
              

                                              

 

 

                                          

 

                                           

報道関係各位                            2022 年 10 月 6 日 

 

「Brilliant Moments〜輝く時間
ひととき

」をコンセプトに北海道の雄大な自然のなかで馬とのふれあ

いを楽しめるテーマパークとしてサービスを提供している株式会社ノーザンホースパーク

（所在地：苫小牧市 代表者：代表取締役 吉田 勝己）は、秋の恒例イベントとして愛され続

ける人気イベント「ノーザンホースパーク ハロウィン 2022」を 2022 年 10 月 8 日（土）〜 

2022 年 10 月 31 日（月）に開催します。 

 北海道の秋色が深まる 10 月に毎年開催される「ノーザンホースパーク ハロウィン」

は、今年で 17 回目を迎えます。秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す世界的な伝統行事

「ハロウィン」をテーマに、季節の移ろいをダイナミックに感じられる園内を、ハロウ

ィンならではの雰囲気で馬とのふれあいをお楽しみいただけます。また、本イベントは

彩り豊かな秋のひとときを馬たちとともに楽しむチャリティイベント 

「ノーザンホースパーク ハロウィン 2022」 

 

2022 年 10 月 8 日（土）〜 2022 年 10 月 31 日（月） 

10 月 30 日（日）にはスペシャルイベントを開催！ 



人とともに生きる盲導犬へのチャリティイベントとして開催されており、公益財団法人

「北海道盲導犬協会」のご協力を賜り盲導犬 PR 犬が来園します。盲導犬の育成事業を

支援するため、当イベントの売上の一部を寄与し、盲導犬への理解を深めていただく活

動や、オリジナルグッズの販売も行われます。 

 

イベントがスタートする 10 月 8 日（土）から 10 月 31 日（月）までの期間中は多彩

な催しでゲストの皆様をおもてなしします。期間中の「ハッピー ポニーショー」では仮

装したポニーたちがハロウィンならではのショーを披露するほかノーザンホースパーク

で収穫されたハロウィンかぼちゃを使用した撮影スポットも登場。想い出の 1 枚を撮影

することができます。ガーデンレストランやカフェでは、秋の豊潤な味わいをお楽しみ

いただける期間限定の「ハロウィンメニュー」をご用意しています。イベント期間中は

ゲストの皆さまに馬や自然とともに陽気で楽しいノーザンホースパークのハロウィンを

お楽しみいただけます。 

 

 また、10 月 30 日（日） はさらにユニークかつスペシャルな 1 日限りのイベントが開

催されます。毎年お子さまに大好評の「ハロウィンクイズチャレンジ」や本物のかぼち

ゃを自由に彩る「お絵かきかぼちゃづくり」をはじめ、手軽にアウトドアクッキングが

楽しめる「炭焼きパンづくり」、大きなかぼちゃの重さを予想する「かぼちゃ重さ当て

ゲーム」、「わんちゃん仮装フォトコンテスト」など、盛りだくさんとなっています。

さらに「ノーザンホースパーク ハロウィン 2022」をハロウィンの衣装でゲストをお迎え

するスタッフと一緒に盛り上げてくださる仮装をして来園されたお子さまの入園料(小学

生 400 円)が無料となります。 

 

園内各所がハロウィンディスプレイに彩られ、紅葉の美しい自然のロケーションと共に

楽しい秋のひとときを過ごせる場を提供いたします。 

 

ノーザンホースパークでは今後も「輝く時間
ひととき

」をゲストの皆様に提供すべく、豊かな自

然環境を守り、人と馬がともに生きる持続可能な日本の社会と、馬事文化の発展に貢献

すべく運営を行ってまいります。 
 

◆「ノーザンホースパークハロウィン 2022」イベント概要           ＿＿ ＿  

【10 月 30 日（日）1 日限りのイベント】 

◆10 月 30 日（日） ハロウィンスペシャルイベント当日は仮装をするとお子さまの入園料が無料！ 

当日、仮装をして来園された小学生の入園料（400 円）が無料となります 

 

◆ハロウィンクイズチャレンジ 

地図をヒントに園内を散策し、クイズに正解するとお菓子の詰め合わせをもらえるゲーム 

【日時】10 月 30 日（日） 受付 10：00〜11：00 （終了時間 11：30） 

【定員】先着 50 名（事前予約優先 ※ご予約開始は 10 月 8 日（土）より） 

【料金】500 円 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 



◆お絵かきかぼちゃづくり 

かぼちゃにイラストを描いてオリジナルのハロウィンかぼちゃをつくります 

【日時】10 月 30 日（日） 10：00〜11：30 

【定員】30 名 

【料金】500 円 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 

 

◆ハロウィン輪投げ 

気軽に楽しめる輪投げゲームにチャレンジしてお菓子をもらおう 

【日時】10 月 30 日（日） 10：00〜11：30 

【料金】200 円 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 

 

◆炭焼きパンづくり 

かぼちゃ入りのパン生地を棒に巻いて炭でパンを焼き、手づくりパンを作ろう 

【日時】10 月 30 日（日） 10：00〜11：30 

【定員】30 名（事前予約優先 ※ご予約開始は 10 月 8 日（土）より） 

【料金】800 円 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 

 

◆ハロウィンエンジョイホースくじ 

かわいい馬のぬいぐるみが当たるハズレなしのくじにチャレンジ 

【日時】10 月 30 日（日） 10：00〜11：30 

【料金】1,000 円 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 

 

◆かぼちゃ重さ当てゲーム 

大きなかぼちゃの重さを予想して、オリジナル QUO カードをゲットしよう 

【日にち】10 月 30 日（日） 

【料金】無料 

【場所】パラッツォ・ベガ ポニー館 

 

◆盲導犬をもっと知ろう！コーナー 

盲導犬への理解を深めていただく活動を行うため、PR 犬が来園します 

【日時】10 月 30 日（日） 10：00〜11：30 

【場所】K’s ガーデン（雨天時：パラッツォ・ベガ ポニー館） 

【協力】公益財団法人北海道盲導犬協会 

 

◆ハロウィンホースパレード 

パークで活躍する馬たちがハロウィンにちなんだ仮装をして園内をパレードします 

【日時】10 月 30 日（日） 14：00〜14：30 

【場所】きゅう舎 6 〜 パラッツォ・ベガ ポニー館前（雨天時：中止） 

【料金】観覧無料 

【演奏】苫小牧市王子製紙吹奏楽部 



◆わんちゃん仮装フォトコンテスト※２ 

仮装をしたわんちゃんの写真をインスタグラムに投稿しよう。最優秀作品には「夢のドッグビス

ケット」をプレゼント！ 

【日時】10 月 30 日（日）開園〜閉園まで 

【プレゼント内容】夢のドッグビスケット 1 名様 

【応募資格】応募規約に同意していただいた方 

【応募方法】ノーザンホースパーク公式インスタグラム（@northernhorsepark）をフォローし、

スペシャルイベント当日にノーザンホースパーク内で撮影した仮装したわんちゃんの写真や動画

をハッシュタグ「#NHP わんちゃん仮装 2022」をつけて投稿してください。 

【当選について】当選通知は 2022 年 11 月上旬に当選者へダイレクトメッセージをお送りいたし

ますので、公式アカウントを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。プレゼント

の発送は 11 月中旬を予定しております。 

 

【10/8（土）〜10/31（月）期間中、毎日開催されるイベント】 

◆ハロウィンスペシャルメニュー 

かぼちゃを使ったレストランメニューやパン、デザートが期間限定で登場 

【期間】10 月 8 日（土）〜10 月 31 日（月） 

【場所】K’s ガーデン ガーデンレストラン、カフェ 

 

◆ハロウィン特別ポニーショー 

仮装したポニーがハロウィンをテーマに楽しいショーを披露します。10 月 30 日（日）スペシャ

ルイベント当日は 13：00 より特別ショーを開催！ 

【期間】10 月 8 日（土）〜10 月 31 日（月） 

【時間】①11：00〜 

    ②13：00〜 

    ③15：00〜（土日祝のみ） 

【場所】パラッツォ・ベガ ポニー館 

【料金】観覧無料 

 

◆ハロウィンフォトコンテスト※２ 

期間中、パーク内でハロウィンに関する画像や動画をインスタグラムに投稿していただくと抽選

で 3 名様にノーザンホースパークオリジナル QUO カードをプレゼントします 

【期間】2022 年 10 月 8 日（土）〜10 月 31 日（月） 

【プレゼント内容】ノーザンホースパーク オリジナル QUO カード 3 名様 

【応募資格】応募規約に同意していただいた方 

【応募方法】ノーザンホースパーク公式インスタグラム（@northernhorsepark）をフォローし、

期間中にノーザンホースパーク内で撮影したハロウィンに関する写真や動画をハッシュタグ「#

ノーザンホースパークハロウィン 2022」をつけて投稿してください。 

【当選について】当選通知は 2022 年 11 月上旬に当選者へダイレクトメッセージをお送りいたし

ますので、公式アカウントを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。プレゼント

の発送は 11 月中旬を予定しております。 

 

 



※１イベントの収益金の一部を北海道盲導犬協会に寄付し、育成事業に役立てていただきます。 

※２【フォトコンテスト応募規約】 

・投稿の非公開設定を ON にされている方は、参加対象外になりますのでご注意ください。 

・当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 

・当選通知受信後、指定の期限までに、ご連絡先、商品お届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡ください。ご連絡が

7 日以内にない場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。 

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。 

・当選者の長期不在や、プレゼントお届け先ご住所、転居先が不明等の理由により、プレゼントのお届けができない場合

は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 

・15 歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。 

・投稿データは当選したか否かに関わらず、ノーザンホースパークが出向する雑誌、WEB 媒体や広告、公式 WEB サイト

および SNS に使用させていただく可能性がございます。 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

当選者から取得した個人情報は、当選連絡など本件に関する諸連絡に利用します。いただいた個人情報は株式会社ノーザ

ンホースパークにて管理し、ご本人様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令な

どにより開示を求められた場合を除く）。 

【免責・その他】 

株式会社ノーザンホースパークは、本キャンペーンの応募により応募者に生じた一切のトラブル、損害（直接・間接を問

いません）等について、如何なる責任も負いません。また、本キャンペーンについて（全部または一部）、応募者に事前

に通知することなく変更または中止することがあります。なお、必要と判断した場合には、応募者への予告無く本規約を

変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができます。本キャンペーンの応

募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。 

利用者または第三者が被った以下の事例を含む損害については、弊社は責任を負いかねます。  

本キャンペーンの運営を妨げた場合 

1.他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与えた場合 

2.他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損した場合 

3.他人の著作権その他の知的財産権を侵害した場合 

4.他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害した場合 

5.弊社が推奨する環境以外から本キャンペーンに応募したために情報を完全に取得できない場合 

6.営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘をした場合 

 

◆ノーザンホースパークについて◆ 

1989 年 7 月より、北海道の雄大な自然と馬の魅力を伝え「輝く時間
ひととき

」を皆様にお届けすべくテーマ

パークを運営。総敷地面積 48 万平方メートルという広大な敷地に約 80 頭もの馬がゲストを出迎

える。競走馬生産育成牧場のリーディングファームであるノーザンファームを母体とし、北海道の

サラブレッド生産の歴史や馬の生態を学べる資料館など「楽しむ」だけでなく「  学べる」プログラム

も展開。また引退競走馬のセカンドキャリア支援や馬の排泄物を利用した堆肥の活用など、事業に

基づいた持続可能な社会を目指した取り組みも開園以来行っている。  

 

ノーザンホースパークではゲストの皆様が安心してパークでお過ごしいただけるよう、引き続

き新型コロナウイルスの感染拡大防止策を徹底してまいります。 


