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平成３０年８月１１日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室  

 

 

平成３０年第２回札幌競馬開催日イベントについて 

 

第２回札幌競馬は、８月１８日（土）から９月２日（日）までの毎週土日、計６日間開催し

ます。札幌記念当日には、トークショーゲスト及びプレゼンターとして女子カーリング「ロ

コ・ソラーレ」の本橋麻里さんが登場します。以降も元卓球日本代表でオリンピック銀メダリ

ストの平野早矢香さん、人気俳優の哀川翔さんが来場。８月２５日（土）と翌２６日（日）に

は世界の超一流ジョッキーが腕を競い合う「２０１８ワールドオールスタージョッキーズ」が

行われ、出場騎手応援抽選会などのイベントも同時開催。 

最終日となる９月２日（日）は「フリーパスの日」として入場料が無料となります。先着１

万５千名様に特製オリジナルグッズをプレゼント。「札幌競馬ファイナル抽選会」や「芝コース

開放」など、今年の札幌競馬を締めくくるイベントを行います。 

札幌競馬をお楽しみいただいているお客様はもちろんのこと、ファミリーでもお楽しみいた

だけるよう、幅広いイベントラインナップをご用意いたしました。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 

 

■本橋麻里 札幌記念勝利の女神トーク 

冬季五輪カーリング女子で銅メダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」主将・本橋麻里さんが来

場！勝利の女神によるトークステージをお楽しみください。札幌記念プレゼンターとしても 

登場。 

【実施日】８月１９日（日） 札幌記念（ＧⅡ）当日 

【時間】１６：４０頃～ 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■平野早矢香 WORLD TALK STAGE 

キーンランドカッププレゼンター・ＷＡＳＪ総合表彰式プレゼンターとしても登場！元卓球日

本代表銀メダリストの平野早矢香さんが札幌競馬場に初登場！世界の舞台で活躍したアスリー

トのトークをご堪能ください。 

【実施日】８月２６日（日） キーンランドカップ（ＧⅢ）当日 

【時間】１１：３５頃～ 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■哀川翔 札幌競馬ラストショー 

メインレースプレゼンターとしても登場！札幌競馬場の開催最終日に人気俳優の哀川翔さんが

来場します！ 

【実施日】９月２日（日） フリーパスの日 

【時間】１１：２５頃～ 

【場所】スタンド前ステージ 
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２０１８ワールドオールスタージョッキーズ 

世界で活躍する超一流ジョッキーが一堂に会し、４つの対象レースの獲得ポイントを競い合う

夢のイベント！ 

 

■オープニングセレモニー 

【実施日】８月２５日（土） 

【時間】１１：３５頃～ 

【場所】ウイナーズサークル 

【ＭＣ】竹内紫麻、レニー・ハート 

 

■総合表彰式 

熱戦のフィナーレ！平野早矢香さんもプレゼンターとして登場！ 

【実施日】８月２６日（日） 

【時間】１６：４０頃～ 

【場所】パドック 

【ＭＣ】竹内紫麻、レニー・ハート 

 

■ワールドオールスタージョッキーズ出場騎手応援抽選会 

当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示で、いずれかの出場選手が記載された抽選カー

ドをプレゼント！カードの騎手と対象レースの勝利騎手が同一の場合、ワールドオールスター

ジョッキーズオリジナル賞品がもらえます。 

【実施日】８月２５日（土）・８月２６日（日） 

【対象レース】８月２５日（土）第１０Ｒ・１１Ｒ 

８月２６日（日）第１０Ｒ・１２Ｒ 

【商品】オリジナルマフラータオル：８月２５日（土） 合計２００名様 

    オリジナルサコッシュ  ：８月２６日（日） 合計２００名様 

【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

 

特別企画 

 

■陸上自衛隊北部方面音楽隊のミニコンサート 

札幌記念（ＧⅡ）のファンファーレも演奏します。 

【実施日】８月１９日（日） 

【時間】ミニコンサート／１１：５０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「ＨＵＧっと！プリキュア」が札幌競馬場にやってきます。 

 

■ＨＵＧっと！プリキュアショー 

【実施日】９月１日（土） 

【時間】キャラクターショー／１１：２５頃〜 

※ショー終了後の握手会は実施致しません。ご了承ください。 

※雨天時は握手会となります。 

握手会／１４：２０頃～ 

【場所】ターフパークステージ 

 

■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】８月１８日（土）～９月２日（日） 

【時間】開門～ 
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【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。 

 

■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】８月１８日（土）～９月２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。（妊娠中の方 

・飲酒されている方等） 

 

 

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」の人気店が出店。競馬場限定メニューなども提供！ワールドオールスタージョッ

キーズ期間中は、ワールド感満載の料理をご提供！ 

【実施日】８月１８日（土）〜９月２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】 

◎８月１８日（土）・８月１９日（日） 

○カレーBonanza 

【販売品目】[JRA 限定]夏野菜チキンカレー（１，０００円） 

○Mari iida 

【販売品目】[JRA 限定]煮干し中華そば（８００円） 

 

◎８月２５日（土）・８月２６日（日） 

＜特別グルメ＞ 

○HAMBURGER SHOP “TACK” 

【販売品目】モッツァレラチーズバーガー（７００円） 

○手打ち餃子 天のびろく 

【販売品目】オリジナル餃子（６個入 ５００円） 

 

◎９月１日（土）・９月２日（日） 

○スープカレー トムトムキキル 

【販売品目】[JRA 限定]牛タンソーセージのスープカレー（９００円） 

○麺匠 赤松 

【販売品目】[JRA イベントラーメン]炙りチャーシュー鮭だし味噌（８９０円） 

 

■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】８月１８日（土）～９月２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。 
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■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】８月１８日（土）～９月２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】 

◎８月１８日（土）～９月２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 

 

◎８月１８日（土）・８月１９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２５日（土）・８月２６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 

 

◎９月１日（土）・９月２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 

 

■ばんえい十勝物産展 

ばんえい競馬のＰＲやオリジナルグッズの販売を行います。 

【実施日】８月１８日（土）・８月１９日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】パドックテラス特設ブース 

【主催】ばんえい十勝 

 

■余市町物産展 

【実施日】８月２５日（土）・８月２６日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】パドックテラス特設ブース 

【主催】余市町 

 

■ひだかフェア 
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日高昆布や馬産地ならではの物産を販売します。 

【実施日】９月１日（土）・９月２日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】パドックテラス特設ブース 

【主催】北海道日高振興局 

 

■美浦村物産展 

特産のマッシュルームを使った食品などを販売します。 

【実施日】９月１日（土）・９月２日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】もいわテラス特設ブース 

【主催】美浦村 

 

 

館内売店 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数量限定で

販売します。 

【実施日】８月１８日（土）～９月２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】８月１８日（土）～９月２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 

※「夏のお祭り弁当」は８月２６日（日）までの販売となります。 

 

■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】８月１８日（土）～９月２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】８月１８日（土）～９月２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 

 

■臨時売店の出店 
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場内売店「Ｔｗｏｄａｙｓ」において、恒例の臨時売店を出店します。 

【実施日】８月１８日（土）～９月２日（日） 

【時間】開門～ 

【出店店舗（販売品目）】 Ⅰ．雪印パーラー（ソフトクリーム） 

            Ⅱ．名代牛めし（牛丼）、町村農場（ソフトクリーム） 

            Ⅲ．ＴｏｋｉｊｉＲＯ（豚丼） 

            Ⅳ．なると屋（若鶏の半身揚げ） 

【場所】        Ⅰ．スタンド１階 ７番柱付近 

            Ⅱ．スタンド１階１７番柱付近 

            Ⅲ．スタンド３階１５番柱付近 

            Ⅳ．スタンド３階２３番柱付近 

 

■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】８月１８日（土）～９月２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 

 

■ロゴタイプ号抽選会 

当日ご購入の未発走の勝馬投票券５００円以上のご提示でロゴタイプ号オリジナルグッズが当

たる抽選会に参加できます。参加賞としてオリジナルクリアファイルをもれなくプレゼント！ 

【実施日】９月１日（土） 

【時間】９：２０～なくなり次第終了 

【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

【定員】先着１，０００名様 

【賞品】 

１等 田辺裕信騎手サイン入りロゴタイプレプリカゼッケン（２０１６年安田記念） 

 １０名様 

２等 ロゴタイプオリジナルＱＵＯカード５００円分３種セット ５０名様 

３等 ロゴタイプオリジナルタンブラー １００名様 

４等 ロゴタイプオリジナルポストカード３枚セット ２００名様 

参加賞 ロゴタイプオリジナルクリアファイル １，０００名様 

※勝馬投票券は他の抽選会と併用できません。 

※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なります。 

※抽選券はお一人様１枚限りとさせていただきます。 

 

■札幌競馬ファイナル抽選会 

当日ご購入の発走前の勝馬投票券（合算可 ※前日発売分は除く）２，０００円以上のご提示で

抽選会にご参加いただけます。 

【実施日】９月２日（日） 

【時間】９：２０頃～なくなり次第終了 

【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

【定員】先着合計２，０００名様 

【賞品】 

１等 シャープ ヘルシオグリエ １名様 

 ２等 アイリスオーヤマ 空気清浄機 １名様 

 ３等 ファイターズ戦ペア観戦チケット 

    ９月１２日（水）・９月１４日（金）・９月２０日（木） 

    各日１００組２００名様 
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 ４等 ファイターズシリーズ限定ユニフォーム ３００名様 

【企業協賛特別賞】 

 ＪＡＬ賞 旅行券２０，０００円分 ２名様 

 京王プラザ賞 ペア宿泊券 １組２名様 

 京王プラザ賞 レストランお食事券 ２組４名様 

 サッポロビール賞 麦とホップ半年分 ２名様 

 ポッカサッポロ賞 リボンナポリン＆リボンナポリンクラシック２本セット ３６０名様 

その他、多数の商品をご用意しております！ 

※勝馬投票券は他の抽選会と併用できません。 

※抽選（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、ご参加できません。 

 

■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】８月１９日（日）札幌記念（ＧⅡ） 

９月 １日（土）札幌２歳ステークス（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。 

 

■フリーパスの日来場記念品 

「札幌競馬場オリジナルティーバッグセット」プレゼント！ 

【実施日】９月２日（日） 

【時間】開門～なくなり次第終了 

【場所】入場ゲート付近 

【定員】先着１５，０００名様 

※お一人様につき、お１つ限りとなります。 

 

 

競馬をもっと楽しむイベント 

 

■オリジナルゼッケン販売 

「札幌記念仕様オリジナルゼッケン」や「過去１５年優勝馬勝負服ゼッケンコースター」等の

販売を行います。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！ 

【実施日】８月１８日（土）・８月１９日（日） 

【時間】開門～売り切れ次第終了 

【場所】２階 パドックテラス奥 

※出店：ＪＲＡファシリティーズ（㈱） 

 

■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】８月１８日（土）・８月１９日（日）・９月１日（土）・９月２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 

 

■佐藤哲三 2018 札幌記念(ＧⅡ)展望トーク 

2010 年の札幌記念を制した元ＪＲＡ騎手 佐藤哲三氏が、翌日に控えた札幌記念の展望を語り

尽くします。 

【実施日】８月１８日（土） 

【時間】１６：３５頃～ 

【場所】スタンド前ステージ 
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■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】○８月１９日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時３０分発走 

１２：００頃〜１２：１５頃 

○８月１９日（日） 第９Ｒ クローバー賞 １４時３５分発走 

１４：０５頃〜１４：２０頃 

○８月２６日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時２０分発走 

１１：５０頃〜１２：０５頃 

○９月 １日（土） 第１１Ｒ 札幌２歳ステークス(ＧⅢ) １５時２５分発走 

１４：５５頃〜１５：１０頃 

○９月 ２日（日） 第１０Ｒ すずらん賞 １４時５０分発走 

１４：２０頃〜１４：３５頃 

 

■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】８月１８日（土）～９月２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】８月１８日（土）～９月２日（日） 

【ポイントリーダー設置場所】○スタンド１階 ターフィーショップ横 

○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。 

【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！ 

 

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

ｃａ（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」対応の携帯電話でもご参加可能です。 

※来場ポイントキャンペーンは実施する全ての競馬場で共通してご利用できます。 

※２０１８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ご参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

※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_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。 

 

■２０１８ 来場ポイントキャンペーン ワールドオールスタージョッキーズ特別企画 
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８月２５日（土）・８月２６日（日）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」が出たら２日間合計で３，０００名様に、ワールドオ

ールスタージョッキーズオリジナルリストバンドをプレゼント！ 

【実施日】８月２５日（土）・８月２６日（日） 

【ポイントリーダー設置場所】○スタンド１階 ターフィーショップ横 

○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 

 

※当日１６：００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。 

※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。 

 

■お馬さんと一緒 宝探しゲーム 

札幌競馬場が宝探しの舞台に！さぁ、冒険に出かけよう！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！ 

【実施日】８月１８日（土）～９月２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がリニューアルオープン！ 

【実施日】８月１８日（土）～９月２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 

※男性のお客様は未就学児のみご利用いただけます。 

※未成年のみのご利用はできません。 

 

■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２５日（土） 

【応募受付時間】９：２０頃～１４：００ 

【当選発表時間】１５：００頃～ 

【ツアー開始時間】１６：２０頃～ 

【定員】抽選で３０名様 

【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。 

 

■ロゴタイプ号来場！ 

ＧⅠ３勝。ターフを沸かせたロゴタイプ号が最終レース後にパドックに登場！ 

【実施日】９月１日（土） 札幌２歳ステークス(ＧⅢ)当日 

【時間】１６：３５頃～ 

【場所】パドック 

 

■芝コース開放 

札幌競馬のラストを飾るスペシャルイベント！ 

【実施日】９月２日（日） 

【時間】１６：２５～１７：００頃（予定） ※最終入場１６：４５ 

※天候や馬場状態により、直前で中止となる場合がございます。 
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■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】８月１８日（土）～９月２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。 

 

■駐車場あいのりキャンペーン 

３名以上乗りあわせで駐車料金通常１，０００円のところ半額の５００円に。 

【実施日】８月２５日（土）・８月２６日（日） 

※第２八軒駐車場は対象外となります。 

 

■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。 

※毎週土・日曜日に開催します。 

 

 

 

※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、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、録音はご遠慮ください。 

※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。 

 

 

 

以上 


