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平成３０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２８日（土）から８月１２日（日）までの毎週土日、計６日間開催

します。 

今年の札幌競馬場の目玉となるのは、７月１４日（土）に「ターフパーク」としてリニュー

アルオープンした馬場内遊園地です。さまざまな遊具が増え、女性専用エリア「UMAJO 

SPOT」も移設、よりファミリーやグループに楽しんでいただける施設となりました。 

さらにオープニングデーとなる７月２８日（土）には、北海道命名１５０年を記念して、最

終レースを「北海道１５０年記念」とし、開門から先着１，５００名様に道産酒の振る舞いを

行います。 

今開催では、人気モデルの舟山久美子さんやお笑いコンビのコロコロチキチキペッパーズ、

スリムクラブ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、札幌市内で人気沸

騰の名店が勢揃いするスープカレーVS ラーメンのグルメイベントなど、たくさんのイベントを

実施。毎年ご好評いただいている、「もいわテラスビヤガーデン」を今年も開催するほか、「体

験乗馬」などの馬とのふれあいイベントも実施いたします。 

夏にだけ行われる札幌開催のレースと共に、競馬場もご堪能いただけると幸いです。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ださい。 

 

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

了承ください。 

 

 

 

 

 

 

スペシャルゲスト 

■舟山久美子のクイーンステークス ニュースタートーク 

モデル・タレントとして活躍中の”くみっきー”が来場！女性必見のトークステージを展開し

ます。  

【実施日】７月２９日（日） 北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）当日 

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】スタンド前ステージ 

 

■コロチキ&スリムクラブのエルムステークス爆笑ステージ 

第 8 回キングオブコント 2015 優勝のコロコロチキチキペッパーズと、第 10 回 M-1 グランプ

リ準優勝のスリムクラブが登場。エルムステークス当日の札幌競馬場を大いに盛り上げます。 

【実施日】８月１２日（日） エルムステークス（ＧⅢ）当日 

【時間】１１：２５頃～、１６：３５頃～ 

【場所】スタンド前ステージ 

 

 

特別企画 

■オープニングデー 祝北海道１５０年道産酒振る舞い 

【実施日】７月２８日（土） 

【時間】開門〜なくなり次第終了 

【定員】先着１，５００名様 

【場所】１Ｆファンファーレホール外 特設ブース 

※お一人様１杯限りとさせていただきます。 

※未成年、お車・バイク・自転車でご来場の方、妊娠中や授乳期の方は試飲できません。 

 

■北海道１５０年記念開幕セレモニー 

【実施日】７月２８日（土） 



 
 

【時間】９：４０頃～９：５０頃  ※１Ｒ発走９：５５ 

【場所】エントランス 

 

■北海道１５０年記念写真展 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【場所】エントランス 

 

■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４日（土） 

【時間】１１：３０頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

※雨天の場合は中止となります。 

 

 

ファミリーイベント 

お子様に大人気の「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」「仮面ライダー

ビルド」が札幌競馬場にやってきます。 

 

■快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー（観覧無料） 

【実施日】７月２８日（土） 

【時間】キャラクターショー／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】ターフパークステージ 

 

■仮面ライダービルド（観覧無料） 

【実施日】８月１１日（土） 

【時間】キャラクターショー／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】ターフパークステージ 

 

■馬とのふれあいイベント・キッズアトラクション 

かわいいミニチュアホースや馬たちと一緒に遊ぼう♪ 

【実施日】７月２８日（土）〜８月１２日（日） 

【実施内容】馬車試乗会、ミニチュアホース、体験乗馬、電動親子バギーなど 

※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 

だく場合がありますので予めご了承ください。 

※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） 

 

 

グルメイベント 

■ターフパーク食堂 スープカレーVS ラーメン頂上決戦 

ターフパーク内に新設された「セイテンスタンド」に札幌のソウルフード「スープカレー」&

「ラーメン」の人気店が週替わりで出店。競馬場限定メニューなども提供！  

【実施日】７月２８日（土）〜８月１２日（日） 

【時間】９：００頃〜１６：００（なくなり次第終了） 

【場所】ターフパーク内セイテンスタンドイベント食堂 

※毎週土・日曜日に開催します。 

 

【出店スケジュール】 

◎７月２８日（土）、７月２９日（日） 



 
 

○スープカリー奥芝商店 

【販売品目】[JRA 限定]海老スープ JRA スペシャルカリー（１，０００円） 

○Japanese Ramen Noodle Lab Q 

【販売品目】[JRA 限定]始めの中華そば（８００円） 

 

◎８月４日（土）、８月５日（日） 

○スープカレー らっきょ 

【販売品目】チキンスープカレー（１，０００円） 

○らーめん 吉山商店 

【販売品目】[JRA 限定]焙煎ごまみそダブルチャーシュー麺（８００円） 

 

◎８月１１日（土）、８月１２日（日） 

○アジアンスープカリー べす 

【販売品目】[JRA 限定]JRA 限定“夏”チキン野菜スープカリー（１，０００円） 

○辛いラーメン１４(辛さ無し・中辛から選べます) 

【販売品目】[JRA 限定]スパイスラーメン（８００円） 

 

８月１８日（土）以降も新店続々！ 

 

■今年もオープン！もいわテラスビヤガーデン 

新スタンドオープン時より始まった「もいわテラスビヤガーデン」を、今年も開催します。夕

暮れ時の札幌競馬場にて、北海道の爽やかな風を感じつつ、ビールをお楽しみいただけます。 

【実施日】７月２８日（土）〜８月１２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】１，８００円 

※毎週土・日曜日に開催します。 

※その他、フードメニューもございます。 

 

■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くる！   

人気店が登場！バラエティー豊かなメニューが競馬場で楽しめます。北海道 150 年にちなんだ

限定メニューも！ 

【実施日】７月２８日（土）〜８月１２日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】２階 もいわテラス 

※毎週土・日曜日に開催します。 

※天候、その他都合により変更、中止する場合がございますので、予めご了承願います。 

 

【出店スケジュール】 

◎７月２８日（土）～８月１２日（日） 

○なると屋 

【販売品目】若鶏の半身揚げ 

○豊平峡タンドール号 

【販売品目】チキンカレー 

○布袋 

【販売品目】布袋のザンギ 

○もちポテ北海道 

【販売品目】もちもちポテト 

○竜鳳 

【販売品目】やきとり 

○TokijiRO 

【販売品目】けずりイチゴ 

 

◎７月２８日（土）～７月２９日（日） 

○グラフミューラー 

【販売品目】バームクーヘン 



 
 

○北新ケバブ 

【販売品目】ドネルケバブサンド 

 

◎８月４日（土）～８月５日（日） 

○Café Pan gi 

【販売品目】コーヒー、チュリトス 

○くりやまコロッケ 

【販売品目】ポテトコロッケ 

 

◎８月１１日（土）～８月１２日（日） 

○dippin’dots diamond 

【販売品目】つぶつぶアイス 

○自然卵のクレープ 

【販売品目】クレープ各種 

 

 

場内売店「Ｔｗｏｄａｙｓ」 

■【北海道１５０年】記念カクテルの販売 

北海道命名１５０年を記念し、オリジナルデザインのカップを使用したカクテルを１，５００

杯限定で販売します。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２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、マリモサイダー 各１，０００円 

※スタンド２階「Ｔｗｏｄａｙｓワゴン」のみ「マリモサイダー」（ノンアルコールカクテル）

の販売を行います。 

 

■【北海道の駅弁】弁菜亭弁当の販売 

エントランス入ってすぐの売店付近で、札幌駅でおなじみの弁菜亭の駅弁を販売します。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】スタンド１階Ｔｗｏｄａｙｓ（エントランス付近）特設ブース 

【販売品目】夏のお祭り弁当      １，０００円 

      北海道１５０周年記念駅弁 １，２００円 

      石狩鮭めし弁当      １，１５０円 

      北海道・知床とりめし     ９００円 

・ 

 

■札幌競馬場限定土産の販売 

シャトレーゼの「蹄鉄型クッキー」、札幌グランドホテルの「おうまサブレ」および可否茶館の

「オリジナルブレンドコーヒー」を販売します。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】１４：００～ 

【場所】スタンド１階Ｔｗｏｄａｙｓ（エントランス付近）特設ブース 

【販売品目】蹄鉄型クッキー       １，０００円 

      おうまサブレ        １，０００円 

      オリジナルブレンドコーヒー   ５００円 

 

■「ヱビスマイスター」の限定販売 

３階指定席エリアにおいて、サッポロビールの「ヱビスマイスター」を販売します。最高峰の

ヱビスを、札幌競馬場でご堪能いただけます。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】スタンド３階Ｔｗｏｄａｙｓ（指定席エリア） 

【販売品目】ヱビスマイスター（４２０ｍｌ） ５００円 

 



 
 

■競馬場オリジナルペットボトル「駿馬茶」販売 

本年は「ディープインパクト」をデザインとしたペットボトル緑茶を販売いたします。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】スタンド１階Ｔｗｏｄａｙｓ（エントランス付近）ほか 

【販売品目】駿馬茶 １５０円 

※「東京優駿（日本ダービー）」「菊花賞」「ジャパンカップ」「有馬記念」の計４種を販売いた

します。 

 

抽選会・プレゼント 

■札幌競馬場 ＬＩＮＥ＠ 友だち登録プレゼント 

札幌競馬場ＬＩＮＥ＠に新しく友だち登録していただいた方にその場で駿馬茶１本プレゼン

ト！札幌競馬場のイベント情報を発信していきます。みなさんぜひ友だちに追加してくださ

い。 

【実施日】７月２８日（土）、７月２９日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】ターフパーク 

【定員】各日先着１，０００名様 

 

■重賞レース レプリカゼッケンプレゼント 

お好きな馬番号のレプリカゼッケンが、各出走馬につき５名様に抽選で当たる！ 

【実施日】７月２９日（日）北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ） 

８月１２日（日）エルムステークス（ＧⅢ） 

【受付時間】９：２０頃～１５：１５ 

【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、当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご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だきます。 

※未成年の方は、ご参加いただけません。 

※賞品引換は当日のみとさせていただきます。 

 

■競馬エイト＆ギャロップ大抽選会 

【実施日】８月１２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回とさせていただきます。 

※未成年の方は、ご参加いただけません。 

※賞品引換は当日のみとさせていただきます。 

 

 

競馬をもっと楽しむイベント 

■ターフパーク（馬場内遊園地）に出かけよう！ 

昨秋より約 9 ヶ月のリニューアル工事に入っていた札幌競馬場の馬場内エリアが、いよいよ７

月１４日（土）にリニューアルオープンいたしました。新しい遊具や施設が登場し、より一層

ご家族やグループの皆さまにお楽しみいただけるようになりました。これに伴い、愛称も「タ

ーフパーク」といたします。 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

 

■普段は入れない舞台裏に潜入！バックヤードツアー 

【実施日】８月１１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円以上のご提示が必要となります。 

※当日のみの受付となります。 



 
 

※１枚のご応募で２名様までご参加いただけます。 

※未成年の方のみでは、ご参加いただけません。 

 

■マスターズ・アイ（Ｍａｓｔｅｒ’ｓ Ｅｙｅ）〜札幌競馬場限定！注目の２歳戦「みどこ 

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どころを解説します。 

【日時】○７月２９日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

１１：４０頃〜１１：５５頃 

○７月２９日（日） 第６Ｒ ２歳新馬戦 １２時４０分発走 

１２：１０頃〜１２：２５頃 

○８月５日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

１１：４０頃〜１１：５５頃 

○８月１１日（土） 第１０Ｒ コスモス賞 １４時５０分発走 

１４：２０頃〜１４：３５頃 

○８月１２日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時１０分発走 

１１：４０頃〜１１：５５頃 

 

■おみくじ馬券販売 

１袋５００円でおみくじ馬券を販売いたします。抽選でオリジナルグッズをプレゼント！ 

【実施日】７月２８日（土）・７月２９日（日） 

【時間】１０：００～無くなり次第終了 

【場所】１階 ファンファーレホール 

 

■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ごとな演技を披露する高等馬術で

す。人馬一体のホースダンスをお楽しみください！ 

【実施日】８月４日（土）、８月５日（日） 

【時間】１６：３５頃～ 

【場所】パドック 

※天候や馬の体調その他の理由により、中止させていただく場合がありますので予めご了承く

ださい。 

 

■札幌記念（ＧⅡ）の公開調教へ行こう！ 

８月１５日（水）の公開調教の朝食会にご招待！特別席と軽食をご用意いたします。参加する

ジョッキーは当日のお楽しみ。 

【応募受付】８月１２日（日）９：２０頃～１４：００ 

【当選発表】８月１２日（日）１５：００頃～ 

【定員】抽選で４０名様をご招待いたします。 

【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１５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１２日（日）当日の勝馬投票券１，０００円分以上のご提

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だきます。 

※当選されましたら、当日中にイベント運営本部までお越しください。朝食会の招待券をお渡

しいたします。 

※未成年の方のみでは、ご参加いただけません。 

※招待券をお持ちでない方も公開調教はご覧になれます。 

 

■ビギナーズセミナー 

競馬ビギナーの方でも安心！すぐわかる「ビギナーズセミナー」を開催いたします。人気の講

師も勢揃い！ 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】１０：００頃～１５：００（３０分間隔で随時開催） 

【場所】１階 エントランス付近 

【講師】小木曽なつ美、高嶋伴子、村本浩平、古谷剛彦 

※毎週土・日曜日に開催します。 



 
 

 

■２０１８ 来場ポイントキャンペーン 

来場したその日に賞品が当たる「Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞」実施中！さらに５ポイント獲得

毎にもれなくＪＲＡグッズや商品券などの賞品が当たる「ラッキー賞」も。 

【実施日】７月２８日（土）〜８月１２日（日） 

【ポイントリーダー設置場所】①スタンド１階 ターフィーショップ横 

②スタンド３階 指定席入口 ※指定席利用者のみ 

【賞品引換場所】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！ 

初回タッチは３ポイント。合計５ポイント獲得毎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だけでオリジナル賞品が当たるチャンス！ 

※当日１６時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。 

※８月１１日（土）・８月１２（日）は特別企画！ＴＶＣＭで登場の「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡ

ＹＳ！オリジナルターフサンダルが２日間合計で２，０００名様に当たります。 

【５ポイント ｄｅ ラッキー賞】 

５ポイントたまるごとにもれなく賞品をプレゼント！ 

※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_cpn2018/）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。 

 

■謎解きゲーム 

クリアしたら駄菓子のつかみ取りにチャレンジできるよ！ きみの脚質タイプはどれだ？ 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～１６：３０ 

【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】お子さま限定 

※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【女性専用エリア】  

女性限定のリラックススペースとしてＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴがターフパーク内にリニューアルオ

ープン！ 

【実施日】７月２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～１６：３０頃（最終入場受付１６：００） 

【場所】ターフパーク（馬場内遊園地）内クイーンズテラス 

※詳細は【別紙】をご覧ください。 

※男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。 

 

■ターフィーグリーティング 

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２８日（土）～８月１２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。 

※雨天時はスタンドエリアのみの実施となります。 

 

■特設ターフィーショップ 

ＪＲＡオリジナルグッズ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２８日（土）～８月１２日（日） 

【時間】開門～ 



 
 

【場所】１階 パドック側 特設ブース 

【販売品目】札幌サマートートバッグ、札幌サマーＴシャツ、札幌サマーキャップ、ワールド

オールスタージョッキーズキャップ、札幌サマーハンドタオル、札幌サマーマフ

ラータオル、札幌記念マフラータオル 

※商品によっては、早々に完売する場合もございますので、予めご了承ください。 

 

■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・オープン）」の「単 

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

 

■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２８日（土） 

 

■ＵＨＢ賞当日「みちゅバチ」がやってくる 

表彰式にも登場！ 

【実施日】８月５日（日） 

 

■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５日（日） 

 

■ＳＴＶ賞当日「どさんこくん」がやってくる 

表彰式にも登場！ 

【実施日】８月１１日（土） 

 

■夢よ、育て。ＢＯＫＵＪＯＢ広報＆相談コーナー 

実際に牧場で働くＢＯＫＵＪＯＢ相談員に、牧場の仕事や魅力、気になることなどを直接質問

できるほか、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

やすくご説明します。 

【実施日】８月１１日（土）、８月１２日（日） 

【時間】１０：００〜１５：００ 

【場所】１階 ファンファーレホール 

 

 

※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、複数枚での合算が可能です。 

また確認の際、勝馬投票券の裏面に押印させていただきますが、払戻には影響ございませ

ん。 

※各イベント時にご提供いただいた個人情報は、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、中止させていただく場合がございます。この場合、入場料、駐車料金等はご返金

いたしかねますので予めご了承ください。 

※ステージイベント、キャラクターショーの際のカメラ・ビデオカメラ・携帯電話・スマート

フォン等による撮影、録画、録音はご遠慮下さい。 

※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

だきます。 

※ご来場の際は公共交通機関のご利用をおすすめいたします。 

 

 

  



 
 

 

 

 

【別紙】平成３０年第１・２回札幌競馬開催日ＵＭＡＪＯイベントについて 

 

 

ＵＭＡＪＯイベント 

■ウマにときめく、とっておきの週末 

 女性限定の無料リラックススペースとして 

 ターフパーク（馬場内遊園地）内クイーンズテラスに 

「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」がリニューアルオープン！ 

 

 【期間】7/28（土）～9/2（日） 

 【時間】開門～１６：３０（ 最終入場受付 １６：００ ） 

【場所】ターフパーク（馬場内遊園地）内 クイーンズテラス 

※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴは女性のお客様限定のスペースです。 

（男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。 

 また、未成年者のみのご利用もお断りさせていただいております。） 

 

□プチ講座 

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。 

【日程】毎開催日 

【時間】１３：００～ ※２０分程度 

【定員】各日先着８名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 開門～ ※定員になり次第、受付終了。 

 

□ＵＭＡＪＯ 競馬教室 

競馬について学び体験するＵＭＡＪＯ競馬教室を開催  

【日程】7/28（土）、8/4（土）、8/11（祝・土）、8/18（土）、8/25（土） 

【時間】１４：３０～１５：００ 

【定員】各日先着８名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 開門～ ※定員になり次第、受付終了。 

 

 

□グループ来場抽選会 

ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴに、競馬場はじめてさんを含むグループ（3名様以上）で 

ご来場いただいた方に抽選でオリジナルグッズをプレゼント！ 

当日購入の勝馬投票券 100円分以上（確定前のレースのみ）をご提示 

いただいた方のみご参加いただけます。  

【日程】毎開催日 

【定員】各日先着３０名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ９：２０～ ※定員になり次第、受付終了。 

 

□ＳＮＳ投稿プレゼント 

 ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴや札幌競馬場で撮影した写真に“#s2umajo”をつけて 

ＳＮＳへ投稿。投稿画面をＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内の女性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! 

【日程】毎開催日 

【定員】各日先着３０名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 開門～ ※賞品がなくなり次第終了。 

 

□クイーンステークス抽選会 

 当日購入の勝馬投票券５００円分以上（確定前のレースのみ）のご提示で、 

女性にうれしい素敵な賞品を抽選でプレゼント！ 

【日程】7/29（日） 

【定員】先着２００名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 特設抽選会ブース ９:２０～ 

【賞品】１等 SOW EXPERIENCEリラックスカタログ BLUE ２名様 

     2等ハーゲンダッツミニカップギフト券 ８名様 

         参加賞 ＪＲＡグッズ １９０名様 

  ※賞品がなくなり次第終了。 

  

 □来場プレゼント 

 実施期間中、ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴにご来場いただいた方に先着で 

「UMAJOオリジナル保冷バッグ」プレゼント！ 

【日程】7/28（土）～9/1（土）の土日限定 

【定員】各日先着３００名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 開門～ ※賞品がなくなり次第終了。 



 
 

 

 □ワークショップ 

◎ソメスサドルによるレザークラフト教室 

【日程】7/28（土）、7/29（日）、8/18（土）、8/19（日）、8/25（土）、8/26（日） 

【時間】9：30～、 10：30～、12：30～、13：30～ 

【定員】各回先着８名様 

【参加料】1,000円～2,000円 

※お選びいただく製作アイテムにより金額が異なります。 

    【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 開門～ 

 ※20歳以上の女性のお客様お一人様 1日 1回限りです。 

※各回 1時間程度 ※各回定員になり次第、受付終了。 

 

◎メナード ハンドマッサージ 

【日程】8/12（日）、9/2（日） 

【時間】１０：００～１５：００ 

【定員】各日先着５０名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ９：２０～ 

 ※20歳以上の女性のお客様お一人様 1日 1回限りです。 

※お一人様１０分程度 ※各回定員になり次第、受付終了。 

 

◎ハーバリウム＆手作りロゼット教室 

当日購入の勝馬投票券 200円分以上（確定前のレースのみ）のご提示いただいた方 

のみ。 

【日程】ハーバリウム製作体験 8/11（祝・土） 

手作りロゼット製作体験 9/1（土） 

【時間】１０：３０～、１１：３０～、１２：３０～、１４：００～、１５：３０～ 

【定員】各回抽選８名様 

【受付】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ ９：２０～ 

 ※20歳以上の女性のお客様お一人様 1日 1回限りです。※各回３０分程度 

 ※各回 30分前に応募締切、抽選結果は実施 15分前にＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴに掲示 

します。 

    

 

 

   □オリジナルスイーツ 

    【時間】開門～１６：００※なくなり次第、販売を終了いたします。 

※表示価格は税込です。   

    

   ◎チャイスタンド「チャイコ」 

    スープカレーらっきょがプロデュースするチャイ専門店から、ＵＭＡＪＯ 

    限定のオリジナルチャイが登場！ 

 【日程】8/4（土）、8/5（日）、8/18（土）、8/19（日）、8/25（土）、8/26（日） 

【販売品目】全日販売／オリジナルチャイ 

スパイスティー 

          8/4（土）、8/5（日）／幸せを呼ぶ蹄チャイ 

          8/18（土）、8/19（日）／女王のスパイスチャイ 

          8/25（土）、8/26（日）／王様のスパイスチャイ 

 

◎果実倶楽部８１８ 

 フルーツのプロが全国からチョイスした旬の果物が満喫できる、人気の 

フルーツキッチンがおくる UMAJO限定スイーツをどうぞ。 

 【日程】7/28（土）、7/29（日）、8/11（祝・土）、8/12（日）、9/1（土）、9/2（日） 

【販売品目】全日販売／フルーツサンド 

フレッシュフルーツジュース 

オレンジフレーバーの水出しコーヒー 

       7/28（土）、7/29（日）／トロピカルアイスクレープ 

       8/11（祝・土）、8/12（日）／フルーツマフィン 

       9/1（土）、9/2（日）／チョコバナナサンデー 

 

◎日替わりスイーツ※日程により内容が異なります。 

 【出店店舗】7/28（土）、7/29（日）／ポワソン・ダブリール 

       8/4（土）、8/5（日）／わらく堂 スイーツオーケストラ 

       8/11（祝・土）、8/12（日）／佐藤洋菓子店 

       8/18（土）、8/19（日）／ICHIE SWEETS＆FLOOWER 

       8/25（土）、8/26（日）／パイクイーン 

       9/1（土）、9/2（日）／フォセットフィーユ 

◎ハッピーダーラナホースアイシングクッキー 

 北欧で幸せを運ぶと言われているダーラナホース。そのキュートなフォルム 



 
 

そのままに、１枚１枚アイシングクッキーを手作りしました。 

競馬場ごとのオリジナルカラーをお楽しみに♪ 

日曜日限定 札幌限定色 350円 

    

   ◎ＵＭＡＴＣＨＡカステラ 

    宇治抹茶を贅沢に使った、祇園辻利自慢のこだわりカステラ。 

    キュートなダーラナホースの焼印にほっこり。 

    濃厚な抹茶の味わいを、レースの合間のお楽しみに。 

    【日程】8/18（土）、8/19（日）、8/25（土）、8/26（日）、9/1（土）、9/2（日） 

  １個 750円 

 

 

□オリジナルフード 

◎ＢＵＮｓ 

 札幌で多様なジャンルの飲食店をプロデュースするＢＵＮｓが、 

リゾート感漂うＵＭＡＪＯオリジナルランチボックスをご提供します。 

【時間】開門～１６：００※なくなり次第、販売を終了いたします。 

【販売品目】 

毎開催日販売／ 

亜細亜的惣菜店マンハッタン 人気おかずのスペシャルランチボックス 

7/28（土）、7/29（日）／ 

アボカド野菜とロコモコランチボックス 

8/4（土）、8/5（日）／ 

THE MEAT SHOPの熟成メンチカツサンドとレインボーサンドと 

夏野菜のランチボックス 

8/11（祝・土）、8/12（日）／ 

サラダと食べる鶏のガパオライスランチボックス 

8/18（土）、8/19（日）／ 

柔らかジューシー蒸し鶏とジンジャーソースで食べる 

シンガポールチキンライスとパクチーどっさりランチボックス 

8/25（土）、8/26（日）／ 

バリのウマ甘ナシゴレンとサテ（焼鳥）と夏野菜のグリルボックス 

9/1（土）、9/2（日）／ 

THE MEAT SHOPで大人気のハヤシライスとミニハンバーグとサラダボックス 

 

 

□ワンドリンク無料サービス 

ケイバの合間のティータイム♪ 無料ドリンクで、ほっと一息つこう！ 

【日程】全開催日 

ＣＯＬＤ／・アップルジュース  

・オレンジジュース  

・グレープフルーツジュース  

・緑茶 

     ＨＯＴ／・カフェオレ  

・ＵＭＡＪＯオリジナルブレンドハーブティー（全 5種類） 

     ※無料ドリンクはセルフサービスとなり、お一人様１杯とさせていただいて 

おります。 

※無料ドリンクのお持ち出しはご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴは女性のお客様限定のスペースです。 

（男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。 

 また、未成年者のみのご利用もお断りさせていただいております。） 

※ご利用時間は、お一人様 1日 1回最長 60分までとさせていただきます。 

（混雑が予想される日は 30分とさせていただきます。） 

※飲食物のお持ち込みはお断りさせていただきます。 

※スイーツは数に限りがございます。予定数がなくなり次第終了となります。 

 

 


