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平成 30年 7月 14日 

JRA関西広報室 

 

2018年第 2回小倉競馬開催日イベントのお知らせ 

 

■小倉競馬開催直前イベント 

○【7月 26日(木曜)】競馬 BEAT presents 駅前 KEIBA2018夏 

7月 26日(木曜)に JR博多駅前広場にて「競馬 BEAT presents 駅前 KEIBA 2018夏」を開催

します。武豊騎手、野球解説者の三浦大輔さん、ホースコラボレーターの細江純子さん、お笑いコンビ「ギ

ャロップ」らによるトークショーをはじめ、小倉競馬場で誘導馬として活躍中のメイショウドンタクとの記念撮

影会や様々なステージイベントも行います。 

 

■トーク＆ステージイベント 

○【7月 29日(日曜)】競馬 BEAT presents三浦大輔 トークショー 

〔時間〕①11時 40分頃から ②16時 25分頃から 

〔場所〕イベントステージ 

〔出演〕三浦大輔(野球解説者)、喜多村克利(競馬エイト) 

〔ＭＣ〕新垣泉子(テレビ西日本アナウンサー) 

 

○【8月 4日(土曜)】うま DOKIスペシャル 井森美幸 トークショー 

〔時間〕11時 40分頃から 

〔場所〕イベントステージ 

〔出演〕井森美幸(うま DOKI ゲスト)、牟田雅直(競馬ブック) 

〔ＭＣ〕木村寿伸(KBS京都アナウンサー) 

 

○【8月 5日(日曜)】竹内涼真 来場 

・トークショー 

〔時間〕①11時 40分頃から ②最終レース終了後 

〔場所〕①イベントステージ ②スタンド前特設ステージ(雨天時はイベントステージ) 

〔ＭＣ〕津田麻莉奈 

・小倉記念(GⅢ)表彰式プレゼンター 

〔時間〕15時 40分頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○【8月 19日(日曜)】志田未来 来場 

・トークショー 



2 

 

〔時間〕①11時 30分頃から ②16時 15分頃から 

〔場所〕①イベントステージ ②パドック(雨天時はイベントステージ) 

〔ＭＣ〕上田アニ 

・テレビ西日本賞 北九州記念(GⅢ)表彰式プレゼンター 

〔時間〕15時 30頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○志田未来サイン色紙プレゼント抽選会 

〔時間〕9時 20分から 13時 00分まで ※定員に達し次第終了 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔当選〕5名様 

〔参加方法〕当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 500円分以上(未確定のレース・複数枚合算

可)をご提示いただいた先着 200 名様に抽選券をお渡しします。抽選結果は、当日 15 時 00 分に 1

階メインエントランスにて発表し、当選された方には抽選券と引換えにサイン色紙をプレゼントいたします。 

※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。 

※サイン色紙のお渡しは当日限りとさせていただきます。 

 

○【8月 26日(日曜)】渡辺明棋王 来場 

・トークショー 

〔時間〕11時 30分頃から 

〔場所〕プラザ 99 

〔MC〕守永真彩 

・小倉日経オープン表彰式プレゼンター 

〔時間〕15時 30分頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○渡辺明棋王に挑戦！駒落ち将棋講座＆駒落ちリレー将棋 

〔時間〕13時 00分から 14時 00分 

〔場所〕3階特設エリア(メインエントランス側) 

〔受付時間〕開門から 11時 00分 

〔受付場所〕1階メインエントランス 

※先着 100組の小学生以下のお子さまを含むご家族様に抽選券をお渡しします。 

〔当選発表〕12時 00分 1階メインエントランス 

〔当選〕20組様 

※抽選券のお渡しは、お一組様 1枚限りとさせていただきます。 

※参加にあたっては、必ず保護者の方の同伴が必要となります。 
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※未成年の方のみでのご参加はできません。 

※将棋経験のあるお子さまが対象のイベントです。未経験のお子さま向けには、将棋体験コーナーもオー

プンします。 

 

○【9月 2日(日曜)】平成ノブシコブシ 来場 

・トークショー 

〔時間〕①11時 40分頃から ②13時 55分頃から 

〔場所〕イベントステージ 

〔ＭＣ〕天童なこ 

※トークショーにはサカイストも出演します。 

・小倉 2歳ステークス(GⅢ)表彰式プレゼンター 

〔時間〕15時 40分頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○平成ノブシコブシサイン色紙プレゼント抽選会 

〔時間〕9時 20分から 13時 00分まで ※定員に達し次第終了 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔当選〕5名様 

〔参加方法〕当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 500円分以上(未確定のレース・複数枚合算

可)をご提示いただいた先着 200 名様に抽選券をお渡しいたします。2 回目のステージ内で当選番号を

発表し、当選された方にはステージ終了後にサイン色紙をプレゼントいたします。 

※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。 

※結果発表の場にいらっしゃらない場合は無効とさせていただきます。 

 

○平成ノブシコブシとのファンミーティング抽選会 

〔時間〕9時 20分から 13時 00分まで ※定員に達し次第終了 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔当選〕10名様 ※当選されたご本人様のみの参加となります。 

〔ファンミーティング時間〕15時 20分頃から 15時 40分頃まで 

〔参加方法〕当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 500円分以上(未確定のレース・複数枚合算

可)をご提示いただくとガラポン抽選会にご参加いただけます。 

※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。 

 

■夏の小倉スペシャルイベント 

○【7月 29日(日曜)】女性フリーパスの日＆レディース抽選会 

7月 29日(日曜)は女性フリーパスの日！当日ご来場の女性のお客様先着 2,000名様に「小倉競馬
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場オリジナルウェットティッシュ」をプレゼント！ 

〔時間〕開門から ※なくなり次第終了 

〔場所〕メインゲート・モノレール入場門 

※お一人様 1 つのプレゼントとさせていただきます。 

 

・レディース抽選会 

女性フリーパスの日にちなみ、女性のお客様限定のガラポン抽選会を実施します。 

〔時間〕9時 20分から ※なくなり次第終了 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔賞品〕A賞 フローズンスイーツメーカー 5名様 

B 賞 OLALA コンパクトブレンダー 10名様 

C賞 ブルーラベル ルームフレグランス(ラベンダー) 35名様 

〔参加方法〕当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 300円分以上(未確定のレース・複数枚合算

可)のご提示で、ガラポン抽選会に参加いただけます。 

※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。 

 

○【8月 5日(日曜)】フリーパスの日 【8月 19日(日曜)】再来場抽選会 

8月 5日(日曜)は入場料が無料のフリーパスの日！当日ご来場の先着 10,000名様に「小倉競馬場

オリジナルプチタオル」をプレゼントします！ 

〔時間〕開門から ※なくなり次第終了 

〔場所〕メインゲート・モノレール入場門 

※お一人様 1 つのプレゼントとさせていただきます。 

 

・【8月 19日(日曜)】再来場抽選会 

豪華賞品があたる抽選会に参加しよう！ 

〔時間〕9時 20分から 16時 00分 ※先着 1,000名様に達し次第終了 

〔場所〕1階イベントステージ付近 

〔賞品〕A賞 有田焼 白磁 焼酎サーバー＆フリーカップペア 50名様 

B 賞 オリジナルスティックサーモボトル 200名様 

C賞 ボトル入り ICE タオル 750名様 

〔参加方法〕8 月 5 日(日曜)にプレゼントの「小倉競馬場オリジナルプチタオル」に同封のチラシと、当日

行われるレースの勝馬投票券 500円分以上(未確定のレース・複数枚合算可)をご提示ください。 

※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。 

※チラシをお持ちでない方は抽選会にご参加いただけません。 

 

○【8月 5日(日曜)・19日(日曜)、9月 2日(日曜)】重賞予想抽選会 
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求む、予想自慢！競馬ビギナーからコアファンまで、みんなで小倉のレースを予想しましょう！ 

〔時間〕9時 20分から 14時 00分 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔賞品〕 

・Ａ賞 JCBギフトカード 5,000円分 各日 10名様 

・Ｂ賞 JRA オリジナルグッズ 各日 15名様 

〔参加方法〕当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 500円分以上(未確定のレース・複数枚合算

可)のご提示と引換えに先着 300 名様に勝馬予想シートをお渡しします。対象レースの勝馬を予想のう

え投票いただき、勝馬を的中された方の中から抽選で賞品をプレゼントいたします。なお、いただいた予想

は、当日小倉競馬場にご来場のお客様の勝馬予想の参考として、特設ボードに掲示させていただきます。 

〔結果発表〕小倉競馬第 12 レース終了後 1階メインエントランス  

※選ばれた馬が出走取消・競走除外となった場合は不的中とさせていただきます。 

※賞品の引換えは当日限りとさせていただきます。 

 

○【8月 5日(日曜)】おみくじ馬券販売 

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」をぽち袋に入れて販売します。ぽ

ち袋に「当たり」が入っていれば JRA オリジナルグッズ等の素敵な賞品をプレゼントします。さらに W チャン

ス賞として当日来場の竹内涼真さんのサイン色紙が当たるチャンスも！ 

〔時間〕10時 30分頃 ※なくなり次第終了 

〔場所〕1階指定席発売所付近 

〔発売内容〕小倉記念(GⅢ)を対象に、機械がランダムに選択した 3 連複 100 円×5 点の勝馬投票

券を 1枚 500円で販売いたします。 

〔W チャンス賞〕おみくじ馬券を購入いただいた方に、竹内涼真さんのサイン色紙が当たるＷチャンス応募

券をお渡しします。応募券にお名前を書いて受付箱にいれていただいたお客様の中から、抽選で 5 名様

に竹内涼真さんサイン色紙をプレゼントいたします。抽選結果は、当日 15時 00分に１階メインエントラ

ンス・各インフォメーションにて発表いたします。 

※応募券のお渡しは、お一人様 1枚限りとなります。 

※賞品の引換えは当日限りとさせていただきます。 

 

○【8月 4日(土曜)・5日(日曜)】小倉競馬場オリジナルゼッケン販売 

第 54 回小倉記念(ＧⅢ)で使用するゼッケンにお好みの文字を入れた世界で 1 枚だけのオリジナルゼッ

ケンの作製・販売をはじめ、ゼッケンをモチーフにしたグッズの販売を行います。 

 

〔日 時〕8月 4日(土曜)・5日(日曜) 開門から ※なくなり次第終了 

〔場 所〕1階中央コンコース付近 

≪第 54回小倉記念(ＧⅢ)馬番＆馬名入りミニゼッケン≫ 
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第 54回小倉記念(ＧⅢ)出走馬の馬番および馬名を入れたミニゼッケンを販売します。 

〔価格〕1,000円 

〔数量〕合計 300枚 

≪小倉記念(ＧⅢ)優勝馬勝負服ゼッケンコースター≫ 

過去 15年の小倉記念(ＧⅢ)優勝馬の勝負服をモチーフにしたゼッケンコースターを販売します。 

〔価格〕500円 

〔数量〕合計 400枚 

≪名馬メモリアルミニゼッケン≫ 

過去 15 年の皐月賞(GⅠ)・日本ダービー(GⅠ)・菊花賞(GⅠ)・ジャパンカップ(GⅠ)・有馬記念(G

Ⅰ)優勝馬の馬名や馬番、日付を入れた小型ゼッケンをランダムに販売いたします。 

〔価格〕1,500円 

〔数量〕合計 300枚 

 

〔日時〕8月 5日(日) 開門から ※なくなり次第終了 

〔場所〕1階中央コンコース付近 

≪第 54回小倉記念(ＧⅢ)仕様オリジナルゼッケン＆オリジナルミニゼッケン≫ 

「1 番から 18 番までのお好きな番号」「2 から 9 文字のお好きな文字(カタカナのみ、実在の馬名は不

可)」を入れた第 54 回小倉記念(ＧⅢ)仕様オリジナルゼッケンおよびオリジナルミニゼッケンを作成し、販

売いたします。 

〔価格〕 

オリジナルゼッケン 3,000円 

オリジナルミニゼッケン 1,500円 

※両ゼッケンとも当日 11時 00分までにご購入いただいた先着 50名様には、当日 15時 30分以降

商品をお渡しいたします。それ以外の方については、後日郵送(一律 1,200円)でのお渡しとなります。 

 

○【8月 5日(日曜)】陸上自衛隊小倉駐屯地音楽部によるファンファーレ生演奏 

小倉記念(ＧⅢ)のファンファーレを、陸上自衛隊小倉駐屯地音楽部が生演奏いたします。 

〔時間〕15時 30分頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○【8月 19日(日曜)】北九州市消防音楽隊によるファンファーレ生演奏 

テレビ西日本賞 北九州記念(ＧⅢ)のファンファーレを、北九州市消防音楽隊が生演奏いたします。 

〔時間〕15時 20分頃から 

〔場所〕ウイナーズサークル 

 

○【8月 25日(土曜)】九州馬主協会 presents!旅行券を当てて秋の GⅠを見に行こう！ひまわり
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賞抽選会 

〔時間〕9時 20分から 14時 00分まで 

〔場所〕１階メインエントランス 

〔当選発表〕小倉競馬第 9 レース ひまわり賞表彰式後 

※抽選会終了後、1階メインエントランスおよび各インフォメーションでも当選番号を掲出いたします。 

〔賞品〕天皇賞(秋)(GⅠ)当日の東京競馬場馬主席ペア＋旅行券 90,000 円分 2 組(1 組 2 名)

様 

    菊花賞(GⅠ)当日の京都競馬場馬主席ペア＋旅行券 90,000円分 2組(1組 2名)様 

〔参加方法〕、当日、小倉競馬場にて購入のひまわり賞を含む勝馬投票券 5,000 円分以上(未確定

のレース・複数枚合算可)をご提示いただいたお客様に抽選券をお渡しいたします。ひまわり賞表彰式に

て公開抽選会を行い、当選者をウイナーズサークルで発表いたします。 

※賞品引換えは当日 16 時 30 分まで１階メインエントランスで行います。時間までにお越しいただけな

い場合は、補欠の方を繰り上がり当選といたします。 

 

○【9月 2日(日曜)】馬場開放 

第2回小倉競馬にご来場いただいたお客様へ感謝の意を込めまして、芝コースおよびダートコースの一部

を開放いたします。 

〔時間〕16時 35分頃から 17時 00分頃 

※レースの発走時刻等により時間が変更となる場合があります。  

※馬場への最終入場時刻は 16時 55分とさせていただきます。 

〔出入口〕 

・入口 4 コーナー付近 

・出口 ウイナーズサークル 

※当日の天候や馬場状態によって中止となる場合があります。 

 

○【8月 5日(日曜)】小倉記念(GⅢ)当日 予想会＆抽選会 (主催：サンケイスポーツ) 

・抽選会 

〔時間〕開門から 14時 00分頃 ※賞品がなくなり次第終了 

〔場所〕プラザ 99 

〔賞品〕競馬エイトオリジナルグッズ他 

〔参加方法〕当日の「競馬エイト」またはその週の「週刊 Gallop」をご持参いただいた先着 500名のお客

様に抽選会にチャレンジしていただきます。 

※抽選はお一人 1回限りとさせていただきます。 

 

・トークショー 

〔時間〕12時 55分頃から 
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〔場所〕プラザ 99 

〔出演〕増井辰之輔(競馬エイト) 

天童なこ(タレント) 

○【8月 12日(日曜)】西部日刊スポーツ杯当日予想会 (主催：日刊スポーツ) 

〔時間〕①11時 40頃から ②14時 00分頃から 

〔場所〕プラザ 99 

〔出演〕佐藤哲三(元 JRA騎手) 

※当日は、メインゲートおよびモノレール入場門にて開門から先着 5,500 名様に日刊スポーツオリジナル

うちわをプレゼント！ 

 

○【8月 19日(日曜)】西部スポニチ賞当日予想会 (主催：スポーツニッポン) 

〔時間〕11時 30分頃から 

〔場所〕プラザ 99 

〔出演〕オサム(スポニチ記者) 

※当日は、メインゲートおよびモノレール入場門にて開門から先着 3,000 名様にスポーツニッポンオリジナ

ルペンをプレゼント！ 

 

■キッズ・ファミリーイベント 

○【8月 11日(祝日・土曜)】HUG っと！プリキュア ショー＆写真撮影会 

〔時間〕(ショー）11時 40分頃から (撮影会)14時 00頃から 

〔場所〕イベントステージ 

※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。 

 

○【8月 12日(日曜)】仮面ライダービルド ショー＆写真撮影会 

〔時間〕(ショー）11時 40分頃から (撮影会)14時 00頃から 

〔場所〕イベントステージ 

※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。 

 

○【8月 26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＆写真撮影会 

〔時間〕(ショー）11時 30分頃から (撮影会)13時 50頃から 

〔場所〕イベントステージ 

※写真撮影会の際のカメラは、お客様各自でご用意ください。 

 

○【8月 12日(日曜)】小倉競馬場大縁日 

子どもにも大人にも大人気の縁日が今年もやってきます！ 

〔時間〕9時 20分から 15時 30分 
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〔場所〕イベントステージ付近 

〔受付時間〕9時 20分から 15時 00分 ※定員に達し次第終了 

〔受付場所〕1階メインエントランス 

〔内容〕①射的 ②輪投げ ③フェイク金魚すくい ④わたがしプレゼント ⑤氷柱宝さがし 

〔定員〕各店舗先着 200名様 

〔参加方法〕当日小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 1,000 円分以上(未確定のレース・複数枚合

算可)をご提示いただいた小学生以下のお子さま連れのご家族に参加券 3 枚をお渡しいたします。参加

券 1枚で 1 つのゲームにご参加いただけます。 

※混雑時は入場までお待ちいただく場合がございます。 

※参加券のお渡しは、お一人様 1回限りとさせていただきます。 

※未成年の方のみでのご参加はできません。 

 

○【8月 12日(日曜)・26日(日曜)】夏休みの自由研究「馬とのふれあいツアー」 

自由研究にもピッタリ♪お子さまと一緒に馬とふれあいませんか？ 

〔時間〕13時 10分頃から 

〔場所〕乗馬センター 

〔受付時間〕開門から 11時 00分 ※定員に達し次第終了 

〔受付場所〕1階メインエントランス 

※先着 100組のご家族様に抽選券をお渡しします。 

〔当選発表〕12時 00分 1階メインエントランス 

〔当選〕10組様(1組 2名様) 

※抽選券のお渡しは、お一組様 1枚限りとさせていただきます。 

※小学生以下のお子さまお一人様につき必ず保護者の方一名のご参加が必要となります。 

※未成年の方のみでのご参加はできません。 

 

○【8月 26日(日曜)】将棋体験コーナー オープン 

小学生以下のお子さまに無料で将棋を体験いただけます。 

〔時間〕①10時 00分から 12時 45分 ②14時 15分から 16時 00分 

〔場所〕3階特設エリア(メインエントランス側) 

※ご利用には、保護者の方の同伴が必要となります。 

※混雑時は入場までお待ちいただく場合がございます。 

※将棋体験コーナーは、ご自由に入退室することができます。 

 

○【7 月 29 日(日曜)、8 月 5 日(日曜)・12 日(日曜)・19 日(日曜)・26 日(日曜)、9 月 2 日

(日曜)】ターフィーグリーティング 

ＪＲＡマスコットキャラクターのターフィーがみなさまをお出迎え。場内各所にも登場します！ 



10 

 

〔時間〕①開門から ②11時 30分頃 ③13時 00分頃 ④14時 30分頃 

〔場所〕場内各所 

※混雑状況によって登場時間が変更となる場合がございます。 

 

○【7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜)】ご家族みんなで小倉競馬場へ！ 

小倉競馬場には、屋内キッズエリアや女性専用パウダールーム等、お子さまや女性も快適に過ごすことの

できるエリアがたくさん！さらに夏季限定で泉の広場での水遊びも。 

※わくわく子ども広場、キッズプラザ、泉の広場のご利用には保護者の方の同伴が必要となります。 

※小倉競馬開催中のキッズプラザのご利用には、キッズプラザ横にてお配りする整理券が必要となります。 

 

■ジョッキーイベント 

○【7月 28日(土曜)】障害コースバックヤードツアー 

障害ジョッキーたちが案内する、障害コーススペシャルツアーを開催します。 

〔時間〕16時 20分頃から 

〔場所〕障害コース、検量室前、ウイナーズサークル 

〔受付時間〕開門から 13時 00分 

※アンケートにお答えいただいた先着 200組様に抽選券をお渡しします。 

〔受付場所〕1階メインエントランス 

〔当選発表〕14時 00分 1階メインエントランス・各インフォメーション・ターフビジョン 

〔当選者〕10組様(１組 4名様まで) 

※参加騎手は当日発表いたします。 

※当日の天候や馬場状態によって中止・内容が変更となる場合があります。 

※車椅子・ベビーカー等での馬場へのご入場はいただけません。 

 

○【8月 4日(土曜)】ジョッキートークショー in 小倉競馬場 

小倉競馬を盛り上げる騎手たちによるトークショー！質問が採用されると、素敵なグッズのプレゼントも！ 

〔時間〕16時 40分頃から 

〔場所〕パドック 

〔アシスタント〕山口実香 

〔その他〕7月 28日(土曜)開門から 8月 4日(土曜)11時 00分まで 1階メインエントランスにてジョッ

キーへの質問を募集いたします。 

※参加騎手は当日発表いたします。 

 

○【8月 11日(祝日・土曜)・18日(土曜)】ジョッキーとの写真撮影会＆バックヤードツアー 

ジョッキーと記念撮影を行い、夏の思い出に！ 

〔時間〕16時 25分頃から 
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〔場所〕ウイナーズサークル、装鞍所、パドック等 

〔受付時間〕開門から 13時 00分 

※アンケートにお答えいただいた先着 200組様に抽選券をお渡しします。 

〔受付場所〕1階メインエントランス 

〔当選発表〕14時 00分 1階メインエントランス・各インフォメーション・ターフビジョン 

〔当選者〕10組様(１組 4名様まで) 

※8月 11日(祝日・土曜)は、1組 1名様以上のお子様(小学生以下)および保護者(20歳以上)の

申込みが必要となる“ファミリー限定ツアー”となります。 

※写真撮影の際のカメラはお客様各自でご用意ください。 

※参加騎手は当日発表いたします。 

 

○【8月 25日(土曜)】UMAJO SPOT限定企画 ジョッキーとの乗馬体験！ 

〔時間〕16時 30分頃から 

〔場所〕乗馬センター 

※当日の天候や馬場状態によって中止・内容が変更となる場合があります。 

参加方法等の詳細はＵＭＡＪＯサイトをご覧ください。 

 

○【9月 1日(土曜)】チャリティゼッケン販売＆握手会 

実使用ゼッケンのチャリティ販売および騎手との握手会を行います。一部のゼッケンは、騎乗したジョッキー

のサイン入りです！  

〔時間〕16時 35分頃から 

〔場所〕パドック(雨天時はイベントステージ) 

〔受付時間〕開門から ※先着 300名様に参加券をお渡しします。 

〔受付場所〕1階メインエントランス  

〔ゼッケン販売額〕1,000円 

※ゼッケン販売時および握手会での写真撮影はご遠慮ください。 

※会場にお集まりいただく際に、1,000円をお釣りのないようご用意ください。 

※参加騎手は当日発表いたします。 

※ゼッケン販売は、お一人様１枚限りとさせていただきます。また、内容もお選びいただけません。 

※未成年の方のみでのご参加はいただけません。 

 

○【7 月 29 日(日曜)、8 月 5 日(日曜)・12 日(日曜)・19 日(日曜)・26 日(日曜)、9 月 2 日

(日曜)】特別競走プレゼンター＆記念撮影会 

〔時間〕小倉競馬第 9 レース終了後 

〔場所〕ウイナーズサークル 

〔受付時間〕開門から 12時 00分 ※先着 100組様に抽選券をお渡しします。 
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〔受付場所〕1階メインエントランス 

〔当選発表〕13時 00分 1階メインエントランス・各インフォメーション・ターフビジョン 

〔当選者〕各日 1組様(2名様まで) 

※ジーンズ・サンダル等軽装でのご参加はできません。 

※こちらが用意したカメラで撮影し、現像した写真を 15時 30分以降にお渡しします。 

 

■レギュラーイベント 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】小倉競馬場オリジナルバーがＯＰＥＮ！ 

夏の小倉開催限定でオリジナルバー“Kokura Horse Bar produced by Rumbullion”がオープンし

ます。小倉競馬場でしか味わうことのできない本格的なカクテルをお楽しみください！さらに、8月 5日(日

曜)、8 月 19 日(日曜)、9 月 2 日(日曜)の 3 日間はジャズ等の生演奏もあり、より一層上質な空間

で競馬をお楽しみいただくことができます。 

〔時間〕10時 00分から 16時 30分頃 

〔場所〕4階イベントルーム(パドック側) 

※入店にあたっては商品のご購入が必要となります。 

※敷物等での席取りはご遠慮ください。撤去させていただく場合がございます。 

〔メニュー〕 

・カクテル ALL500円(小倉競馬場オリジナルカクテル、枠色カクテル 他) 

・生ビール 600円 

 

○【7 月 29 日(日曜)、8 月 5 日(日曜)・12 日(日曜)・19 日(日曜)・26 日(日曜)、9 月 2 日

(日曜)】ネスカフェ アイスクレマコーヒー＆ヤクルト ジョア プレゼント 

〔時間〕9時 20分から ※なくなり次第終了 

〔場所〕1階メインエントランス 

〔メニュー〕 

・7 月 29 日(日曜)、8 月 12 日(日曜)、8 月 26 日(日曜) ネスカフェ アイスクレマコーヒー ※各日

先着 1,000名様 

・8 月 5日(日曜)、8月 19 日(日曜)、9 月 2 日(日曜) ヤクルト ジョア ※各日先着 500 名様の

女性 

※当日、小倉競馬場にて購入の勝馬投票券 300円分以上(未確定のレース・複数枚合算可)のご提

示が必要となります。 

※プレゼントは、お一人様 1回限りとさせていただきます。 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】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 JRA グッズや

商品券などの賞品が当たる「ラッキー賞」も。〔全競馬場 1日 1ポイント〕 
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〔時間〕開門から 17時 00分 

〔ポイントリーダー設置場所〕 

・２階新聞売店付近 

・１階メインエントランス 

〔賞品引換〕 

・２階馬主・来賓受付横 

※詳細は来場ポイントキャンペーンサイトをご覧ください。 

 

○小倉記念(GⅢ)週特別企画 TVCMで登場！HOT HOLIDAYS！オリジナルターフサンダルが当

たる！ 

8 月 4 日(土曜)・5 日(日曜)の「Today’s チャンス賞」は特別版！ポイントリーダーにタッチして、その場

で「当たり」が出た2日間合計2,500名様に、TVCMに登場するオリジナルターフサンダルをプレゼント！ 

※サイズはフリーサイズとなります。 

※Today’s チャンス賞特別版実施日は、オリジナルミニタオルのプレゼントはありません。また、Today’s チ

ャンス特別賞はございません。 

※当日 16時 00分までにポイントリーダーにタッチされた方が抽選対象となります。 

※当選者が各日定数に達し次第、抽選は終了となります。 

※賞品引換はレシート発行当日のみとなります。 

※色はお選びいただけません。 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー 

「馬券の買い方」や「競馬新聞の読み方」を 20分程度で簡単にレクチャー。競馬ビギナーもすぐに競馬を

楽しんでいただけます！ 

〔時間〕10時 00分から 15時 00分頃 

〔場所〕2階ファストフードプラザ付近 

また、お時間のない方のために、マークカードの記入案内等、勝馬投票券をご購入するためのビギナーズ

サポートカウンターもご用意。ぜひ、お気軽に立ち寄りください。 

〔時間〕9時 30分から 15時 45分頃 

〔場所〕1階インフォメーション付近 

※ビギナーズセミナー・ビギナーズサポートカウンターは未成年の方のみでの受講はできません。 

※詳細はビギナーズセミナーサイトをご覧ください。 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】小倉競馬場限定グッズ販売 

第２回小倉競馬開催中、ターフィーショップでは2018年夏競馬限定グッズをはじめ、各種ホースグッズ、

さらにはノーザンホースパークのオリジナルグッズなど、競馬開催時ならではの商品をご用意して、皆様のご

来場をお待ちしております。 
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〔時間〕開門から 16時 30分頃 

〔場所〕1階ターフィーショップ  

〔限定商品〕第 54回小倉記念マフラータオル  1,000円 

2018夏競馬ハンドタオル   500円 

2018夏競馬キャップ  1,500円 

2018夏競馬 T シャツ   1,500円 

2018夏競馬トートバッグ(4色） 2,000円 

     …上記商品については 7月 28日(土曜)から販売いたします 

2018 サマーホースレーシングマフラータオル  1,000円 

     …上記商品については 8月 11日（祝日・土曜）から販売いたします 

※マフラータオル等、限定商品につきましては売り切れる場合がございますのでご了承ください。 

 

○【8月 4日(土曜)・5日(日曜)・18日(土曜)・19日(日曜)】「幸運の馬蹄」アクセサリー販売 

第 2回小倉競馬開催中、期間限定でアクセサリーの特設販売をおこないます。 

〔時間〕開門から 16時 30分頃 

〔場所〕1階ターフィーショップ前  

〔商品〕幸運の馬蹄アクセサリー各種  1,620円から 

※ヨーロッパでは伝統的にお守りとして親しまれている馬蹄。イタリアの職人が一つ一つ丁寧に手作業で

作る馬蹄に、金運、恋愛運、健康運など様々な意味を込めたラッキーチャームが組み合わされた『幸

運の馬蹄』。紐やチェーンを通してペンダントにしたり、ストラップをつけて携帯やバッグ等にもお使いいた

だけます。 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴがオープン 

ＵＭＡＪＯとは、大好きな可愛いウマに会って、ふれて、応援して、ケイバを楽しむ女性たちのこと。ＵＭ

ＡＪＯ ＳＰＯＴは、そんなＵＭＡＪＯのための女性限定リラックススペースです。 

〔時間〕開門から 17時 00分 ※最終入場は 16時 30分 

〔場所〕4階 無料休憩スペース(メインエントランス側) 

 

■グルメイベント 

○【全開催日(7月28日(土曜)→9月2日(日曜))】「騎手弁」「ジョッキーランチ」「馬くのうち弁当」

販売 

毎年大人気の、ジョッキープロデュース「騎手弁」・「ジョッキーランチ」と、小倉競馬場オリジナル「馬くのうち

弁当」を販売いたします。お買い上げいただいたお客様の中から抽選でジョッキーサイン入り写真パネルな

どの豪華賞品がその場で当たります。 

〔時間〕開門から ※なくなり次第販売終了 

〔場所〕2階ファストフードプラザ横 
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〔商品〕騎手弁      1,200円 ※騎手のメッセージ付きメニューカード入り 

ジョッキーランチ   900円  ※騎手のメッセージ付きメニューカード入り 

馬くのうち弁当  1,500円 

〔景品〕 

ジョッキーサイン入り写真パネル 計 12名様(各日 1名様) 

ジョッキーサイン入り色紙 計 50名様 

ＪＲＡオリジナルグッズ 計 230名様 他 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】鼓鞍乃夏＆うめ酒販売 

鹿児島県姶良市の老舗酒蔵「白金酒造」製造の、小倉競馬場オリジナル芋焼酎「鼓鞍乃夏(こくらの

なつ)」を本年も販売いたします。また、初登場となる「鼓鞍乃夏うめ酒」の販売も行いますので、小倉競

馬場のお土産に是非お買い求めください！ 

〔場所・日時〕 

■2階ファストフードプラザ横、Two days(1階・3階) 

全開催日(7月28日(土曜)から9月2日(日曜)) 開門から 

■モノレール入場門付近 

8月5日(日曜)、19日(日曜)、9月2日(日曜) 15時30分から 

〔商品・価格〕 

鼓鞍乃夏 1,500円 

鼓鞍乃夏(化粧袋付) 1,650円 

鼓鞍乃夏うめ酒 1,300円 

鼓鞍乃夏・うめ酒セット(箱入) 2,800円 

※瓶製品のため、ご購入時にお渡しする予約券を、お帰りの際に商品と引換えください。 

※各商品とも売切れ次第終了となります。 

 

○【7月 28日(土曜)→8月 5日(日曜)】からあげの銘店が集合！旨カラまつり 

中津からあげの有名店 3 店舗に加え、手羽先で有名な「世界の山ちゃん」も出店！バラエティに富んだ

からあげをお楽しみいただけます。 

〔時間〕開門から 

〔場所〕メインエントランス付近 

〔店舗・商品〕 

・世界の山ちゃん 幻の手羽先(5本) 500円、みそ串かつ 600円 

・からあげの鳥しん 骨なしからあげ(小パック) 600円、ピリ辛なんこつ 600円、他 

・元祖中津からあげ もり山 骨なしからあげ(Ｓ) 600円、とり皮ぎょうざ 600円、他 

・諭吉のからあげ 骨なしからあげ(かぼすダレ) 600円、手羽先からあげ(しょうゆダレ) 600円 
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○【8月 11日(祝日・土曜)・12日(日曜)】みやざきひなた物産展 

〔時間〕開門から 

〔場所・商品〕 

・メインエントランス付近 

宮崎おやこ焼き(2 個入り) 300 円、チキン南蛮 500 円、地鶏炭火焼 500 円、ゴールデンアローピ

ルスナー 600円、宮崎日向夏ラガー 600円、他 

 

・1階中央コンコース 

ゴボチ プレーン 360円、ゴボチ ピリ辛 360円、宮崎のチーズ饅頭 880円、かるかん饅頭 880円、

甘乳蘇ソフトクリーム 300円、甘乳蘇 1,080円、他 

 

○【8月 18日(土曜)・19日(日曜)】鹿児島県いちき串木野市物産展 

〔時間〕開門から 

〔場所〕1階中央コンコース付近 

〔商品〕 

さつまあげ詰合せ 500円、西郷どんの夢 720ml 1,500円、ばふ～ん饅頭 400円、他 

 

○【8月 25日(土曜)・26日(日曜)】ＫＯＫＵＲＡバーガーステークス 

〔時間〕開門から 

〔場所〕メインエントランス付近 

〔店舗・商品〕 

・からつバーガー スペシャルバーガー 600円、他 

・博多にくいち 佐世保バーガー 800円、博多バーガー 800円 

・Sungrill キングビーフバーガー 900円、他 

 

○【9月 1日(土曜)・2日(日曜)】「食育」キャンペーン(主催:全国食肉事業協同組合連合会) 

〔時間〕開門から 

〔場所〕メインエントランス付近 

〔内容〕 

・「食育」に関する展示、クイズ 

・国産食肉の試食 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】満腹グルメフェアー 

〔時間〕開門から 

〔場所・店舗・商品〕 

○泉の広場付近 
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・SWEET BOX 

博多あまおう苺ソフト 350円、北海道生乳ミルクソフト 350円、チョコレートサンデー 450円、他 

・雪ん粉 

雪ん粉(かき氷) 350円、トッピング各種 100円から 200円、他 

 

○1階馬場側売店 

・チャーミースノーアイス 

スノーアイス各種 600円、スノーアイススペシャリテ 800円、マーブルタピオカ各種 500円 

 

○1階ファストフードプラザ 

・元祖中津からあげ もり山 

骨なしからあげ(Ｓ) 600円、とり皮ぎょうざ 600円、せせりからあげ 600円、他 

・筑豊ラーメン山小屋 

昭和(むかし)ラーメン 800円、黒ラーメン 750円、山小屋ラーメン(競馬場限定メニュー/1日20杯) 

800円、他 

 

○2階ファストフードプラザ横 

・ミスタードーナツ 

ドーナツ各種 110円から 

 

○【全開催日(7月 28日(土曜)→9月 2日(日曜))】駿馬茶の販売 

「駿馬茶」発売開始から 10 周年を迎えた本年は、名馬ディープインパクトをあしらったオリジナルラベルに

て販売いたします。 

〔時間〕開門から ※完売となり次第終了 

〔場所〕Two days各店舗、1階新聞売店 

〔価格〕150円 

 

■その他イベント 

○【9月 1日(土曜)・2日(日曜)】競走馬の牧場で働こう BOKUJOB 2018 

競馬場で活躍する競走馬の生産・育成を行う牧場への就業を紹介するブースを開設いたします。当日

は、BOKUJOB 相談員に業務内容や職場の雰囲気等を直接質問いただけます。業界の現状、牧場で

働くことについての説明など、牧場関係者やBOKUJOB事務局員がご案内いたしますので、競走馬の牧

場での仕事にご興味をお持ちの皆様はぜひこの機会をご利用ください。なお、保護者の方のご参加も大

歓迎です。 

〔時間〕10時 00分から 15時 00分 

〔場所〕2階中央コンコース 
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※ 「牧場就業促進事務局」とは、(公社)競走馬育成協会、(公社)日本軽種馬協会、(一社)日本

競走馬協会、(公財)軽種馬育成調教センターおよび JRA日本中央競馬会の5団体で構成され、「多

くの若者に競走馬の生産育成の現場をつぶさに紹介し、やる気に満ちた若者の牧場への就業促進を目

指す」ことを目的に、2008年 8月に設立されました。 

※詳細は牧場就業応援サイトをご覧ください。 

 

○馬主席にご招待 

第 2回小倉競馬開催期間中、馬主席へのご招待企画を行っています。 

 

○小倉競馬開催期間中は企救丘駐車場がおトク 

小倉競馬開催日は、企救丘駅前無料駐車場をご利用の方にもれなく北九州モノレールの競馬場前か

ら企救丘間片道切符引換券をお渡ししております。引換えは 2 階総合インフォメーション横のモノレール

乗車券売場にて行っておりますので、ぜひご利用ください。 

※引換えは当日限り有効とさせていただきます。 

 

○エクセル博多 スマートエリアがオープン！ 

エクセル博多では、より多くのお客様にご利用いただけるよう、8 月 18 日(土曜)より有料制の勝馬投票

券購入専用エリア「スマートエリア」を新設します。 

※詳細はエクセル博多ページをご覧ください。 

 

■馬とのふれあいイベント 

小倉競馬場では、馬とのふれあいイベントを毎開催日行っています。 

※詳細は馬とのふれあいイベントをご覧ください。 

※馬の体調・天候・その他の理由により、実施の有無や時間を変更する場合があります。 

 


