


新型コロナウィルス感染拡大防止に関して、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ください。

<弊社スタッフの感染予防対策>

■ スタッフの検温、体調管理は徹底します。
スタッフに37.5度以上の熱がある、咳の症状がある場合は参加いたしません。

■ スタッフ一同、イベント開催中は不織布マスクを着用致します。

■ 消毒を徹底致します。

<発表会参加者へのお願い>

■ 37.5度以上の熱がある、咳が出る、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。

■ イベント開催中は、ドッグダンスの演技を除くシーンではマスクの着用が必須となります。
予めご了承ください。
（ワクチンの接種回数に関係なく、全ての参加者の方へのルールとなります）

■ 会場内での消毒にご協力をお願いいたします。

■ 会場内の座席配置は、ソーシャルディスタンスが確保できるよう距離設定をしております。
案内に沿って席取をしていただきますようお願いいたします。

■ 以下の方はご参加いただけませんのでご了承管さい。
・ 新型コロナウィルスに感染をしていて、療養期間中に該当する方
・ 開催日から過去7日以内に新型コロナウィルス感染者と濃厚接触をした方
・ 同居家族の感染が疑われている方

感染症対策について



開催日時

2022年11月5日（土） 雨天決行
■ ドッグダンス競技会（発表クラス） 9：00～12：00 受付8：00～
■ ドッグダンス体験会 12：30～13：00 受付12：00～
■ 犬と遊ぶゲーム大会 13：00～16：00 受付12：30～

2022年11月6日（日） 雨天決行
■ ドッグダンス競技会 9：00～13：30 受付8：00～
■ ミニゲーム 14：00～16：00 受付13：00～

※上記は出場者数によって変動の可能性が あることを予め
ご了承ください。

開催場所
カインズ鶴ヶ島店 3階屋上駐車場
（埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1丁目1-13）

エントリーについて

ドッグダンス競技会のエントリー受付は下記フォームより
お申込み下さい。
https://forms.gle/c3WhVftu5XYEKq5C7
■ 「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」の受付期間

2022年9月24日（土）12：00 ～ 2022年10月21日（金）12：00
■ 上記以外の方

2022年9月28日（水）12：00 ～ 2022年10月21日（金）12：00

ドッグダンス体験会、犬と遊ぶゲーム大会のエントリー受付は
下記フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/YFXV1aZCEZy2TXA37
■ 「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」の受付期間
2022年10月8日（土）12：00 ～ 2022年10月30日（日）12：00

■ 上記以外の方
2022年10月12日（水）12：00 ～ 2022年10月30日（日）12：00

2022年11月6日（日）実施のミニゲームについては
当日のご案内のみです。
各コンテンツは一つだけでも参加可能です。コンテンツ内容については
詳細ページをご確認ください。

定員数

2022年11月5日（土）
■ ドッグダンス競技会（発表クラス） 40組
■ ドッグダンス体験会 15頭
■ 犬と遊ぶゲーム大会 30組
※ ドッグダンス体験会、ゲーム大会は枠に空きがある場合
当日参加の受付が可能です。

2022年11月6日（日）
■ ドッグダンス競技会 50組

全て定員になり次第、受付終了となります。

イベント概要

https://forms.gle/c3WhVftu5XYEKq5C7
https://forms.gle/YFXV1aZCEZy2TXA37


開催クラス
内容

2022年11月5日（土） ドッグダンス競技会（発表クラスのみ）

■ 発表クラス
順位付け無し、コメントシートをジャッジからお渡しします。
演技時間 - 1分～4分
参加条件 – 特に無し。どんなペアでも出場可能。
クラス詳細 – 自由に現在の練習の成果を発表していただくクラス。

おやつ、おもちゃなどのモチベーションの使用は可能で
リードを付けた状態での演技も可能です。

2022年11月6日（日） ドッグダンス競技会

■ アドバンスクラス
順位付け有り、点数付きシートをジャッジからお渡しします。
演技時間 – 1分～3分30秒
参加条件 – ①ウィジードッグクラブの教室に3か月以内に

通っているか、WIZONLINEの会員であること
②ウィジードッグクラブの認定ライセンス（WDC-Licence）

1以上を取得していること
③プロのドッグトレーナーとして活動していないこと

クラス詳細 – おやつ、おもちゃなどのモチベーションの使用は可能で
リードを付けた状態での演技も可能です。

■ マスタークラス
順位付け有り、点数付きシートをジャッジからお渡しします。
演技時間 – 1分30秒～3分30秒
参加条件 – ①プロのドッグトレーナーとして活動していないこと
クラス詳細 – おやつ、おもちゃなどのモチベーションの使用は可能

ですが、リード付の演技は不可です。

■ スーパークラス
順位付け有り、点数付きシートをジャッジからお渡しします。
演技時間 – 2分～4分
参加条件 – 特に無し。どんなペアでも出場可能。
クラス詳細 – おやつ、おもちゃなどのモチベーションの使用は可能

ですが、リード付の演技は不可です。

■ ハイクラス
順位付け有り、点数付きシートをジャッジからお渡しします。
演技時間 – 2分～4分
参加条件 – 特に無し。どんなペアでも出場可能。
クラス詳細 – おやつバックの着用禁止

ポケット内におやつ、おもちゃなどモチベーションが
入っている状態は禁止であり、入っている場合は
失格対象とする。リード付の演技は不可です。

ドッグダンス競技会 詳細（１）



入賞について

ジャッジの点数合計の上位者を当日の表彰式にて表彰します。
入賞順位は下記の通りとします。

■アドバンスクラス - 優勝/準優勝/3位/4位/5位
■マスタークラス - 優勝/準優勝/3位
■スーパークラス - 優勝/準優勝/3位
■ハイクラス - 優勝/準優勝/3位

※各クラス出場者が3組以下の場合は優勝者のみ表彰致します。

エントリー費用に
ついて

11月5日（土） ドッグダンス競技会
■発表クラス - ウィジー会員4,700円 非会員5,250円

11月6日（日） ドッグダンス競技会
■アドバンスクラス - ウィジー会員5,800円
■マスタークラス - ウィジー会員6,350円 非会員6,900円
■スーパークラス – ウィジー会員6,350円 非会員6,900円
■ハイクラス – ウィジー会員6,350円 非会員6,900円

※表示価格は全て税込み金額です。
※上記料金はグループでの出場も、人数・頭数に関係なく適用となりま
す。
※エントリー費用は事前振込となります。振込先は最後のページに掲
載しております。
※ウィジー会員とはWDC-LICENCEを取得している方を指します。

----------------------------------------------------------

ドッグダンス競技会にあたり、
一般社団法人日本音楽著作権協会JASRACへ音楽使用の著作権料
の支払いが必要となります。
上記エントリー費用にJASRACに1件あたり支払う費用 300円（税込）
が含まれています。ご了承ください。

DVD販売について

ウィジードッグクラブ関東ドッグダンス競技会のDVDは、
11月19日（土）・20日（日）に開催されます兵庫県加古川市のどうぶつ
の森広場にて開催されます関西ドッグダンス競技会（雨天の場合は中
止）の合同版のDVDとなります。
計4日分の数多くのペアの演技が多く見れる内容となりますので思い
出や勉強のためにぜひお買い求めください。

DVD1セット 税込3,300円

ドッグダンス競技会 詳細（２）



エントリーリストの
配信について

10月21日（金） 正午12：00のエントリー締め切り後、数日以内に
エントリーリストを作成致します。

エントリーリストはお名前、犬の名前、犬種、曲名を記載の上
HPに掲載し、メールにて出場者の皆様にお知らせさせていただきます。

競技ルール

■ 演技時間は規定演技時間の±10秒まで有効とします。
■ 競技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。
■ 競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。（スタッフはお手伝い致しかねます）
■ 演技開始の準備が出来たら司会者へ、手を上げて合図を

してください。
■ 音楽が流れた段階で審査を開始いたします。
■ 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。
■ 競技リンクに入った段階で馴致中であっても、排泄をした場合、

もしくは排泄の仕草をした場合でも失格対象とします。
演技は続行できますが順位はつけません（競技会部門において）
排泄物の処理が必要となった場合は、強制的に音楽を中断し、
処理をした後に 再開していただきます。
※マナーベルト着用の場合も同様です。

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

■ 当日使用するCDは編集した機材以外での確認を事前に
お願いいたします。

■ ヒート中の犬は出場をご遠慮ください。
■ 他人、他犬に影響を及ぼす感染症などを発症している場合、

参加はご遠慮ください。出場が可能かどうかは
ウィジードッグクラブ事務局までお問合せください。

■ 馴致時間、演技中、会場内での待機中、演技終了後
競技会当日すべての時間において犬への手荒な扱いや
マナー違反があった場合、ウィジードッグクラブ
本部の判断で失格とします。
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 等
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や
スタッフが改善がみられない時 など

■ 出場にあたり、原則、狂犬病ワクチン、混合ワクチンの接種を
してください。 体調、年齢などの関係で接種が出来ない場合は、
ウィジードッグクラブ事務局までご相談ください。

ドッグダンス競技会 詳細（３）



音源提出について

音源の提出は競技会当日、受付での提出となります。
CDには次のように、参加クラス、飼い主様のお名前、犬の名前、
曲名、歌手名、曲の長さをご記載ください。

ジャッジシートに
ついて

当日審査で使用するジャッジシートは以下となります。
尚、審査項目の表現など一部修正の可能性があることを
予めご了承ください。

ジャッジシート
（発表クラス）

ドッグダンス競技会 詳細（4）

クラス：スーパークラス
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：2:30

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：2:30



ジャッジシート
（ アドバンスクラス
マスタークラス
スーパークラス
ハイクラス ）

振込先

指定された期日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 （金融コード0310）
支店 法人営業部 （支店コード101）
口座番号 普通 1299541
名義 ウィジードッグクラブ（カ

振込期限

お振込の最終期限 2022年10月26日（水）まで

※ エントリー受付後、3営業日以内にウィジードッグクラブ事務局より
受付確認のメールを致します。

ドッグダンス競技会 詳細（5）



対象
ドッグダンスにご興味ある方であれば全ての飼い主様、犬にご参加い
ただけます。

内容

ドッグダンスに取り入れる犬の技（トリック）を３種類
体験していただきます。

1. 準備運動 - 飼い主様の手に持ったおやつに付いていく連数
2. ツイストの体験 – 犬がその場で１回転する技
3. ウィーブの体験 – 犬が飼い主様の足の間をくぐる技
4. センターの体験 - 飼い主様の足の間で止まる技

持ち物 愛犬のお気に入りのおやつ、リード、首輪（ハーネス）

参加料金
支払い方法

事前予約 – 1頭 1,500円 （事前振込でのご案内）
当日受付 – 1頭 2,000円 （当日現金でのご案内）

※表示価格は全て税込み金額です。
※複数頭で参加の場合は、上記料金が頭数分必要となります。

振込先

指定された期日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 （金融コード0310）
支店 法人営業部 （支店コード101）
口座番号 普通 1299541
名義 ウィジードッグクラブ（カ

振込期限
お振込の最終期限 2022年10月31日（月）まで

※ エントリー受付後、3営業日以内にウィジードッグクラブ事務局より
受付確認のメールを致します。

ドッグダンス体験会 詳細



対象 全ての飼い主様、犬にご参加いただけます。

内容

全5種類のゲームを飼い主様と愛犬でペアになっていただき、チャレン
ジしていただきます。全てのゲームには上位者に景品をご用意致しま
す。
実施ゲーム名は以下となります。
・ドキドキコース（障害物競争）
・just 1 minute ～1分で歩け～
・こっちまで来ちゃイヤーン
・Uターン ☆ Uターン
・come back競争

ゲーム詳細は次ページ以降をご確認ください。
また事前にゲーム説明については動画に撮影して共有をさせていただ
きます。

持ち物 愛犬のお気に入りのおやつ、リード、首輪（ハーネス）

参加料金
支払い方法

事前予約 – 全5種目全て参加
1頭 4,400円 （事前振込でのご案内）

当日受付 – 1種目 1,650円 （当日現金でのご案内）

※表示価格は全て税込み金額です。
※複数頭で参加の場合は、上記料金が頭数分必要となります。

振込先

指定された期日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 （金融コード0310）
支店 法人営業部 （支店コード101）
口座番号 普通 1299541
名義 ウィジードッグクラブ（カ

振込期限
お振込の最終期限 2022年10月31日（月）まで

※エントリー受付後、3営業日以内にウィジードッグクラブ事務局より受
付確認のメールを致します。

犬と遊ぶゲーム大会 詳細（１）



ゲーム①
【 ドキドキコース 】

全4種類の障害物の設置されたコースを愛犬とリード付の状態で駆け
抜けていただき、一番タイムが早くゴールできたペアが優勝となります。
愛犬が怖がったりしないように、いろいろな障害物を気にせず歩く練習
をしてからゲームに挑戦しましょう！

ゲーム②
【 just 1 minute
～1分で歩け～ 】

一定の長さのコースを愛犬と一緒に歩くだけ！ゴールラインを犬が
通った時に1分ちょうどに近いタイムのペアが優勝となります。ただ歩く
だけではなく犬が早くゴールしたくなるような仕掛けがあるため、愛犬と
の絆も同時に試されます！

犬と遊ぶゲーム大会（仮） 詳細（２）



ゲーム③
【 こっちまで来ちゃ

イヤ～ン 】

一定の距離を離れた箇所に愛犬を待てさせて飼い主様は離れます。
司会者の合図で愛犬を呼んでいただき、次いで待ての指示で愛犬を途
中でストップさせます。コースには基準線を用意しておくのでその基準
線に一番犬が近い位置でストップできたペアが優勝となります。おいで
の最中にストップをする練習をしておきましょう！

ゲーム④
【 Uターン

☆ Uターン 】

壁に隔たれた先にオヤツを置いて準備完了。スタートの合図で愛犬が
おやつを食べに行き、飼い主様の元まで戻ってくるまでのスピードを競
います。実はショートカットコースも用意されていますのでそこを愛犬が
選択できるかの知恵比べ要素も勝因に影響します！

犬と遊ぶゲーム大会（仮） 詳細（３）



ゲーム⑤
【 Come back競争 】

飼い主様は愛犬の弛んだリードを手に持った状態で、後ろに下がって
いきます。犬が飼い主様を抜かしたらペナルティが発生！3秒間のマテ
をする必要があります。一番速いタイムでゴールを出来たペアが優勝
となります。

犬と遊ぶゲーム大会（仮） 詳細（４）



キャンセルについて

■ キャンセル方法
申込後、キャンセルとなる場合はウィジードッグクラブ事務局まで
メールもしくは電話にてご連絡ください。

■ キャンセル料
申込後、キャンセルが発生した場合は以下のとおりキャンセル料が発
生いたします。予めご了承ください。

ドッグダンス競技会について
11月5日（土） 発表クラスのエントリーについて
10月21日（金） までのキャンセル - キャンセル料なし
10月22日（土）～10月30日 （日） のキャンセル

- エントリー費用の20％
10月31日（月）～11月4日 （金） のキャンセル

- エントリー費用の50％
11月5日（土）のキャンセル - エントリー費用の100％
11月6日（日） 発表クラスのエントリーについて
10月21日（金） までのキャンセル - キャンセル料なし
10月22日（土）～10月31日 （月） のキャンセル

- エントリー費用の20％
11月1日（火）～11月5日 （土） のキャンセル

- エントリー費用の50％
11月6日（日）のキャンセル - エントリー費用の100％

※キャンセルの時期に関わらずDVD代金3,300円は全額返金の対象
とさせていただきます。

11月5日（土）実施予定 ドッグダンス体験会・犬と遊ぶゲーム大会に
ついて

10月30日（日） までのキャンセル - キャンセル料なし
10月31日（月）～11月4日（金） のキャンセル

- 参加料金の50％
11月5日（土）のキャンセル - 参加料金の100％

返金の際の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

※ 社会情勢や会場都合で中止となった際は全額返金となりますが、
振込手数料のみお客様のご負担とさせていただきます。ご了承く
ださい。

イベントキャンセルについて



会場図

メインリンク

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

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

【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

問い合わせ

mailto:info@wiz-dog.com

