


日時

2022年5月21日（土）10：30～16：00
受付時間：9：00～ ドッグキャンプお申込みの方は8時30分からご入場可能です。
※ドッグラン解放は 9：00～16：30
※雨天時は中止となり、延期は致しません。

場所
あさぎりフードパーク内 スカイグランド富士山
（〒418-0101 静岡県富士宮市根原449-11）

定員数
（犬と遊ぶイベント）人 ー 75人 犬 ー 70頭
（ドッグダンス競技会） 40組
（夜のドッグダンス） 20組

詳細

詳細はHPよりご確認ください。

https://wiz-dog.com/event/20220521withdogday%20asagiri.htm

※ クリックすると詳細ページにリンクします。
リンクしない場合は、URLをアドレスバーに貼りつけて下さい。

申込期間

・ 「ウィジードッグクラブのしつけ教室に通われている飼い主様」または「WIZ オンライン会員様」
2022年4月1日（金）10:00 ～ 2022年5月13日（金）10：00まで

・ 上記以外の方
2022年4月11日（月）10:00 ～ 2022年5月13日（金）10：00まで

※ 申込期間中でも定員に達した時点で受付を終了致します。
※ ドッグダンス競技会のみ、2022年4月25日（月）20：00で申込期間終了となります。

参加料金

・ 犬と遊ぶイベント
ワンデイチケット（人1人＋犬1頭） 4,950円
人1人追加 2,200円 犬1頭追加 2,200円

・ ドッグダンス競技会
発表クラス（順位付け無し） 1エントリー 4,400円
競技クラス（順位付け有り） 1エントリー 5,500円

・ 夜のドッグダンス（発表会）
1エントリー 5,500円

・ ドッグキャンプ
テント1張毎に 3,300円 （表示価格は全て税込みとなります）

振込口座

2022年5月16日（月）15:00までに下記の銀行口座にお振込みください。
銀行名 GMOあおぞらネット銀行
支店 営業法人部
口座番号 普通）1299541
名義 ウィジードッグクラブ（カ
※他コンテンツの参加費用と合算の振込が可能です。
※ドッグダンス競技会のエントリー費用のみ、4月26日（火）15:00までにお振込みをお願いいたしま
す。

イベント概要

https://wiz-dog.com/event/20220521withdogday%20asagiri.htm


会場図

上記図は予定のため変更の可能性があります。

当日申込について

ワンデイチケットについて

ワンデイチケットでは下記ゲームに参加が可能となります。
※イベント詳細は以降のページをご参照ください。
◆メインリンク付近でのイベント 【マテ競争】 【慎重ダッシュ】
◆常設コンテンツ 【チャレンジダッシュ】 【かくれんぼ】 に各2回ずつ
◆ドッグランの常時利用可能
犬、および人の追加チケットを購入した場合は該当する犬・人がワンデイチケットに追加して
上記コンテンツが利用可能となります。

当日の申込は以下の形で可能となります。

犬と遊ぶイベント
ワンデイチケット（人1人＋犬1頭） 6,050円
人1人追加 3,300円 犬1頭追加 3,300円
スポットチケット ドッグラン利用チケット 2,200円
スポットチケット かくれんぼ・チャレンジダッシュ 各1,100円

尚、事前申し込みで定員に達した場合は当日の受付は不可となりますので予め
ご了承ください。



イベントスケジュール

※参加者数によって開催時間が
変動する可能性がございます。

時間 メインリンク かくれんぼ チャレンジダッシュ プライベートドッグラン

10:30～

10:45～

11:00～

11:15～

11:30～

11:45～

12:00～

12:15～

12:30～

12:45～

13:00～

13:15～

13:30～

13:45～

14:00～

14:15～

14:30～

14:45～

15:00～

15:15～

15:30～

15:45～

16:00～

16:15～

16:30～

19:00～

20:00～

21:00～

順次案内

慎重ダッシュ

ドッグダンス競技会

（発表クラス）

夜のドッグダンス

随時開催

最終受付　16:00

表彰式

順次案内

昼食休憩 昼食休憩 昼食休憩

順次案内 順次案内

ドッグダンス競技会

（競技クラス）

マテ競争



犬と遊ぶイベント ゲーム内容

【メインリンク】 およびその付近

■ マテ競争
1人＋1頭を1組として参加していただきます。
年齢・犬種関係無く競えるマテ競争！ルールは単純明快で誰よりも長くマテが出来たペアが
優勝となります！
段々と司会者からの指示が難しくなっていきます。
1位～3位には賞品もあり！

■ 慎重ダッシュ
1人＋1頭を1組として参加していただきます。
片手には愛犬のリードを持っていただき、もう片手には割りばしで紙を掴んでいただきます。
紙を落としたらそこからやり直し！一定のコースを誰よりも早く帰ってこれたペアが優勝となりま
す。
1位～3位には賞品もあり！

【かくれんぼ エリア】

■ かくれんぼ
1人+1頭を1組として参加していただきます。1人は指定された範囲で隠れていただきます。
もう１人はリードを持って待機していただき、「スタート」の合図で愛犬に探させます。2分以
内に隠れている飼い主を見つけるまでのタイムを競います。
イベントを通して上位タイムの1位～3位には賞品もあり！
※ イベント開催中（昼食休憩を除く）、いつでも参加可能となります。

【チャレンジダッシュ エリア】

■ チャレンジダッシュ
愛犬と一緒にあさぎりの大自然を駆け抜けよう！決められたコースには一定の障害物があり、
障害物をクリアしながら、ゴールまでのタイムを競います。
イベントを通して上位タイムの1位～3位には賞品もあり！
1位～3位には賞品もあり！
※ イベント開催中（昼食休憩を除く）、いつでも参加可能となります。

【プライベートドッグラン】
ご家族・ご友人とお使いください。1組の使用は1回10分となります。
ワンデイチケットをご購入の方
※ 基本的に何度でもご使用いただけますが、先着順で１回の予約確保を優先します。
※ ２回目以降のご利用は、当日の利用状況によって、空きがある場合可能です。



内容

■ 参加条件
ドッグダンス競技会
発表クラス どなたでも参加できます。
競技クラス ドッグトレーナー、およびドッグダンスイントラクターのプロとして

活動をしていない方のみ参加可能
夜のドッグダンス どなたでも参加できます。

■ 当日の受付について
当日は、イベント会場の総合受付にて音源をCDにてお渡しください。

■ 音源提出
・ 受付時に提出してください。
※CDには「人の名前」「犬の名前」「曲名」「歌手名」「曲の長さ」をご記載ください。

■ 入賞規定
競技クラスに関しては上位3組を表彰致しますが、参加者が15組以上となった場合のみ
上位5組まで表彰致します。（景品は上位3組のみ）

■ ルール
・ 演技時間は、1分30秒～4分間とし±10秒まで有効とします。
・ リンクでの馴致時間は１分間です。
・ 馴致時間には、小道具設置時間も含まれます。
・ 演技で使用する小道具は演技者本人、もしくは関係者の方で運搬、設置をしてください。
その場合、犬は入り口係スタッフがリンク外でリードを持ち待機します。

・ 演技開始の準備が出来たら司会者へ、手をあげて合図をしてください。
・ 犬の洋服、装飾品の着用はかまいません。
・ 犬が恐怖を感じて震えてしまっているなど演技続行が難しいと判断した場合、
演技者の判断で棄権が可能です。

・ 間違えた音源を提出してしまった場合は棄権もしくは、
その音源内容で演技をしていただきます。

・ 馴致時間、演技中、会場内での待機中、演技終了後。
当日すべての時間において犬への手荒な扱いやマナー違反は禁止します。
手荒な扱い … 犬へのリードを強く引くチョーク、犬への暴力行為

犬への威圧的な声掛け・恫喝 など
マナー違反 … 認められていない場所でのノーリード、指定以外の場所での練習

その他、他の演技者が迷惑となる行為、スタッフが注意しても改善が
みられない時 など

ドッグダンス競技会・夜のドッグダンスについて

名前：山田 太郎
犬の名前：ポチ

曲名：いぬのおまわりさん
歌手：Wiz.dog Club
曲の長さ：2分30秒

名前：山田 太郎

犬の名前：ポチ

曲名：いぬのおまわりさん

歌手：Wiz.dogClub

曲の長さ：2分30秒



ドッグダンス（競技クラス） ジャッジシート



ドッグダンス（発表クラス） ジャッジシート



注意事項

ドッグキャンプ 注意事項

■ イベントにご参加される際は、必ずスタッフの案内に従っていただきますようお願いいた
します。

■ 新型コロナウィルス感染拡大防止の為、細心の注意を払いますが、リスクを100％払拭
することはできませんので、自己責任でご参加いただくことをご了承下さい。

■ イベント開催中またはイベント終了後の体調管理は、自己責任でお願いいたします。
■ 会場にて検温・消毒にご協力いただくことがございます。
■ 会場内での事故が発生した場合、弊社に重大な過失がない限り、一切の責任は負いか

ねますので予めご了承ください。
■ 写真・動画の撮影に関して、他の方のプライバシーへの配慮をお願いいたします。撮影

に関してのトラブルが発生した場合は、一切の責任は負いかねますので予めご了承くだ
さい。

■ 排泄や犬の水飲みに必要なグッズは飼い主がお持ちください。また、愛犬の排泄物は、
飼い主がお持ち帰りいただきますようお願いいたします。

■ お手洗いはあさぎりフードパーク内の施設（トイレ）をご利用いただけます。
■ ドッグキャンプを申し込まれていない方は、火気の扱いやBBQはできません。
■ 会場図は予告なく変更する場合がございます。
■ ご来場いただく際は、狂犬病ワクチン・混合ワクチンの接種をお願いいたします。理由が

あって接種ができない場合は事前にご相談ください。
■ 愛犬・その他の犬に対しての手荒な扱いやマナー違反は禁止します。
■ 他の参加者や犬、一般のお客様に迷惑がかからないように、飼い主としてのマナーをお

守りください。
■ 指定場所以外でのノーリードは禁止です。
■ 愛犬の体調管理は飼い主の責任でお願いいたします。万が一体調不良などございまし

たら、スタッフまでお声がけください。
■ 愛犬同士の接触事故が発生しないよう、各飼い主が責任を持って管理をお願いします。

■ キャンプに必要な機材・器具・食材等はご持参ください。
■ オートキャンプはできません。
■ BBQセットなどを洗える場所はご用意しておりません。ご了承下さい。
■ 直火でのＢＢＱや焚火は禁止です。
■ 火の不始末等による事故、事件、破損等につきましては一切の責任は負いかねます。
■ 21時以降に大きな音量での音楽の再生、大声で騒ぐ、花火等他の参加者や近隣の迷惑

になる行為は禁止です。
■ 18歳未満の方のみでのキャンプはできません。
■ 未成年の飲酒は法律で禁じられていますのでお控えください。
■ 飲酒運転は法律で禁じられています。



キャンセル料について

■ 天候により中止になった場合は、全額返金致します。
※ 振込手数料はご負担いただきます。

■ キャンセルの連絡をいただいた時期によりキャンセル料金が異なりますのでご注意ください。
受付開始～2022年5月6日（金）までの場合 キャンセル料なし
2022年5月7日（土）～イベント前日までの場合 参加料金の50％
イベント当日の場合 参加料金の100％
※ ドッグキャンプのみキャンセル料はかかりません。

お問合せ先

ウィジードッグクラブ事務局（月・火曜日 定休日）
TEL 03－5483－4910
e-mail info@wiz-dog.com

【動物取扱業登録証】
事業所の名称：ウィジードッグクラブ 所在地：東京都大田区田園調布1-6-17 種別：訓練・保管・展示
登録番号：14 東京保・訓・展 第002594号 動物取扱責任者：石川恭平 登録年月日：平成21年8月3日 有効期間：令和6年8月2日

各種イベント情報はウィジードッグクラブ公式SNSにて更新いたします！
ぜひご参照ください！

Twitter
アカウント： @WizdogAcademy

Instagram
アカウント： wiz.dogclub

雨天中止の判断について

■ 第一判断
2022年5月18日（水） 15時時点で21日（土）が荒天の可能性がある場合中止と致します。

■ 第二判断
2022年5月19日（木） 15時時点で21日（土）が降水確率60％以上の場合中止と致します。

■ 最終判断
2022年5月20日（金） 15時時点で21日（土）が降水確率60％以上の場合中止と致します。

mailto:info@wiz-dog.com

