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赤レンガ倉庫

第2会場

横浜ワールドポーターズ
（エレベーターで6Fへ）

第1会場

横浜赤レンガ倉庫
1号館

第3会場

特設馬場会場

第1会場から第2会場まで
徒歩 約5分

第1会場から第3会場まで
徒歩 約30秒

完全ガイド

第

4回 ホースメッセ

第

4回 ホースメッセ

YOKOHAMA RED BRICK WAREHOUSE & PARK
YOKOHAMA WORLD PORTERS

ホースメッセとは …ホースメッセとは …
「日本のなかで、人とウマとの距離を近くしたい。」「日本のなかで、人とウマとの距離を近くしたい。」

「いつか、馬が好きな人たちが集い、楽しむ場をつくりたい。」「いつか、馬が好きな人たちが集い、楽しむ場をつくりたい。」
そんな長年の夢が基盤となってそんな長年の夢が基盤となって

横浜赤レンガでスタートしたイベントです。横浜赤レンガでスタートしたイベントです。
馬関連の情報収集や、特別講習会、用品の購入まで、馬関連の情報収集や、特別講習会、用品の購入まで、

馬に関する「モノ」や「コト」を集めた馬メッセです。馬に関する「モノ」や「コト」を集めた馬メッセです。



特別講習会
教室C

教育
情報

シアター

馬を介した
循環型社会
の提案
スペース

中古馬具販売

※通り抜けできません

情報コーナー

シアタールーム（月・木・金）
馬の学校説明会（土・日）

講習会（木～日）
セール（月）

マルシェ

1月16日（木） 1月17日（金） 1月18日（土） 1月19日（日） 1月20日（月）

　横浜赤レンガ倉庫1号館 2F

第1会場　横浜赤レンガ倉庫1号館 2・3F　　10：00～19：00

馬のイベントがさらにパワーアップした第1会場は、
赤レンガ倉庫1号館2階と3階で開催!
今までのホースメッセに「馬を介した循環型社会の提案スペース」「教育・情報・シアタースペース」が加わり、
私たちの生活と馬との関わりを知り学ぶことが出来るコンテンツが充実！ 

横浜赤レンガ倉庫1号館 3F

販売・展示・PR

カフェ

販売・展示・PR

販売・展示・PR

マルチスペース

海外の人気ブランドの乗馬用品から最新飼料（サプリ
メント）、芸術作品のデモンストレーションや展示販売
まで充実のラインナップ。

馬を介した循環する暮らし、未来を提案します。
□中古販売　地球資源を大切に使おう ！ 馬具
を専門に扱う「コルトサービス東京」をメインにし
た、中古鞍・馬具の展示販売をいたします。
□マルシェ　馬の堆肥を使って育てた新鮮な
野菜やジャムなどが大集合。

□情報コーナー　全国の乗馬施設、学校、
競技に関する情報コーナー。書籍、DVDの展
示販売はこちらで。
□シアタール ーム【 平日限定16（木）、17

（金）、20（月）】　乗馬の世界で活躍する方々
の動画（エクイネット協力）や、馬の映画を上映し
ます。上映予定タイトルは「荒野にて」「スピリット」

「すべての美しい馬」（変更の可能性あり）
□馬の学校説明会【土日限定】　馬のことを勉
強したい＆馬に関わる仕事に就きたい方へ、土
日限定の学校説明会です。詳しくは「Pick up!」
をご参照ください。

第3会場の馬場会場へのアクセスもラクラク ！ 
実際に体を使ったエクササイズ講座を中心に開
催いたします。

バーカウンターは浅草からカフェ「chillhouse」と高田馬
場から「九州ミートK」が出店。ジオファーム八幡平のマッ
シュルームを使用したコラボメニューを提供します。

連日、日替わりで楽しいイベントをご用意いたしました。
入退場自由で無料イベントです ！ ぜひお楽しみください。 

馬 ウマについての講座 ライダーについての講座人

有料講習会のチケット発売中！

第1会場

10：0010：00

11：0011：00

12：0012：00

13：0013：00

14：0014：00

15：0015：00

16：0016：00

17：0017：00

18：0018：00

10:15～11：25
スザンヌ女史講座

①柔らかい手の使い方の秘密

10:15～11：25
スザンヌ女史講座

③ディープシートの秘密

12：00～13：30
大森かずえ氏ワークショップ
オーガニックフーフ
バーム手づくり教室

16：00～17：10
菊池茂勝氏 上村鮎子氏
流鏑馬クリニックin横浜

12：00～13：10
大森かずえ氏

馬のアロマテラピーケア講座

16:00～17:45
たづな整骨院
後藤哲也氏

身体の正常を知って異常を
知る乗馬トレーニング講座

10:15～11：25
スザンヌ女史講座

②鐙コントロールの秘密

11：45～13：15
宍戸渉氏

乗馬向上のためのスポーツ
メンタルトレーニング

14:00～15：10
スザンヌ女史講座

①柔らかい手の使い方の秘密

14:00～15：10
スザンヌ女史講座

③ディープシートの秘密

14:00～15：10
スザンヌ女史講座

②鐙コントロールの秘密

16：00～17：10
青野菜名氏

ホーステーピング入門講座
馬

馬
馬

馬
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展示・販売・PR

カフェ

■ 馬を介した循環型社会の提案スペース

■ 教育・情報・シアター

■ 特別講習会 教室 C

16日（木） 17日（金） 20日（月）19日（日）18日（土）

日本障がい者乗馬協会
パラ馬術の紹介

飼料（サプリメント）取扱いの
各社と乗馬クラブや

各団体をつなぐ
サンプリング会

ばんえい競馬
ばん馬の魅力発信トークショー

日本障がい者乗馬協会
パラ馬術の紹介

株式会社根岸馬量
飼葉の基本的な与え方

ティエムワン合同会社
タイトル未定

サラブリトレーニング・ジャパン
引退競走馬とソーシャル

イノベーション

十和田乗馬倶楽部
私たちと一緒に

競技流鏑馬を楽しもう！！

北海道和種馬保存協会
日本の在来種、

北海道和種馬ってどんな馬？

社台スタリオンステーション×宮田朋典氏
日本競馬を代表する種牡馬たちの

裏側にせまる Part2

ダーレー・ジャパン
イギリスにおける引退競走馬のアフ
ターケアとセカンドキャリア最新事情

エクイネット
エクイネットからのお楽しみ新企画発表！！

エクインターナルジャパン
サドルフィッティング講座

ホースメッセ
チャリティーオークション

認定NPO法人引退馬協会
練習馬を終の棲家へ

～ホーストラスト代表に聞く～

Sports Island OKINAWA
「ヨナグニウマ」の

魅力と沖縄で楽しむホースライディング

Sports Island OKINAWA
「ヨナグニウマ」の

魅力と沖縄で楽しむホースライディング

10：30～11：15 10：30～17：1510：30～11：1510：30～11：15

12：30～13：15 12：30～13：15 12：30～13：1512：30～13：15

14：30～15：15 14：30～15：1514：30～15：15

16：30～17：15 16：30～17：15 16：30～17：1516：30～17：15

18：10～18：30 18：10～18：30

10：30

12：30

14：30

16：30

18：10

11：15

13：15

15：15

17：15

18：30 ※スケジュールは変更する可能性がございます。最新の情報はホースメッセ公式サイトをご覧ください。 

人 人

人

人

人

人

人

人

￥4,800 ￥4,800

￥2,800

￥4,800

￥4,800

￥4,800

￥2,800

￥4,800

￥1,800

￥2,000

限定30名

￥1,800

￥2,800

11：00スタート

ホースメッセ 
Selected Brand

ビッグセール ！
人気のブランド限定、
1日限定の乗馬用品
セレクトセールです。
あんなものがこんな価格
に！ワクワク空間にお越し
ください！
参加ブランド（予定）

連日
イベント
開催！ 浅草カフェ「Chillhouse」

のホースメッセオリジナル
"琥珀ソーダ"は一押しメ
ニュー。琥珀糖が馬型
に !？ インスタ映え間違い
なし ！



1月16日（木）

イベントホールB 会議室3

1月17日（金）

イベントホールB

1月18日（土）

イベントホールB 会議室3

1月19日（日）

イベントホールB 会議室3

　横浜ワールドポーターズ 6F 有料講習会のチケット発売中！

第2会場　横浜ワールドポーターズ6F　　9：30～19：00

馬の幸福・福祉のために“馬” “人” “生活” “療”の多方向から、
私たちが出来ることを学ぼう！ 
あなたの馬ライフがさらに充実したものになるよう、馬業界のスペシャリストを講師としてお招きして、
様々な視点から人と馬とのかかわり方や乗馬・馬術の講座を開催いたいます。

９F 連絡通路

ワールドポーターズ
有料駐車場

横浜ワールドポーターズ  6F
南側（赤レンガ倉庫方面）

AED

会議室
3

イベント
ホール

B

特 スペシャルトークショー
馬とのかかわりの深い有名人や著名人をお招きしたトークショーです！ 

生活 生活に根付いた馬についての講座
様 な々形で生活に根付いた馬に焦点を当てた講座です。

馬 ウマについての講座
馬の生態理解やコミュニケーション、ケア、マッサージなど馬に焦点を当てた講座です。

療 ホースセラピー、アニマルセラピーについての講座
動物との触れ合いを通じ、人の心と身体にプラスの効果を与えるアニマルセラピー・ホースセラピーの講座です。

人 ライダーについての講座
馬に乗るコツや付き合い方、乗馬のための体幹トレーニングなどライダーに焦点を当てた講座です。

有料講習会のチケット発売中 ！パスマーケット

passmarket.yahoo.co.jp
パスマーケットスマートフォンで【                                         】を検索、または

QRコードを読み取り、アクセスして下さい。（右 QRコード参照）
1

ご希望の講座がみつかりましたら、【チケットを申し込む】をタップ後
ご購入枚数を入力。（右図②参照）

2

アンケートの入力。（ログインされた方は一部省略されます）
※ アンケート入力に約１分程度かかります。

4

ご登録いただきましたメールアドレスに、チケット（QRコード）が届
きますので、ご確認ください。

7

直接、横浜ワールドポーターズ 6 階の講習室にお越しのうえ、受付
に QRコードをご提示ください。

8

【ログイン】または【ログインせずに申し込む】をタップ。
※ 「ログイン」とは、yahoo!JAPAN のログインになります。
※ 「ログイン」すると、「アンケート入力」が一部省略され、スムーズにチケットが購入できます。

3

お支払情報を入力。
※ 当日券のお支払いは、クレジットカード決済のみの受付とさせていただきます。

5

お客様情報とチケット情報の内容をご確認のうえ【申し込みを確定す
る】をタップ。ここでチケットお申し込みが完了です！

6

ご不明な点が
ございましたら、

スタッフまでお尋ねください。

第2会場

10：0010：00

10：3010：30

11：3011：30

12：3012：30

13：3013：30

14：3014：30

15：3015：30

16：3016：30

17：3017：30

18：3018：30

11：0011：00

12：0012：00

13：0013：00

14：0014：00

15：0015：00

16：0016：00

17：0017：00

18：0018：00

19：0019：00

※スケジュールは変更する可能性がございます。最新の情報はホースメッセ公式サイトをご覧ください。 

11:00～12:45
角居勝彦調教師

宮田朋典氏
西崎純郎氏

グラウンドワークの
イロハ

10：15～11：25
伊藤弘美氏

馬のマッサージ講座

10：15～11：25
山縣真紀子氏

初心者のための
馬のマッサージ講座

13:45～14:55
直子ウィンザー氏

Equine Therapy
馬のウェル・フェア講座

10:30～12:15
宮田朋典氏

初心者のための
グラウンドワーク講座

17:30～18:40
砂田みわ氏

ホースライダーのための
ヨガ＆エクササイズ講座

13：30～15：00
ホースメッセ

スペシャルトークショー
作家 村山由佳氏

14：30～
ホースメッセ

スペシャルトークショー
Dr.コパ
開運！！

トークショー

15：30～16：40
エンデュランストークショー
全日本エンデュランス馬術大会3連覇

荒井三冬選手
（関西学院大学）

15：00～19：15
川島 舟氏　佐藤 仁氏 

越智斉子氏
森川敦子氏 

高橋のり子氏
ホースセラピーの

効果と可能性
～馬がいるとできること～

9:45～10:55
Terry Sakai（酒井忠輝）氏

サドルフィッターの
視点から2

10:00～11:30
青野菜名氏
宮田朋典氏

理想の騎乗姿勢へ導くための
キネシオテーピング講座

11:30～13:15
直子ウィンザー氏

馬屋原孝惠氏
馬のクラニオ・セイクラル・

セラピーについての
シンポジウム

12:00～13:30
スザンヌ女史トークセミナー

いつでも 誰でも！
今からできる

BIM上達の秘密

14:00～15：45
宮田朋典氏

ホースコミュニケーショ
ン講座

17：15～19：00
東京農業大学 農学部

准教授 川嶋舟氏
船橋慶延氏　他

馬のいる生活
田舎暮らし（移住）シンポジウム

17：15～19：00
荒井亜紀氏

馬医者と牧場主
AKI ARAI
馬の管理に
関する講座

13：45～14：55
Terry Sakai（酒井忠輝）氏

サドルフィッターの
視点から1

15：45～16：55
ピスカリ 三浦理佳氏

（理学療法士）
乗馬療法について

15：45～16：55
沖崎誠一郎氏

馬の個性にあわせた 
ライダーの動きとは？

17：15～19：00
東京農業大学 農学部

准教授 川嶋舟氏
宮田朋典氏　他

馬から社会をデザインする
シンポジウム

生活 生活

療
特

馬

馬

馬

人 馬

馬

馬

馬

馬
人

￥1,800

￥2,800

￥2,800

￥2,800 ￥1,800

￥1,800

￥2,800

￥2,800

￥1,800

￥2,800

￥2,800

￥2,800

￥1,800

￥1,800

￥2,800

￥1,800

￥1,800

￥2,800

馬 人++

馬 人++

人

人

特

特

￥2,800

￥1,800

￥2,800

9：309：30

特 療++

豪華パネリストによる
Messe スペシャル

シンポジウム



1月18日（土） 1月19日（日）

第3会場　横浜赤レンガパーク内特設馬場会場　　8：45～20：00

運営 / 株式会社エクイマーケット　〒194-0013　東京都町田市原町田 2-20-10   tel : 042-728-6861  fax : 042-728-8408

後　　援	 JRA日本中央競馬会・公益社団法人	全国乗馬倶楽部振興協会・一般社団法人	日本障がい者乗馬協会・横浜市	市民局　※順不同
協　　賛	 株式会社ライトスポーツ・ルウム・株式会社日本馬事普及・ソメスサドル株式会社・株式会社シーダーバレー	杉谷乗馬クラブ
	 東京都競馬株式会社　※順不同
協　　力	 公益財団法人	馬事文化財団	馬の博物館・公益社団法人	日本馬術連盟・日本馬匹輸送自動車株式会社

お問合せ：ホースメッセ実行委員会  info@horsemesse.jp
www.horsemesse.jp

�����������������������

第3会場

皆様の暖かいご支援ご協力を受け、赤レンガパーク内に特設馬場会場が
前回よりさらにパワーアップして登場します！

　　　スケジュール

連日、馬のイベントがもりだくさん ！

10：0010：00

11：0011：00

9：009：00

12：0012：00

13：0013：00

14：0014：00

15：0015：00

16：0016：00

17：0017：00

18：0018：00

19：0019：00

20：0020：00

馬 ウマについての講座 ライダーについての講座人

※1月20日（月）は特設会場での催し物はございません。

※画像はイメージです。

2019年第3回 ホースメッセ特設馬場の様子

★ホースメッセスペシャルトークショー 

★馬の学校説明会　18日（土）、19日（日）のみ 

★ホースメッセマルシェ開催 ！

建築家でありながら、風水・家相の第一人
者として活躍されているDr.コパ氏をお迎えす
るスペシャルトークショー。コパノリッキーやラ
ブミーチャンなど所有馬の話あり ！ 開運あり ！ 
テレビや書籍の執筆でお馴染みの“幸せオー
ラ”を、皆さんにお届けします ！

エンデュランスをこのみ、馬にまつわる小
説を執筆している女流作家の村山由佳氏
がご登壇。その場でしか聞けない貴重なエ
ピソードやご自身の体験談など、魅力的な
村山さんのトークショーをお楽しみください!!

普段はなかなか見ることができない馬運車
の中を見学することができます。（無料）競
走馬や競技馬がどのような車で移動してい
るのかを実際に見て知ることができます ！ ！ 
日本馬匹輸送自動車株式会社のご協力
により実現しました。
この機会をお見逃しなく ！

ホースメッセでは新しい取り組みとして、将来ホースマンを目指している方向けに、『馬の学校 説明
会』を開催！ 馬に関する学校で学ぶことをお考えの方は、ぜひお越しください ！ 
 【参加学校】JBBA（公益社団法人 日本軽種馬協会）、BTC（公益財団法人 軽種馬育成調
教センター）、NRA地方競馬全国協会 地方競馬教養センター、公益社団法人 日本装削蹄協
会 装蹄教育センター（18日（土）のみ）、アニマル・ベジテイション・カレッジ 
1月18日（土）～19日（日）10：00 ～19：00 赤レンガ倉庫1号館 2階 ※入場無料 ※入退場自由

馬の馬糞の堆肥で作った新鮮な野菜が日替わりで登場。
その他、自然の中で育まれた果物で作ったジャムやとれたて卵など、
丹精こめて生産された自然の恵みをぜひ ！ ！ 
連日オープン 10：00 ～ 19：00 ※商品がなくなり次第終了予定
赤レンガ倉庫1号館2階

★ ホースメッセ Selected Brand ビッグセール ！  20日（月）のみ
人気のブランド限定、1日限定の乗馬用品セレクトセールです。あんなものがこんな価格に ！ 
ワクワク空間にお越しください ！　赤レンガ倉庫 1号館 2階 11：00 ～

【参加ブランド（予定）】ANIMO、CAVALLERIA TOSCANA、CHILDERIC、DYON、EQUILINE、
HORSE PILOT、HV POLO、KASK、KINGSLAND、PIKEUR、SOMES、two24

Dr.コパ氏
開運!! トークショー ￥2,800
1月18日（土）
14：30 ～
横浜ワールドポーターズ 6階
イベントホールB

村山由佳氏
トークショー ￥2,800
1月19日（日）
13：30 ～ 15：00 
横浜ワールドポーターズ 6階
イベントホールB

★ホースメッセ Show up PARTY♪
任意団体全国流鏑馬女子部による流鏑馬演武披露とカントリーラインダンスチームのコラボ
パーティー♪
ご参加の皆さんも一緒にダンスしませんか?一緒に盛り上がりましょう ！ 
1月18日（土）19：00 ～ 赤レンガパーク内馬場会場　※入場無料 

★ホースメッセ NIGHT !
豪華な馬術種目の一般公開エキシビジョンショーを開催します ！ ！
東京オリンピック＆パラリンピックの馬術競技観戦が何倍も楽しくなるかも ！
1月19日（日）19：00 ～　赤レンガパーク内馬場会場　※入場無料

最新情報は公式サイトで

★ シアタールーム（月・木・金）
乗馬の世界で活躍する方々の動画（エクイネット協力）や、馬の映画を上
映します。上映予定タイトルは「すべての美しい馬」「荒野にて」「スピリット」
の３本。平日限定のイベントとなります。

1/16（木）14：30 ～すべての美しい馬（117分）
1/17（金）14：30 ～荒野にて（122分）
1/20（月）14：30 ～スピリット（84分）

有料講習会のチケットの販売はすべて
　　　　　　　　　で行っております。

★ホースメッセ チャリティオークション
馬関連企業からの出品や有名ブランドのレア品、有名馬術選手や騎手のサイン入りアイテムも ！ ？
1月19日（日）16：30 ～ 17：15　赤レンガ倉庫 1号館 3階マルチスペース

※売上金は、公益財団法人 馬事文化財団を通じ、
　日本固有の在来種を保護する団体へ寄付されます。

体験乗馬・ポニーふれあい・ポニーショーは内容が変更になる場合がございます。
1月16日（木）

12：00～13：00
伊藤弘美氏

馬のマッサージ講座

16：00～17：00
スザンヌ女史講座

①柔らかい手の使い方の秘密

18：00～19：00
青野菜名氏

ホーステーピング入門講座

馬

馬

人

￥3,800

￥3,800

￥4,800

10：30-11：15
体験乗馬

14：30-15：15
体験乗馬

10：30-11：00
ポニーふれあい

14：30-15：00
ポニーふれあい

1月17日（金）

12：00～13：00
Terry Sakai（酒井忠輝）氏

サドルフィッターの視点から3

トリックホースショー スパーキー号

16：00～17：00
スザンヌ女史講座

②鐙コントロールの秘密

18：00～19：00
宮田朋典氏

ホースコミュニケーション講座

馬

人

￥3,800

￥3,800

￥4,800

馬 人++

14：30-15：15
体験乗馬

10：30-11：15
体験乗馬

14：30-15：00
ポニーふれあい

10：30-11：00
ポニーふれあい

12：00～13：00
山縣真紀子氏

初心者のための馬のマッサージ講座

トリックホースショー ホワイトワンボーイ号

16：00～17：00
スザンヌ女史講座

③ディープシートの秘密

19：00～20：00※

ホースメッセ Show up PARTY♪
with 流鏑馬女子部＆カントリーラインダンスチーム
presented by グランドフリート

馬

人

※時間変更の可能性あり

￥3,800

￥4,800

14：30-15：15
体験乗馬

10：30-11：15
体験乗馬

14：30-15：00
ポニーふれあい

10：30-11：00
ポニーふれあい

12:00～13:00
馬屋原孝惠氏

クラニオ・セイクラル・セラピー講座 

トリックホースショー ホワイトワンボーイ号＆スパーキー号

9：00-10：00
荒井亜紀氏 グルーミング講座

17：30～※

ホースメッセNIGHT! 
豪華絢爛なエキシビジョン・ショー

with HORSE FESTA

馬

馬

※時間変更の可能性あり

￥3,800

￥3,800

14：30-15：15
体験乗馬

10：30-11：15
体験乗馬

14：30-15：00
ポニーふれあい

10：30-11：00
ポニーふれあい

with 全国流鏑馬女子部＆カントリーラインダンスチーム
presented by グランドフリート

豪華絢爛なエキシビジョン・ショー with HORSE FESTA

馬運車一般公開！！
各日11：00～15：00（予定）

※体験乗馬は先着順で整理券をお配りします。
※騎乗には条件がございます。詳細は当日おたずねください。

発売・販売：（株）ソニー・ピ
クチャーズ エンタテインメント

13：40-14：0013：40-14：00 13：40-14：0013：40-14：00 13：40-14：0013：40-14：00

ボクに
会いに
来てね♥


