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楽天競馬トップ > キャンペーン情報> ばんえい十勝応援企画2013！第3弾 << 前のページへ戻る

楽天トラベルで旅行代金にも
ご利用可能な楽天キャッシュ
40,000円分

[5名様]
※Aに当選された方は自動的にBもセットでプレゼ
ントいたします。

・真正面に花火が見える！特別
招待席
・招待者様専用！ばんえい十勝
の裏側をご案内するスペシャル
バックヤードツアー
・当日のフードバレーとかちフ
ェスティバルで使える食事券の
セット

[15名様]

（一昨年の様子） （写真はイメージ）

ばんえい十勝公式サイト>>

北海道遺産公式サイト>>

■ばんえい十勝概要
体重はサラブレッドの2倍以上、1,200kgにもなる世界最大の馬「ばん馬」が 重さ500kg～最大1tもの鉄ソリを
ひいて、直線200m・途中2つの障害を越えて競う競馬。 元々は開拓時代、開墾や耕作、荷役などに使うためフ
ランスなどから導入された馬を、 村祭りの余興などで力比べさせたのが起源。 このような競馬を行っている
のは世界でもばんえい十勝だけであり、 北海道開拓の伝統を今に受け継ぐ貴重な文化として「北海道遺産」
にも認定されています。

■ばんえい競馬開催情報

開催 月日 重賞

第9回 8月3日(土)・4日(日)・5日(月)・10日(土)・11日
(日)・12日(月)

8月11日(日)
ばんえいグランプリ

第10回 8月17日(土)・18日(日)・19日(月)・24日(土)・
25日(日)・26日(月)

8月25日(日)
ばんえい大賞典

第11回 8月31日(土)・9月1日(日)・2日(月)・7日(土)・8
日(日)・9日(月)

 

第12回 9月14日(土)・15日(日)・16日(祝月)・21日
(土)・22日(日)・23日(祝月)

9月15日(日)
銀河賞

第13回 9月28日(土)・29日(日)・30日(月)・10月5日
(土)・6日(日)・7日(月)

9月29日(日)
岩見沢記念

第14回 10月12日(土)・13日(日)・14日(祝月)・19日
(土)・20日(日)・21日(月)

10月19日(土)
道新花火大会

■公式ページ

ばんえい応援企画　第1弾
ばんえい廐舎に、にんじんと牧草ロールをプレゼントしよう！

【　対象期間　】：2013年4月14日(日)～6月30日(日)
積立金をもとに、人参や牧草ロールなどの飼料を購入して帯広競馬場の全廐
舎にプレゼント！

応援企画第1弾の詳細はこちら＞＞

ばんえい応援企画　第2弾
真夏の競馬場イベントを応援しよう！

【　対象期間　】：2013年7月1日(月)～7月29日(月)
積立金をもとに、8月に帯広競馬場で開催されるイベント協賛に拠出しま
す。
また期間中楽天競馬でばんえい十勝の馬券を2,000円以上購入された方の中か
ら抽選で当日の帯広競馬場へご招待や参加JRAジョッキーのサイン入りグッ
ズをプレゼントなどお宝特典もご用意！
※詳細は後日お知らせします

応援企画第2弾の詳細はこちら＞＞

楽天グループのサービス サービス一覧 お問い合わせ一覧

競馬の話題でもりあがろう
楽天ブログ

宿泊先を探す・高速バスを予約する
楽天トラベル

競馬のニュースをチェック！
インフォシーク

関連サービス

おすすめ

お買物・ポイント 楽天市場 オークション 本・DVD・CD 電子ブック 車・バイク セレクトギフト 個人輸入 ネットスーパー 食品宅配 my Rakuten
楽天PointClub 楽天スーパーポイント特集 ポイント加盟店 RaCoupon 「買うクーポン」

旅行・エンタメ 旅行・ホテル予約・航空券 ゴルフ場予約 イベント・チケット販売 楽天イーグルス DVD・CDレンタル アニメ・映画 ダウンロード
地方競馬 占い toto・BIG 映画・ドラマ・エンタメ情報

マネー ネット証券（株・FX・投資信託） インターネット銀行 カードローン クレジットカード 電子マネー 住宅ローン
損害保険・生命保険比較 生命保険 自動車保険一括見積もり 保証サービス マネーサービス一覧

暮らし・情報 ニュース・検索 ブログ 出前・宅配・デリバリー グルメ・外食 レシピ 車検見積もり・予約 就職活動 仕事紹介 不動産情報
太陽光発電 結婚相談所 結婚式場情報 美容室・ヘアサロン予約 女性向け健康管理サービス 写真プリント ぬいぐるみ電報
グリーティングカード プロバイダ・インターネット接続 WiFi

ビジネス ビジネス見積り 卸・仕入れ リサーチ アフィリエイト 決済システム スマホでカード決済

企業情報 個人情報保護方針 社会的責任[CSR] 採用情報

楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

残念ながら目標金額には届きませんでしたが
皆様の多大なるご協力に心から感謝申し上げます。

積み立てた応援資金は、これから主催者と相談をし、10/19(土)開催　帯広競馬場での花火大会に充てて参ります。

累計積立額：1,088,145円
（楽天競馬でのばんえい競馬売得金額：362,715,200円です！）

9月28日(土)～10月7日(月)まで、楽天競馬でばんえい十勝の馬券合計5,000円以上購入された方の中から抽選で、
10月19日(土)帯広競馬場で行なわれる「フードバレーとかち 道新花火大会」へご招待！

ぜひ皆さん、ばんえい十勝を応援しながら秋の十勝おびひろを満喫しませんか？皆様のご参加、お待ちしております！

※このキャンペーンへはエントリーが必要です！

キャンペーン概要

対象期間 2013年9月28日(土)～10月7日(月)

対象レース 対象期間中のばんえい十勝全レース
（※3頭以下のレースを除く）

対象者様 対象期間中、対象レースの馬券を楽天競馬で5,000円以上購入された方
（※単勝式、複勝式を除く）

特典 【A賞】　5名様
・楽天トラベルで旅行代金にもご利用可能な楽天キャッシュ40,000円分
【B賞】　15名様
・真正面に花火が見える！特別招待席
・招待者様専用！ばんえい十勝の裏側をご案内するスペシャルバックヤードツアー
・当日のフードバレーとかちフェスティバルで使える食事券のセット
協力：ばんえい十勝、帯広市観光課

※A賞に当選された方は自動的にB賞もセットでプレゼントいたします。

楽天キャッシュ付与 A賞当選者には楽天キャッシュを2013年10月中旬に付与いたします。
※楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※楽天スーパーポイントの付与は、ポイント利用・履歴画面で確認する事ができます。
（楽天PointClubへのログインが必要です）
本キャンペーンで付与する楽天キャッシュは、2013年10月に楽天競馬が付与する期間限定ポイント（合計
10万ポイントを超えた場合、全額を楽天キャッシュにて付与）にはカウントされません。
楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。
当選者の発表は、楽天キャッシュの付与をもって替えさせていただきます。
楽天キャッシュ付与時点で楽天会員を退会、もしくは楽天競馬の投票会員を退会された方は、キャンペー
ンの対象外となりますので、ご注意ください。

注意事項 このキャンペーンへの参加は、エントリーが必要です。エントリーいただいた場合には、以下の注意事項
に同意いただいたものとさせていただきます。
当選された方には、2013年10月中旬までに、楽天競馬にご登録いただいているメールアドレスに当選メー
ルが届きます。
当選メールには賞品の受け取り方法などを記載しますので、その内容に従って帯広競馬場で賞品をお受け
取りください。賞品の発送は行っておりません。
賞品はお選びいただけません。
諸事情により賞品発送が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
ご登録住所の不備や転居先不明、長期不在、または不在票投入後ご連絡がなく賞品が発送元に返送された
などで、賞品がお届けできない場合は、本キャンペーンの当選を無効とさせていただきます。

【　対象期間　】2013年8月3日(土)～9月30日(月)

対象期間中に楽天競馬で購入されたばんえい十勝の馬券を対象に、購入金額の0.3％分をばんえい競馬応援資金として積み立てます。
目標額は150万円とします。積立金が目標金額に達した時点で本企画は終了します。
積立金をもとに、10月19日に開催される「帯広競馬場　道新花火大会」イベント協賛に拠出します。

皆さんの力で、帯広競馬場の夜空に大きな花火をドンドン打ち上げましょう！

概要

対象日 2013年4月14日（日）～2014年3月24日（月）

企画概要 楽天競馬で購入されたばんえい十勝の馬券を対象に、購入金額の0.3％分をばんえい競馬応援資金として積み立て
ます。
今年は年間を通じて継続的に積み立て、帯広競馬場で実施されるイベントへの活用やばんえい振興基金への寄附を
通じて、ばんえい十勝の振興に活用します。
また期間ごとにボーナスポイント還元やイベント当日に帯広競馬場にご招待するなど、ばんえい十勝の馬券購入者
を対象としたキャンペーンも随時実施します。
活用するイベントやキャンペーンについては、今後随時このページにてお知らせしていきます。

応援資金の厳密な算出式は以下の通りです。
楽天競馬におけるばんえい競馬の売得金額×0.003

注意事項 ・本応援資金は、楽天競馬独自で積み立てるものであり、お客様の購入金額及び払戻金には一切影響こざいませ
ん。
・売得金額の0.3％分が、ばんえい競馬応援資金として積み立てられます。
・売得金額は、楽天競馬で購入されたばんえい競馬の馬券の発売金額のうち、返還金額を除いた金額です。
・積み立てられた応援資金は、ばんえい十勝の各種振興策のために拠出し、帯広市に寄贈されます。
・本ページに記載された内容は、帯広市との共同発表をもとに掲載しております。

▲このページのトップへ

楽天競馬トップ  本日のレース情報  投票サービス登録  キャンペーン情報  地方競馬場一覧

キーワード  出馬表  オッズ  競走成績 払戻金一覧

【業界最安値】LTE対応 超高速モバイルルーターが［今だけ］なんと月額2,880円！更にポイントも超貯まる!
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