
〈準重賞〉７月18日（木） スパーキングサマーチャレンジ

　・イベント・ファンサービス

7/18 7/19 7/22 7/23

（木） （金） （月） （火）

JRAﾈｯﾄ投票 JRAﾈｯﾄ投票

1 ◯ ◯ ○ ○
内馬場

サンサン広場
開門から

2 ◯ ◯ ○ ○
内馬場

サンサン広場
開門から

3 ◯ ◯ ○ ○
第２入場門横
パドックエリア

開門から

4 ◯ 各入場門
開門から

先着2,000名

5 ◯ 特別観覧席売場
開門から
先着20組

6 ◯ ファン案内所
対象ﾚｰｽ発走
15分前まで

7 ◯ 第２入場門
開門から

販売終了まで

8 ○ 2号スタンド1階
開門から20：30ま

で

9 ○ ファン案内所
対象ﾚｰｽ発走
15分前まで

10 ◯ ファン案内所 先着250名

11 ◯
２号スタンド2階

カツマルくんホール

①15：40～16：40
②17：10～18：10
③18：20～19：15

12 ◯ ◯ ○ ○
２号スタンド2階

カツマルくんホール
開門から19：30ま

で

13 ○ 特別観覧席売場
発売開始から
発売終了まで

14 ○ ○

【運行】
スタンド正面馬場内側

【整理券配布】
内馬場地下通路

【運行開始時刻】
①14:35　②15:05
③15:35　④17:05
⑤17:35　⑥18:05

15 ○ ○ 内馬場入場門付近
①14：45～16：00
②17：20～18：40

16 ○ ○ ２号スタンド１階
開門から20：00ま

で

17 ○ ○ ２号スタンド１階
開門から20：00ま

で

18 ○
第１入場門
第２入場門

開門から
配布終了まで

19 ○ ２号スタンド１階
開門から20：00ま

で

20 ○ ｳｨﾅｰｽﾞｻｰｸﾙ ６Ｒ・８Ｒ終了後

21 ○ 内馬場
①15：30～16：30
②17：00～18：00
③18：30～19：30

22 ○ ２号ｽﾀﾝﾄﾞ１階
開門から

メインレース確定ま
で

23 〇 特別観覧席売場
開門から
先着20組

24 ◯ 〇 ｳｨﾅｰｽﾞｻｰｸﾙ 該当ﾚｰｽ終了後

25 ◯ ◯ ファン案内所
２日目(7/19）

閉門まで

表彰式

開催リーディングジョッキー当てクイズ

ばんえい十勝 in 川崎　先着プレゼント

ばんえい十勝 in 川崎
ばんえい抽選会

FMヨコハマｐresents
Lovery　Day スペシャルトークショー

ミニチュアホースとのふれあい

ドリーム大抽選会

厚木市在住・在勤の方
特別観覧席プレゼント

ビギナーズカウンター

ハッピーマンデー
特別観覧席スタンプカードWサービス

ばんえい十勝 in 川崎
ばん馬馬車

ばんえい十勝 in 川崎
ばん馬とのふれあい

ばんえい十勝 in 川崎
十勝物産展

ばんえい十勝 in 川崎　ばんえい十勝紹介ブース

「三浦すいか特別」
勝ち馬当てクイズ

三浦市物産展

小野ファーム
アイスクリーム販売

小野ファーム
勝ち馬当てクイズ

季節のお花プレゼント

初心者競馬教室

川崎競馬夏休みファミリーフェス

サンサン広場リニューアル

新店舗　笑たこ　オープン

無料入場券配付

三浦市在住・在勤の方
特別観覧席プレゼント

№
項　　　目 実施場所 実施時間



26 ◯ ◯ ◯ ◯ ファン案内所 全開催日

27 ◯ ◯ ◯ ◯ 内馬場
予約制

＊当日受付メニュー
有

28 ◯ ◯ ◯ ◯ 内馬場 予約制

29 ◯ ◯ ◯ ◯ ファン案内所
開門から

配付終了まで

30 ◯ ◯ ◯ ◯ 走路 各レース入場時

31 ◯ ◯ ◯ ◯ 各入場門 全開催日

32 ◯ ◯ ◯ ◯ 各入場門 全開催日

33 ◯ ◯ 〇 〇
内馬場駐車場

入口
全開催日

誘導馬コスプレ

お子様連れの大人のお客様
2人まで入場無料

川崎競馬オンラインクーポン

駐車場代サービス

カツマルくんを探せ！

SPARKING　BEER　GARDEN

内馬場バーベキュー

稲村亜美×川崎競馬場＆WINS川崎ｸﾘ
ｱﾌｧｲﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ



 

夏休みファミリーフェス開催中！ 
～今年の夏は家族で川崎競馬場へ！～ 
 

       令和元年度第５回川崎競馬 

７月 18 日(木)、19 日(金)、22 日（月）、23 日(火) 
 

＜準重賞＞  スパーキングサマーチャレンジ 

  ７月 18 日（木）20：15 発走予定 

 

 

 

 

 

   

 

 

     (イベント等の内容、実施時間は変更又は中止する場合があります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

夏休みファミリーフェス開催中！  

～ 今年の夏は家族で川崎競馬場へ！ ～ 

 

川崎競馬場は、地域社会から愛され、親しまれる川崎競馬場づくりをすすめるために、様々なイベントを実施してい

ます。 

これまでも、芝生でのバーベキュー、「ウチババーン」や「かわさきホースライダ」などのお子さん向け遊具の設置、

大型キッズルームの充実など、幅広くファンの皆様にお楽しみいただける競馬場を目指してまいりましたが、７月 18

日から「夏休みファミリーフェス」を開催します。 

ぜひ、今年の夏は家族で川崎競馬場へお越しください。 

 

No.１ 夏休みファミリーフェス（７月 18 日（木）～23 日（火）） 

家族連れをはじめとしたファンの皆様が川崎競馬場をお楽しみいただけるよう、「夏休みファミリーフェス」と題

し、第５回から第７回の開催に合わせて様々なイベントをサンサン広場などで開催します。 

  

■第１弾：７月 18 日（木）～23 日（火） 

  ○ 期間中全日実施イベント 

     ボルダリング体験、スラックライン体験、ファミリージョッキーKAWASAKI KEIBA 

  ○ 日替わりイベント 

     21 日（日）：NEC グリーンロケッツラグビー教室 in 川崎、アクアボールプール、 

           ポニー・サラブレッド乗馬体験 

     23 日（火）：ミニチュアホースとのふれあい 

 

また、特設サイトも開設していますので、詳しくは次の URL をご覧ください。 

URL：https://www.kawasaki-keiba.jp/lp/familyfes/ 

 

No.２ サンサン広場リニューアル（７月 18 日（木）～） 

    夏休みファミリーフェスのメインイベント会場であるサンサン広場がリニューアルします。 

  広場の中心が裸足でも遊べる人工芝に張替えられ、さらに夏季限定で子ども向けの水遊び遊具も登場します！ 

  夏休みは川崎競馬のサンサン広場で夏休みファミリーフェスと水遊びでお楽しみください。 

（サンサン広場 イメージ） 

https://www.kawasaki-keiba.jp/lp/familyfes/


 

No.３ 新店舗 笑たこ オープン（７月 18 日（木）～） 

     第２入場門横、パドックエリアに飲食店舗「笑たこ」が新規オープンします。 

    笑たこのたこ焼きは油で揚げないヘルシー志向の昔なつかしい縁日屋台風味油で、お子様から大人までお楽

しみいただけます。たこ焼きの種類も豊富にそろえ、アルコールや揚げ物の商品もご用意しています。アツアツ

でもちもちカラリと焼きあがったたこ焼き片手に川崎競馬をお楽しみください。 

 

No.４ 無料入場券配布（７月 18 日（木）） 

先着 2,000 名様に無料入場券を配付します。 

（開門から／各入場門） 

 

No.５ 三浦市在住・在勤の方特別観覧席プレゼント（７月 19 日（金）） 

市町村ＰＲレース「三浦すいか特別」の実施を記念して、三浦市在住・在勤の方、先着 20 組 40 名に当日の１

号スタンド４階の特別観覧席 B が無料でご利用いただけます。三浦市に在住・在勤していることがわかるもの（運

転免許証、社員証等）を特別観覧席売場でご提示ください。 

（開門から／特別観覧席売場） 

 

No.６ 「三浦すいか特別」勝ち馬当てクイズ（７月 19 日（金）） 

市町村ＰＲレース「三浦すいか特別」の勝ち馬当てクイズを行います。 

正解者の中から抽選により次の賞品が当たります。 

みうらんキーホルダー    ・・・・・・・10 名様 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （みうらんキーホルダー） 

応募方法：ファン案内所にある応募用紙に必要事項を記入し、ファン案内所の応募箱にご投函ください。 

発   表：賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

締   切：対象レース発走 15 分前 



 

 

No.７ 三浦市物産展（７月 19 日（金）） 

市町村 PR レース「三浦すいか特別」の実施を記念して、特設会場において三浦市物産展を出展します。 

（開門から販売終了まで／第２入場門特設会場） 

 

No.８ 小野ファーム アイスクリーム販売 （７月 19 日（金）） 

横浜市戸塚区の牧場「小野ファーム」直営の「横濱アイス工房」の本格イタリアンジェラートが川崎競馬場で楽

しめます。「横濱アイス工房」のジェラートは、毎朝一番に小野ファームでとれた搾り立ての新鮮な牛乳を原料とし

たジェラートです。人気の「ミルク」のほかにも、こだわりの果物や野菜を使ったジェラートも販売予定です。ぜひ

ご賞味ください。（開門～20：30 まで／２号スタンド１階特設ブース） 

 

 

 

 

 

 

 

   （小野ファーム アイスクリーム販売）  

 

No.９ 小野ファーム 勝ち馬当てクイズ（７月 19 日（金）） 

横浜市戸塚区の牧場「小野ファーム」直営の「横濱アイス工房」の本格イタリアンジェラート「夏だ！アイスだ！

横濱アイス工房記念」の勝ち馬当てクイズを行います。正解者の中から抽選により次の賞品が当たります。 

応募はお一人様一回でお願いします。 

                       ジェラートアイス６個  ・・・・・・５名様 

（ジェラートアイス（イメージ） ） 

応募方法：ファン案内所にある応募用紙に必要事項を記入し、ファン案内所の応募箱にご投函ください。 

発   表：賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

締   切：対象レース発走 15 分前 

 

  



 

No.10 季節のお花プレゼント（７月 19 日（金）） 

好評をいただいている「季節のお花（3.5 号鉢）プレゼント」です。２号スタンド１階ファン案内所において、未確

定の勝馬投票券 500 円以上を提示された方（お１人様１個限り）、先着 250 名様に季節のお花の鉢植えをプレゼ

ントしております。競馬場で季節を感じてみませんか？ 

（開門からプレゼント終了まで／２号スタンドファン案内所） 

                       （ 季節の花 （イメージ）） 

No.11 初心者競馬教室（７月 19 日（金）） 

初めて競馬場に来られた方や競馬経験の浅い方、また競馬をより深く勉強し 

たい方を対象とした初心者競馬教室を開催します。基礎編ではマークカードの 

記入方法から競馬新聞の読み方。応用編ではレース観戦、レース解説。パドッ 

ク編ではパドックでの馬の見方を行います。 

参加者全員に「カツマルくんボールペン」をプレゼントします。 

また、見事勝ち馬投票券的中の方には抽選で、川崎競馬オリジナルグッズや特別観覧席 B のペア招待券など

をプレゼントします。 

受 付：開門からセミナー各回の開始時間まで（各回先着３０名までとなります。参加無料。） 

内 容：（基礎編）15：40～16：40 （応用編）17：10～18：10 （パドック編）18：20～19：15 

（２号スタンド２階カツマルくんホール） 

 

（初心者競馬教室・座学）                （初心者競馬教室・パドック解説） 

 

No.12 ビギナーズカウンター（全開催日） 

初めて競馬場に来られた方やまだ競馬経験の浅い方を対象に、マークカードの記入方法やそもそもマークカ

ードの種類がたくさんあってどうやって選べば良いのかわからないなど、競馬や馬券購入方法に関する質問を受

け付けます。開門から 19 時半まで随時ご案内いたします。 



 

馬券は買ってみたいけど、自分のペースで楽しみたいという方にもお奨めです。 

パドックでの馬の見方など、レース直前に関する質問も受け付けます。 

（開門～19：30／２号スタンド２階カツマルくんホール） 

 

Ｎｏ.13 ハッピーマンデー特別観覧席スタンプカード W サービス（７月 22 日（月）） 

特別観覧席を購入した際にもらえるスタンプカード（３個のスタンプが貯まると、１回無料で利用できる招待券

をプレゼント）のスタンプを２個押印いたします。 

＜注意事項＞雨の日サービスや猛暑デー等のサービスと重複した場合でも、スタンプの押印は最大で２個となり

ます。 

（発売開始から発売終了まで／特別観覧席売場） 

 

No.14 ばんえい十勝 in 川崎 ばん馬馬車（７月 22 日（月）、７月 23 日（火）） 

川崎競馬場で走っているサラブレッドのおよそ 2 倍、体重 1 トンに及ぶばん馬。このばん馬が牽く馬車に乗って

遊覧します。（スタンド正面馬場内側を往復し、１回 10 分程度）。乗車には整理券が必要です。 

【運行予定時刻】 ※競走の状況や天候等により変わることもあります。ご了承ください。     

１回目：14：35～  ２回目：15：05～  ３回目：15：35～ 

４回目：17：05～  ５回目：17：35～  ６回目：18：05～ 

【整理券の配布】 

配布場所：内馬場地下通路 

配布時間：１～３回目分⇒開門から 

４～６回目分⇒16：30 から 

           ※各回先着 10 名様 

※運行時間の早い順にお配りします。（運行時間の希望はお受けできません） 

※ご乗車を希望される方全員でお並びください。整理券の配布はおひとり様１枚までです。 

 

No.15 ばんえい十勝 in 川崎 ばん馬とのふれあい（７月 22 日（月）、７月 23 日（火）） 

川崎競馬場で走っているサラブレッドのおよそ 2 倍、体重 1 トンに及ぶばん馬。このばん馬とのふれあいや餌

やり､背中に乗ることが出来ます。内馬場入場門付近で行います。ぜひお越しください。 

（①14：45～16：00、②17：20～18：40／内馬場入場門付近） 

※実施時刻は予定であり、競走の状況や天候等により変わることもあります。ご了承ください。 

※馬車の運行中は、ふれあいは中断いたします。 

 

 

 

 

 

（ばん馬とのふれあいコーナー（イメージ）） 



 

No.16 ばんえい十勝 in 川崎 十勝物産展（７月 22 日（月）、７月 23 日（火）） 

十勝スイーツ（バウムクーヘンの三方六）など、ばんえい十勝オリジナルグッズ（実物ばん馬蹄鉄、写真集、ば

ん馬キーホルダー）などの展示販売を行います。北海道産の美味しいスイーツや可愛いばん馬グッズが川崎で

手に入るチャンスです。是非ご覧ください。 

※商品は数に限りがございます。 

 （開門～20：00／２号スタンド１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（前回のばんえい十勝物産展の様子） 

 

No.17 ばんえい十勝 in 川崎 ばんえい十勝紹介ブース（７月 22 日（月）、７月 23 日（火）） 

     ばんえい競馬の生産者紹介などのパネル展示や、ばんえい競馬の紹介 VTR 放映を行います。 

     （開門～20：00 まで／ ２号スタンド１階特設ブース） 

   

No.18 ばんえい十勝 in 川崎 先着プレゼント（７月 22 日（月）） 

ばん馬の生産地の一つである、北海道十勝産の乳原料を使用したチーズを先着 500 名様にプレゼントしま

す。 

    （開門～配布終了まで／ 第１入場門、第２入場門）  

 

 

 

（イメージ） 

No.19 ばんえい十勝 in 川崎 ばんえい抽選会（７月 22 日（月）） 

大好評のばんえい抽選会を行います。ばんえい競馬の未確定馬券 500 円分につき、１回抽選会に参加できま

す。（１レースにつき１人３回まで）。素敵なばんえいグッズが当たります。 

※ 川崎競馬の馬券は対象外。賞品がなくなり次第終了です。 

【賞品】八千代牧場ハムソーセージ詰合せ 

ばんえい記念置時計 

北海道限定やきそば弁当    など 

（開門から賞品なくなり次第終了／２号スタンド１階） 



 

 

 

 

 

 

 

 

No.20 FM ヨコハマ presents Lovery Day スペシャルトークショー（７月 23 日（火）） 

MC に川崎競馬伝道師の斎藤修さん、ゲストに FM ヨコハマの番組「Lovery Day」の DJ 近藤さやかさん、タレン

ト・キャスターの津田麻莉奈さんお招きしてスペシャルトークショーを行います。 

（第６レース及び第８レース終了後／ウィナーズサークル） 

 

 

 

 

  

 

 

 

（斎藤 修さん）           （近藤 さやかさん）         （津田 麻莉奈さん） 

 

Ｎｏ.21 ミニチュアホースとのふれあい（７月 23 日（火）） 

ミニチュアホースと一緒に写真撮影や、お触りすることができます。 

第３回目は、パレード用の可愛い衣装で登場しますので必見です。 

（第１回 15：30～16：30 第２回 17：00～18：00 第３回 18：30～19：30 ／内馬場芝生広場（雨天中止））） 

 （ミニチュアホース（パレード衣装））           （ミニチュアホース） 

 



 

Ｎｏ.22 ドリーム大抽選会（７月 23 日（火）） 

ドリーム大抽選会を、各開催の最終日に実施します。当日の未確定馬券の購入額（5,000 円、3,000 円、1000

円）に応じて下記の賞品が当たる抽選会にご参加頂けます。 

ドリーム大抽選会賞品内容 

≪5,000 円コース≫ 

Ａ 賞：ギフトカード 20,000 円分 ４名様 

Ｂ 賞：3,000 円相当賞品 15 名様 

Ｃ 賞：川崎競馬特別観覧席（Ｓペア券）30 名様 

Ｄ 賞：川崎競馬オリジナルグッズ 50 名様 

参加賞：オリジナルティッシュ 

 

≪3,000 円コース≫ 

Ａ 賞：ギフトカード 5,000 円分 ５名様 

Ｂ 賞：2,000 円相当賞品 15 名様 

Ｃ 賞：川崎競馬特別観覧席（Ａペア券） 30 名様 

Ｄ 賞：川崎競馬オリジナルグッズ 25 名様 

参加賞：オリジナルティッシュ 

 

≪1,000 円コース≫ 

Ａ 賞：ギフトカード 1,000 円分 ５名様 

Ｂ 賞：1,000 円相当賞品 15 名様 

Ｃ 賞：川崎競馬特別観覧席（Ｂペア券） 30 名様 

特別賞：川崎競馬オリジナルグッズ 100 名様 

参加賞：オリジナルティッシュ 

＜注意事項＞ 

購入したレースが確定しますと、当該馬券では抽選に参加できませんので、必ず確定前に抽選会にご参加

ください。  

対象レース：第１レースからメインレースまで（最終レース、電話投票は対象外） 

※ 詳しくは、場内ポスターでご確認ください。 

（開門からメインレース確定まで／２号スタンド 1 階特設会場）  

（ドリーム大抽選会の様子（イメージ）） 



 

No.23 厚木市在住・在勤の方特別観覧席プレゼント（７月 23 日（火）） 

市町村ＰＲレース「８月３日あつぎ鮎まつり大花火大会開催特別」の実施を記念して、厚木市在住・在勤の方、

先着 20 組 40 名に当日の１号スタンド４階の特別観覧席 B が無料でご利用いただけます。厚木市に在住・在勤し

ていることがわかるもの（運転免許証、社員証等）を特別観覧席売場でご提示ください。 

（開門から／特別観覧席売場） 

 

Ｎｏ.24 表彰式（７月 19 日（金）、23 日（火）） 

次の競走終了後に表彰式を行います。表彰式後にミニカツマルくんぬいぐるみの投げ入れを行います。 

・ ７月 19 日（金）：三浦すいか特別（９R） 

・ ７月 23 日（金）：８月３日あつぎ鮎まつり大花火大会開催特別 （10R） 

（対象レース終了後／ウィナーズサークル） 

 

Ｎｏ.25 リーディングジョッキー当てクイズ（７月 18 日（木）、19 日（金）） 

この開催の最多勝ち星をあげる騎手を予想する、開催リーディングジョッキー当てクイズを行います。騎手の

所属は問いません、川崎所属騎手以外でも OK です。応募はお一人様１回限りです。前開催のリーディングジ

ョッキーは、６勝した森泰斗騎手(船橋所属)でした。正解者の皆様おめでとうございます。さて今開催は誰がリ

ーディングになるのでしょうか!?正解者の中から抽選により次の賞品が当たります。 

川崎競馬オリジナルアイスバッグ ・・・・・・・・・ 10 名様 

応募方法：ファン案内所にある応募用紙に必要事項を記入し、ファン案内所の応募箱にご投函ください。 

発   表：賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

締   切：対象レース発走 15 分前 

 

 

 

 

 

 

 

森 泰斗騎手      （オリジナルアイスバッグ （カツマルくんは付きません）） 

 

  



 

Ｎｏ.26 カツマルくんを探せ！（全開催日） 

レースやイベント情報をお伝えするため、電車内に掲出している中吊りポスターのどこかに、特別な装いやポ

ーズをしたカツマルくんが、小さくかくれています。かくれているカツマルくんを見つけて、ポスターの開催期間中

に、ファン案内所でカツマルくんの特徴を教えてください。各日先着10名様にステキなプレゼントがもらえます。 

                        ＊電車中吊りポスターイメージ（見本） 

 

 

 

 

 

 

※ この画像に「カツマルくんを探せ！」のカツマルくんは隠れていません。 

 

Ｎｏ.27 SPARKING BEER GARDEN（全開催日） 

昨年多くのお客様に好評をいただいた、SPARKING BEER GARDEN を今年も開催します。 

迫力と躍動感あふれるレースを間近で観戦できる内馬場で、南国を思わせるフォトジェニックで非日常的な空

間が期間限定で展開されます！ 

コロナエキストラ、ヒューガルデンをはじめ、今年は新たにバドワイザーがメニューに仲間入り。世界中で人気

の海外ビールを含む、20 種類以上のドリンクがお手頃価格で飲み放題！性別や世代を問わずお楽しみいただ

けます。 

川崎競馬場ならではの魅力が詰まった競馬観戦型ビアガーデンに、ぜひ足をお運びください！ 

 

 

 

 

 

営業時間：17：30～21：00（LO. 20：30） 

座席数：約 90 席 

予約や詳細はこちらから：https://www.kawasaki-keiba.jp/news/article-event/post-13825/ 

 

Ｎｏ.28 内馬場バーベキュー（全日開催） 

「川崎競馬場内馬場広場バーベキュー場」好評予約受け付中です！ 必要な器材と食材はそろっていますの

で、手ぶらで遊びに来てください！食材セットプランや飲み放題が付いたプランなどお客様のニーズに合わせた

いろいろなプランがあります。暖かくなるこれからの季節は、BBQ をしながら川崎ナイター競馬を楽しんでみませ

んか？  

※ 川崎競馬場バーベキューのスケジュールや予約などの詳細についてはこちらのホームページをご覧くださ

い。 https://kawasakikeiba-bbq.com/ 

https://www.kawasaki-keiba.jp/news/article-event/post-13825/
https://kawasakikeiba-bbq.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

バーベキュー器材及びアルコール類の持ち込みは禁止となっております。 

危険物（火器・ビン・缶、ナイフ類）の持ち込みは禁止となっております。 

(問い合わせ先） 

(株)ゴードンコラボレーションズ TEL：03-3855-6033（受付時間 9:00～18:00）    

 

Ｎｏ.29 稲村亜美×川崎競馬場&WINS 川崎クリアファイルプレゼント（全開催日） 

ファン案内所において、未確定の勝馬投票券 500 円以上を提示された方、各日先着 500 名に「稲村亜美×川

崎競馬場&WINS 川崎の 2019 年開催日程付クリアファイル」をプレゼントいたします。 

・ 当引き換えに提示した馬券は、他の馬券提示サービスにはご使用できませんのでご注意ください。 

（開門からプレゼント終了まで／各ファン案内所） 

（クリアファイル） 

 

Ｎｏ.30 誘導馬コスプレ（全開催日） 

レースに臨む競走馬たちを、季節に合わせた衣装で誘導します。誘導する馬も、騎乗者も、レースごとにいろ

いろ変化しています。どんなコスプレで登場するか毎レースお楽しみください。 

（全レース／走路） 

 

 

 

 

 

 

（どんなコスプレかは競馬場でご覧になってからのお楽しみ） 

 



 

Ｎｏ.31 お子様連れ（15 歳未満）の大人のお客様２人まで入場無料！！（全開催日） 

地域に愛される競馬場づくりを目指している川崎競馬場では、本場開催において、お子様連れの大人のお客

様２人まで、入場無料とさせていただきます。 

また、この春から皆様にさらに楽しんでいただくために、芝生広場に新大型遊具「ウチババーン」を設置しまし

た。皆様のご来場を心よりお待ちしています。 

（ウチババーン）                  （かわさきホースライダー） 

 

Ｎｏ.32 川崎競馬オンラインクーポン（全開催日） 

スマートフォン、携帯電話で使えるモバイルクーポンを「netkeiba.com」、で配信します。サイトにアクセスしてオ

ンラインクーポンを画面に表示し、入場門で係員にお見せ下さい。無料でご入場いただけます。また、スマートフ

ォン等で川崎競馬場ホームページ上にある無料入場券を提示いただいても入場できます。 

〔各携帯からのアクセス方法（netkeiba.com）〕 

ｉモード 

メニューリスト → 趣味/スポーツ → ﾊﾟﾁ&ｽﾛ/公営競技・くじ → 競馬 → 競馬総合チャンネル → ＃地方 

→ ８入場券 → オンラインクーポン川崎 

ＥＺＷＥＢ 

メニューリスト → 趣味/スポーツ → 公営くじ競技・遊技情報 → 競馬情報 → 競馬総合チャンネル → ＃

地方 → ８入場券 → オンラインクーポン川崎 

Yahoo！ケータイ 

メニューリスト → 趣味・レジャー → 競馬・公営競技 → 競馬総合チャンネル → ＃地方 → ８入場券  

→ オンラインクーポン川崎 

 

No.33 駐車場代サービス（全開催日） 

川崎競馬の駐車場を有料でご利用になるお客様へのサービスとして、「駐車場代サービス」をしています。 

有料で駐車場を４回ご利用いただくと、駐車場代が 1 回分無料となりますので、是非ご利用ください。 

※ 対象日：川崎競馬開催日及びＷＩＮＳ川崎営業日 

 


