時間はショー会場にご入場いただける時間です。 

 

6月 23日（土曜） 

○平野ノラ＆にしおかすみこ お笑いステージ 

バブリーネタのお笑い芸人「平野ノラ」と、その先輩「にしおかすみこ」が夢の共演！ 

◇トークショー 

【時   間】 （1回目） 11：25頃～  （2回目） 16：35頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇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。 

 

6月 24日（日曜） 

○平岡祐太 函館トークライブ 

癒し系人気俳優「平岡祐太」が函館競馬場に初来場！ 

◇トークショー 

【時   間】 （1回目） 11：25頃～  （2回目） 16：35頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇表彰式プレゼンター 

【時   間】 15：25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。 

  



7月 15日（日曜） 

○桜井日奈子 スペシャルトークショー 

岡山の奇跡が函館競馬場に来場！ 

◇トークショー 

【時   間】 11：50頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇表彰式プレゼンター 

【時   間】 15：50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。 

 

7月 22日（日曜） 

○カミナリ＆ニルベース齋藤 お笑い LIVE 

どつき漫才で人気沸騰中のお笑いコンビ「カミナリ」が函館初上陸！ 

◇トークショー 

【時   間】 （1回目） 11：30頃～  （2回目） 16：35頃～ 

【場   所】 スタンド前特設ステージ 

 

◇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。 

 

特別企画  

特別展示 

6月 16日（土曜）から 7月 22日（日曜） 

○「ありがとうキタサンブラック～出会いそして七冠までの軌跡～」 

ＧⅠレース優勝賞品や写真パネルで、キタサンブラック号の軌跡をたどります。1 階エントランスには実

物大馬像も登場します。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～17：00 

【場   所】 1階エントランス、3階特設会場 

【主な展示物】 ＧⅠレース優勝レイ（全 7点）、天皇盾、ＪＲＡ賞年度代表馬ブロンズ像ほか 

※3階特設会場の最終入場は 16:50 となります。 

※函館競馬場限定キタサンブラックグッズを 1階特設ターフィーショップで販売します。 

  



函館市電「競馬場前停留場」開設 120周年記念  

6月 11日（月曜）から 7月 22日（日曜） 

○特別車両の運行 

函館市電と競馬場の 120年の歴史が感じられる写真を展示した特別車両を運行します。 

 

6月 16日（土曜）・23日（土曜）・30日（土曜）・7月 7日（土曜）・14日（土曜）・21日（土曜） 

○オリジナルデザイン nimocaプレゼント 

抽選で各日 200名様にオリジナルデザインの記念 nimoca（交通系ＩＣカード）をプレゼントします。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 

【引   換】 函館第 11レース確定後～17:00 

【場   所】 イベント運営本部 

【参加方法】 当日購入・確定前の勝馬投票券 100 円分以上をご提示いただくと、先着 400 名様に「奇

数」もしくは「偶数」の抽選カードをお渡しします。当日の函館競馬第 11 レース優勝馬の馬番号に該当

した抽選カードをお持ちのお客様に、オリジナル nimocaをプレゼントします。 

※同着の場合は馬番号が小さい方が当選対象となります。 

※抽選カードはお一人様 1枚限りとさせていただきます。 

 

2018函館マラソンコラボ企画 

7月 1日（日曜） 

○2018函館マラソン会場（千代台競技場）⇒函館競馬場 無料シャトルバス運行 

7 月 1 日（日曜）に行われる「2018 函館マラソン」のメイン会場である千代台競技場から函館競馬場ま

での無料シャトルバスを運行します。 

【時   間】 11：00～15：00 ※およそ 20分間隔 

 

6月 16日（土曜）から 7月 1日（日曜） 

○函館マラソン参加ゼッケン提示で駿馬茶プレゼント 

期間中に函館マラソン参加ゼッケンをご提示いただいた方、先着 300 名様に伊藤園の競馬場限定緑

茶「駿馬茶」をプレゼントします。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 イベント運営本部 

※プレゼントの際に簡単なアンケートにご協力ください。 

※ボトルデザインは選べません。 

※常温での提供となります。 

  



6月 30日（土曜）・7月 1日（日曜） 

○ヴァーミリアン号＆ラストインパクト号来場 

現在はノーザンホースパークで乗馬として活躍している、GⅠ/JpnⅠ9 勝馬ヴァーミリアン号と京都大

賞典（ＧⅡ）などＪＲＡ重賞 3勝のラストインパクト号が来場し、えさやり体験や写真撮影を行います。 

◇えさやり体験・写真撮影会 

【日 時】 （1回目） 11：00～  （2回目） 14：00～ 

【場   所】 ふれあいパドック 

【定 員】 各回抽選で 10組様 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～各回開始 1時間前 イベント運営本部 

【当選発表】 各回開始 30分前 イベント運営本部 

【集   合】  各回開始 5分前 ふれあいパドック 

※写真撮影に必要なカメラはご自身でご用意ください。 

※撮影は 1組様 1回限りとさせていただきます。 

※その他の時間は、ふれあいパドックにて放牧を行います。 

 

○ノーザンホースパーク グッズ販売 

北海道の馬のテーマパーク「ノーザンホースパーク」のオリジナルグッズを販売します。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 スタンド 1Fエントランス 

 

7月 22日（日曜） 

○メジロドーベル号来場 

エリザベス女王杯 2 連覇などＧⅠ5 勝をあげた名牝メジロドーベル号が来場し、ふれあいパドックでの

放牧や写真撮影会を行います。 

◇写真撮影会 

【時   間】 12：25～ 

【場   所】 ふれあいパドック 

【定 員】 抽選で 25組様（1組最大 4名様） 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～11：00 イベント運営本部 

【当選発表】 12：00 イベント運営本部 

【集   合】  12：20 ふれあいパドック 

※写真撮影に必要なカメラはご自身でご用意ください。 

※撮影は 1組様 1回限りとさせていただきます。 

※その他の時間は、ふれあいパドックにて放牧を行います。 

※オリジナルレプリカゼッケンを持って写真撮影できます。 

 

◇お披露目 

【日 時】 （1回目） 10：30～  （2回目） 13：30～ 



【場   所】 ふれあいパドック  ※ふれあいパドック内を周回します 

ファミリーイベント 

7月 1日（日曜） 

○HUG っと！プリキュアショー 

キュアエール・キュアアンジュ・キュアエトワールが大活躍するよ！みんなで応援しよう！ 

【時   間】 （ショー）  11：25頃～  （10：00開場） 

     （握手会） 13：45頃～  （12：30開場、14：00受付終了） 

【場   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。 

 

7月 8日（日曜） 

○快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャーショー 

2つのスーパー戦隊が激突！ 

【時   間】 （ショー）  11：25頃～  （10：00開場） 

     （握手会） 13：45頃～  （12：30開場、14：00受付終了） 

【場   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。 

 

7月 7日（土曜） 

○七夕まつりお菓子プレゼント 

かつて子供たちがろうそくをもらいにご近所を回った風習にちなみ、お子さまにお菓子をプレゼントしま

す。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 

【場   所】 緑の広場（馬場内） 

※小学生以下のお子さま先着 100名様にプレゼントいたします。 

※賞品がなくなり次第終了となります。 

※お一人様１つ限りとさせていただきます 

 

7月 7日（土曜）・8日（日曜） 

○道南初登場！ふわふわ「ぼうけんランド」 

お子さまに大人気のふわふわが 2日間限定で函館競馬場に登場！ 

【時   間】 開門（通常 9：00）から 16：20 

【場   所】 緑の広場（馬場内）特設コーナー 

【対象年齢】 3歳から小学生までのお子様 

  



グルメ・物産展・観光ＰＲイベント 

6月 16日（土曜）～7月 22日（日曜） 

○馬船 produced by 函館黒船 

昨年ご好評いただいた“函館黒船”とのコラボが今年も実現！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】 開門（通常 9：00）～16：30 

※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】 

●バル de横丁 1丁目ブース 

・居酒屋地元家 函館本店（贅沢かき氷） 

・ダイニング SURF（シーフードパエリア） 

●バル de横丁 2丁目ブース 

・ウェスタンキッチン（函館オリジナルざんぎ丼） 

・Jolly Jellyfish（ステーキピラフ） 

●アジアン屋台ブース 

・麻辣厨房 キャノンボール 炮弾飛車（焦がしホタテが丸ごと入った新函館塩ダレ焼きそば） 

・亜細亜的惣菜 ガパオ飯（ガパオライス） 

●激戦ラーメンブース 

・海老麺総本家 地元家（海老麺 塩） 

・函館麺屋 四代目（四代目 炙り塩） 

●KING of 肉ブース 

 ・北海道塩ジンギスカン「名前はまだ無い」（ネギ塩ジンギスカン） 

 ・焼肉物語 牛若（スーパーロング牛タン串） 

●馬船 2017王者ブース 

・やきにくれすとらん 沙蘭（牛ステーキ丼） 

●はこだて SOUL FOODブース 

 ・ラッキーピエロ（ラッキーチーズバーガー・チャイニーズチキンバーガー） 

 ※ラッキーピエロは 11：00～となります。 

●プレミアムブース 

・北斗（北斗流ザンギねぎまみれ） ※6月 17日のみ 

・GYOZA 朧（スタミナ餃子） ※6月 24日、7月 22日のみ 

・牛カツ 稲家（メンチカツサンド） 限定 100食 ※7月 8日のみ 

・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、砂肝セット）限定 200食※7月 15日のみ 

●絶品スイーツブース 

・函館洋菓子スナッフルス（ミルクプリンあんみつ） ※6月 16日・17日 

・茶蔵（シルクアイス）※6月 23日・24日 



・パティスリーイグレック（フルーツサンド）※6月 30日・7月 1日 

・Sweets Café Shop Caromelia （函館競馬場限定ミニパフェ）※7月 7日・8日 

・パティスリージョリクレール（ずーしーほっきーもちもちエクレア）※7月 14日・15日 

・嘉福堂キッチン（はこだて雪ん子 6個入り） ※7月 21日・22日 

●キッチンカー 

 ・ハセガワストアー（やきとり弁当） 

 ・Jonnyの手羽先（しょうゆジョニーの手羽先） ※6月 16日〜6月 24日 

・くいだおれ太閤（たこやき）     ※6月 30日〜7月 8日 

 ・Café pan gi（カフェラテ）         ※7月 14日〜7月 22日 

●モノクラフトブース（モノ作り体験やハンドメイド商品の購入ができるブースです） 

・Leather&Bar Ken  ・夢色粘土 ・BonheurFil  ・dolllips  ・成田屋＠en ・爪屋 Nail Cube 

・科学のはたけ ・albicocca ・country craft Maple ・pentet  ・函照灯 ・幸作家 ・いすず製作室 

・BEANS  ・710CANDLE ・peachgarden ・Mi 

   ※各週上記より６～７店が出店します。 

 

※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 21日（土曜）・22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】 6月 16日（土曜）～7月 22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、ホームページをご覧ください。 

  



7月 21日（土曜）・22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 

「函館黒船 2018」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 

 

6月 24日（日曜） 

○新冠町物産展 

競走馬の産地として有名な新冠町の物産展を開催。現地に行かないと見られない、新冠で生まれた名

馬達を称えた「優駿の碑」の紹介コーナーもあります。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 スタンド 1Fエントランス 

 

○奥尻島ゆるキャラ「うにまる」くん来場 

道南の秘島「奥尻島」から、ゆるキャラ「うにまる」くんが来場！奥尻島の PRを行います。  

【時   間】 13：00頃～16：00頃 

【場   所】 緑の広場（馬場内） 

 

7月 8日（日曜） 

○新ひだか町物産展 

競走馬の産地として有名な新ひだか町の物産展を開催。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 スタンド 1Ｆエントランス 

 

7月 22日（日曜） 

○松前町物産展 

松前特別競走に合わせ、北海道最南端に位置し、全国屈指の桜の名所として有名な松前町の物産展

を開催。郷土料理松前漬を使った焼きそばを販売します。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 スタンド 1Fエントランス 

 

抽選会・プレゼント 

6月 17日（日曜） 

○函館競馬場オリジナルパッケージ入り「ゆめぴりか（1合）」プレゼント 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 

【場   所】 スタンド 1Fエントランス 

【配 布 数】 先着 10,000名様 

※お一人様 1つ限りとさせていただきます。 

 



6月 24日（日曜）・7月 15日（日曜）・7月 22日（日曜）  

○再来場プレゼント 

フリーパスの日にご来場のうえ、指定日にご来場されたお客様に函館競馬場オリジナルターフィーリン

グノートをプレゼント！ 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 各日先着 3,000名様 

【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 

                   スタンド１Ｆふれあいパドック前特設ブース 

【賞品引換会場】 スタンド 1Ｆふれあいパドック前特設ブース 

【参加方法】  

①6月 17日（日曜）フリーパスの日に「来場ポイントリーダー」にタッチ 

②①で発券されたレシートを 6月 24日(日)、7月 15日(日)、7月 22日(日)の各日に 

ふれあいパドック前特設ブースにお持ちください。 

※プレゼントは各日お一人様 1冊限りとさせていただきます。 

 

6月 17日（日曜）・24日（日曜）・7月 15日（日曜）  

○ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！抽選会 

グルメカタログギフトが当たる抽選会を実施します！ 

【時   間】 9：20～ ※賞品が無くなり次第終了 

【場   所】 イベント運営本部 

【参加方法】 当日購入の対象レースの勝馬投票券 1,000円分以上をご提示ください（複数枚可）。 

【対象レース】 6月 17日（日曜） 函館スプリントステークス（ＧⅢ） 

         6月 24日（日曜） 宝塚記念（ＧⅠ） 

         7月 15日（日曜） 函館記念（ＧⅢ） 

【賞   品】 6月 17日（日曜） ア・ラ・グルメ 「シンデレラ」 

         6月 24日（日曜） ニッポンの○ 美味しいごはん「香り」 

         7月 15日（日曜） 美食万彩 「霞」 

【当 選 数】各日 100名様 

 

6月 17日（日曜） 

○競馬エイト＆ギャロップ主催抽選会 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 

【場   所】 ふれあいパドック付近特設ブース 

【参加方法】 イベント当日（6／17付）の競馬エイトもしくは週刊ギャロップ（6／17号）を持参された方 

     を対象に、オリジナルグッズ等が当たる抽選会を行います。 

※賞品がなくなり次第終了となります。 

  



7月 1日（日曜） 

○レディＧＯ抽選会 

女性フリーパスの日にちなみ、女性のお客様限定で抽選会を実施します。 

【場   所】 1階エントランス 

【応募受付】 9：20～ ※賞品がなくなり次第終了 

【参加方法】 当日購入・確定前の勝馬投票券 300円分以上をご提示ください（複数枚可）。 

【賞   品】 函館競馬場オリジナルトートバッグ 

 

7月 22日（日曜） 

○GO×GO フィナーレ抽選会 

今年で 50 回目を迎える函館 2 歳ステークスを記念し、抽選で 50 名様に JCB ギフトカード 5,000 円分

をプレゼント！ 

【場   所】 イベント運営本部 

【応募受付】 9：20～ ※賞品が無くなり次第終了 

【参加方法】 当日購入の函館 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】 JCBギフトカード 5,000円分 

 

6月 16日（土曜）～7月 22日（日曜） 

○うまいる抽選会 

競馬場・ウインズ等で配布している抽選券を持って、函館競馬場へ行こう！抽選で毎開催日 20名様に

「道産米食べ比べセット」が当たります！ 

【時   間】 開門（通常 9：00）～16：30 

【場   所】 イベント運営本部 

【賞   品】 道産米食べ比べセット（ふっくりんこ、ななつぼし、ゆめぴりか各 2合） 

※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）。 

 

競馬をもっと楽しむイベント 

6月 16日（土曜）・17日（日曜） 

○みんなで行こう！駐車場あいのりキャンペーン 

車で行くなら、みんなで乗り合わせて行くのがエコでお得！ 

1台の車両に 3名様以上のお乗り合わせで、函館競馬場専用駐車場の料金が通常 1，000円→500円

の半額になるキャンペーンを行います。 

【時   間】 駐車場開場～15：30 

【場   所】 函館競馬場専用駐車場 

  



○「第 25回函館スプリントステークス（GⅢ）仕様オリジナルゼッケン」販売 

実際の函館スプリントステークスと同じ作りのゼッケンにお好みの文字を入れることができます。世界

で 1枚だけのオリジナルゼッケンは、プレゼントにも最適です！ 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 

【場   所】 ふれあいパドック付近 

※函館スプリントステークス（ＧⅢ）仕様のゼッケン（深緑地）の両側にお好きな白番号、 

お好きな白文字を入れたオリジナルゼッケンを 1枚 3，000円、オリジナルミニゼッケンを 1枚 1，500円

で販売します。 

※番号は 1～16番まで、文字はカタカナ 9文字までご自由に決めていただきます。 

  （実在する競走馬の馬名は使用できません） 

※当日 11：00 までにご購入いただいたお客様、またはオリジナルゼッケン先着 30 名様、オリジナルミ

ニゼッケン先着 50 名様には、当日 15：30～16：00 の間にお渡しいたします。（それ以外の方には、

後日郵送（一律 1，200円元払い）によるお渡しとなります） 

※その他、第 25回函館スプリントステークス出走馬ミニゼッケン・函館スプリントステークス優勝馬勝負

服ゼッケンコースター（過去 15年）・名馬メモリアルゼッケンも販売します。 

 

6月 17日（日曜） 

○フリーパスの日 

すべてのお客様が無料でご入場いただけます。 

 

7月 1日（日曜） 

○女性フリーパスの日 

当日は女性のお客様は無料でご入場いただけます。 

 

7月 8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】 12：00頃～14：00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】 おみくじ馬券の内容（式別等）は当日発表いたします。 

【特 典】 抽選で当たりが出た方にキャラクターグッズやＪＲＡオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

7月 11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 30分間） 

【場   所】 ゴール前スタンドエリア 

【講   師】 津田 照之(競馬エイト記者) 、村本浩平(競馬ライター) 

 

7月 22日（日曜） 

○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。 

 

6月 16日（土曜）・23日（土曜）・6月 30日（土曜）・7月 7日（土曜）・14日（土曜）・21日（土曜） 

○ジョッキー記念撮影会 

函館競馬場に来場した記念に、函館に参戦した騎手と記念撮影を！ 

【時   間】 16：20頃～  

 【場   所】 ウイナーズサークル 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～13：00 イベント運営本部 

【当選発表】 15：00 イベント運営本部 

【集   合】 16：10 ウイナーズサークル 

【定   員】 抽選で 10組様 

※カメラはご自身でご用意ください。 

※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。 

 ※ご応募は、お一人様 1回限りとします。 

なお、ご家族・ご友人と一緒に参加を希望される際は、グループ単位でご応募できます。 

※イベントの進行上、サインや握手等はご遠慮ください。 

  



6 月 16 日（土曜）・17 日（日曜）・23 日（土曜）・24 日（日曜）・7 月 7 日（土曜）・8 日（日曜）・14 日（土

曜）・15日（日曜）・21日（土曜）  

○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 50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。 

 

○ポニーに乗って写真撮影会 

【時   間】 12：00～12：30 

【場   所】 ふれあいパドック 

※小学生以下のお子様がポニーに乗れます。 

※お子様以外のお客様もポニーと一緒に撮影できます。 

 

お別れイベント 

○エリモハリアー号写真撮影会 

函館記念 3 連覇など輝かしい実績を残したエリモハリアー号が誘導馬を引退し、函館競馬場を離れる

ため、お別れイベントを行います。 

◇写真撮影会 

【日 時】 13：30～ 

【場   所】 ふれあいパドック 

【定 員】 各日抽選で 20組様 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～12：00 イベント運営本部 

【当選発表】 13：00 イベント運営本部 

【集   合】  13：25 ふれあいパドック 

※写真撮影に必要なカメラはご自身でご用意ください。 

※撮影は 1組様 1回限りとさせていただきます。 

※その他の時間は、ふれあいパドックにて放牧を行います。 

 

7月 14日（土曜）・15日（日曜） 

○エリモハリアー号函館記念優勝レイ展示 

函館記念を 3連覇した際の貴重な優勝レイを展示します。 

【日  時】開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場  所】ふれあいパドック付近 

  



6月 16日（土曜）～7月 22日（日曜）   

○函館競馬場ＬＩＮＥ＠友だち登録キャンペーン 

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

様に駿馬茶をプレゼント。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～ 先着 50名様 

【場   所】 イベント運営本部 

※ボトルデザインは選べません 

※お一人様 1本限りとさせていただきます。 

※常温での提供となります。 

 

○競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー！ 

「馬券の買い方がわからない」、「競馬新聞の見方を説明してほしい」といった競馬初心者の方にピッタ

リの「ビギナーズセミナー」を開催いたします。また、本年はビギナーズサポートカウンターも設置し、馬

券の買い方の質問にお答えします！ 

【時   間】 10：00～14：50頃 最終受付 14：30 

【受付場所】 スタンド 2Ｆ230号投票所付近特設ブース 

【講   師】 小木曽なつ美、高嶋伴子、村本浩平※五十音順 

※講師は変更になる場合があります。 

※上記より各日 1～2名が出演予定。 

※ビギナーズセミナーは、未成年の方は受講できません。 

 

○来場ポイントキャンペーン 

 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」で、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 

                   スタンド 1Ｆふれあいパドック前特設ブース 

【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】 1ポイント 

【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！ 

★「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！ 

   ※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！ 

今年は無料ドリンクでおもてなしいたします。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～16：30（最終入場受付 16：00） 

【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）。 

※無料ドリンクはお一人様 1杯までとなります。 

 

◇UMAJO抽選会 

【日   時】 6月 17日（日曜）、7月 15日（日曜）、7月 22日（日曜） 各日 9：20～ 

【賞   品】 ダーラナホースグッズ、UMAJOマークカードボード、UMAJOふせんメモ 各日 303名様 

※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）。 

 

◇グループ来場抽選会（毎日） 

競馬はじめてさんを含むグループ（3 名以上）で来場いただいたお客様に抽選で UMAJO オリジナル

グッズをプレゼント！ 

【日   時】 9：20～ 

【賞   品】 UMAJOパスケース、UMAJO手ぬぐい、UMAJOマグネット 各日 30名様 

※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 100円分以上をご提示ください。 

 

◇ＳＮＳ投稿プレゼント（毎日） 

UMAJO SPOT や競馬場で撮影した写真に#s2umajo をつけて SNS に投稿していただき、投稿画面

をコンシェルジュにご提示いただくと、UMAJOブックマーカーをプレゼント！ 

【日   時】 開門（通常 9：00）～ 先着 30名様 

  



◇プチ講座（毎日） 

ウマにまつわる雑学を女性コンシェルジュがはじめてさん向けにご紹介します。 

【日 時】 13：00～13：20 

【定 員】 先着 5様 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～ UMAJOスポット内インフォメーション 

 

◇うまカワ！ワークショップ 

ウマにまつわるモチーフを使った体験メニューなどのワークショップを開催します。 

【日 時】 6月 17日（日曜）、6月 24日（日曜）、7月 15日（日曜）、7月 22日（日曜） 

         11：00～、12：00～、13：00～、14：00～ 

【定 員】 各回抽選 5様 

【応募受付】 開門（通常 9：00）～ UMAJOスポット内インフォメーション 

         ※各回開始 30分前に応募を締め切ります。 

※抽選結果は開始 15分前にＵＭＡＪＯＳＰＯＴに掲示します。  

【実施内容】 6月 17日（日曜） ハンドトリートメント＆カラーセラピー体験 

         6月 24日（日曜） 消しゴムうまハンコでポーチ作り 

         7月 15日（日曜） フェイクスイーツ幸運の蹄鉄アクセサリー作り 

         7月 22日（日曜） おうまのキャンドル＆蹄鉄モチーフサシェ作り 

※当日購入・確定前の勝馬投票券 100円分以上をご提示ください（複数枚可）。 

 

○特設ターフィーショップ 

函館競馬開催日、ターフィーショップが出張出店します。函館競馬場限定グッズや GⅠホースグッズの

ほかキタサンブラックグッズなど、人気の商品を取り揃え皆様のお越しをお待ちしております。 

【時   間】 開門（通常 9：00）～閉門（通常 17：00） 

【場   所】 スタンド 1Ｆエントランス 

 

※商品によっては完売する場合もございますので、予めご了承下さい。 

※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、すべて観覧無料です。 

※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。 


