
イベント案内用ガイダンス

ドッグトレーナーが
企画する



イベント概要

項目 詳細

開催日時 ① ドッグサップ 2022年9月10日（土） 13：00 ～ 15：00
② ドッグサップ 2022年9月11日（日） 10：00 ～ 12：00
③ ドッグキャンプ＆早朝サップ

2022年9月10日（土）11：00 ～ 2022年9月11日（日）13：00
※早朝サップは 9月11日（日）8：00 ～ 9：00で実施をいたします。

当日受付開始時間 ① 9月10日（土）12：00～ ② 9月11日（日）9：00～ ③ 9月10日（土） 11：00～

会場 那須矢ノ目ダム湖 （〒329-3224 栃木県那須郡那須町豊原）Googleマップでの目的地設定を推奨しています。

定員 ①・② それぞれ30名まで
③ 12組（1組の人数の制限はありませんが、1組の構成は親族のみが対象となります。）

申込期間 2022年7月15日（金）10：00 ～ 2022年8月7日（日） 13：00 まで
※申込期間中でも定員に達した時点で受付を終了いたします。

申込方法 下記フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/FGt15baHYkmdwQmU9

参加料金
振込先

2022年8月10日（水） 13：00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（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

https://forms.gle/FGt15baHYkmdwQmU9


ドッグサップ
料金と内容

項目 詳細

参加料金 ドッグサップ参加費用 （人1名＋犬1頭） 7,500円 ※犬の大きさは問いません
※人1人に対して犬を2頭以上同乗させる場合

10kg以下の犬は1頭 1,500円 10kg以上の犬は1頭 2,500円の追加費用がかかります。
※犬用のライフジャケットは会場にてレンタルが可能となりますが、数に限りがあるため申込
の状況によってご用意できない可能性がございます。その場合は申込時点でお知らせさせてい
ただきます。

サップ参加費用 （人1名） 6,500円
※ 人のみのサップです。ただしドッグサップにお申込みの方のご紹介が必要となります。

ウェットスーツレンタル 1着 1,000円
※ 事前予約が必要となります。ご希望の方は予約フォームにてご入力下さい。

申込にあたり、必ず 注意事項 のページをご確認の上でお申し込みください。
表示価格は全て税込み価格の表記となります。

天候判断
について

ドッグサップ・サップは雨天決行となります。
荒天が予想され、イベント中止となる場合は実施日前日の18時までに申込時に登録された
メールアドレス宛に中止のご連絡をさせていただきます。



項目 詳細

参加料金 ドッグキャンプ ＆ 早朝サップ参加費用 7,000円 ※犬の大きさは問いません
上記は前ページのドッグサップにお申込みいただいたお客様のみが申込可能です。
こちらにお申込みの方は以下の内容に参加が可能となります。

① 那須矢ノ目ダム湖横の広場において6ｍ×6ｍのスペースにおいて
テントを張り（1張り）宿泊、およびバーベキュー等実施することが可能となります。
※9月10日（土）11：00 ～ 11日（日）13：00まで上記内容をお楽しみいただけます。

※会場はキャンプ場として整備されている会場ではないためご了承ください。

② 9月10日（土）18：00～開催するトレーナーによるミニイベントに参加が可能です。
賞品をご用意して実施いたします。

③ 2022年9月11日（日） 8：00 ～ 9：00 に実施する
早朝に行う（ドッグ）サップに1名＋1頭分でご参加いただけます。

テントを1張り以上立てる場合は1張りにつき 追加費用2,000円 がかかります。
早朝サップに参加される人が増える場合 人1名＋犬1頭につき 追加費用3,000円 がかか
ります。
申込にあたり、必ず 注意事項 のページをご確認の上でお申し込みください。
表示価格は全て税込み価格の表記となります。

天候判断
について

ドッグキャンプ・早朝サップは雨天決行となります。
荒天が予想され、イベント中止となる場合は9月9日（金）18時までに申込時に登録された
メールアドレス宛に中止のご連絡をさせていただきます。

ドッグキャンプ＆早朝サップ
料金と内容



キャンセル方法
キャンセル料の規定について

項目 詳細

キャンセル
について

■ キャンセル方法
申込後、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期日にそってキャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承ください。
8月10日（水）までのキャンセル キャンセル料は発生しません
8月11日（金）～8月20日（土）のキャンセル 参加料金の10％相当額
8月21日（日）～8月30日（火）のキャンセル 参加料金の30％相当額
8月31日（水）～参加日前日までのキャンセル 参加料金の50％相当額
参加日当日のキャンセル 参加料金の100％相当額

尚、悪天候によりサップの実施が中止となった際は全額返金となりますが、
返金時の振込手数料のみお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
雨天でもサップは行いますが、テント泊でのご案内が難しい場合ドッグキャンプ＆早朝サップ
の分についてはイベント実施後、返金対応させていただきます。



申込例

パターン① 申込者2名（犬2頭） ＋ ドッグキャンプ希望 早朝サップは2名とも参加の場合

ドッグサップ 7,500円×２件
ドッグキャンプ＆早朝サップ 7,000円
早朝サップ追加 3,000円 合計25,000円

パターン② 申込者2名（犬１頭）

ドッグサップ 7,500円
サップ 6,500円 合計14,000円

パターン③ 友人同士で参加 申込者2名（犬３頭） ＋ ドッグキャンプ希望 早朝サップは2名とも参加の場合

ドッグサップ 7,500円×２件 10kg以下犬1頭追加 1,500円
ドッグキャンプ＆早朝サップ 7,000円×２件

合計30,500円



申込から
イベント当日までの流れ

① こちらのガイダンス内容をご確認の上、下記申込フォームへとお進みください。

https://forms.gle/FGt15baHYkmdwQmU9

② 申込フォームに記載の規約に同意の上、必要情報をご入力ください。
③ ３営業日以内にウィジードッグクラブ事務局より申込内容の確認、およびご入金の案内を

メールにてお送りいたします。
④ メールに記載の申込内容に間違いがなければ 8月10日（水）13：00までに指定の口座への

参加料金をお振込みください。
⑤ 下記をご参考にドッグサップ参加にあたり必要なものをご用意ください。

※天候によるイベントの実施可否やそのほか追加情報などはウィジードッグクラブ事務局より都度メールにて
お知らせさせていただきます。

人の持ち物
・ライフジャケット（会場でレンタル有り） ・タオル ・帽子
・濡れても良い服（ラッシュガードなど） ・着替え
・濡れても良い靴（ウォーターシューズ） ・サングラス ・日焼け止め
・コンタクトの方はゴーグル、眼鏡の方は眼鏡バンド
・湖上で飲めるペットボトルドリンク
犬の持ち物
・ライフジャケット（会場でレンタル有り） ・リード（フレキシブル不可）
・首輪、もしくはハーネス ・ロングリード
・ラッシュガード ・速乾タオル

https://forms.gle/FGt15baHYkmdwQmU9


当日の流れ

ドッグサップに参加の皆様
・参加を予定している1時間前には到着し、お着換え等を事前にお願いいたします。
・サップ開始前20分前になりましたらライフジャケットの調整等をご案内いたします。
・ライフジャケットの着用が完了しましたら、集合写真を撮影させていただきます。
・集合写真撮影後、サップの乗り方のレクチャー等をご案内の上、順番に湖上に出発いただきます。
他、当日スタッフのご案内に従ってご参加ください。

ドッグキャンプに参加の皆様
・9月10日（土）11：00から開始の受付終了後、スタッフがご案内したスペースにおいてテントの設置が

可能となります。
テントの設置場所は当日スタッフの案内に従ってください。
いくつかスペースをご用意いたしますが、到着が早い方からご案内させていただきます。
※テントの設置はサップ参加後でも問題ありません。当日17：00までには完了ください。

・9月10日（土）18：00からウィジードッグクラブスタッフによる賞品をご用意してイベントを
開催いたします。ぜひご参加ください。

・9月11日（日）8：00～9：00で早朝サップを実施いたします。参加される方は7：45までにご準備を
お願いいたします。

・テントの撤収は9月11日（日）13：00を目安にお願いいたします。

※会場の駐車場は十分な台数を確保しておりますが、埋まってしまった場合は徒歩で10分ほどの
駐車場を利用していただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。



注意事項①

■ 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。
■ サップ参加の規約については申込フォームに記載しておりますので必ずご確認の上、お申込みください。
■ 新型コロナウィルス感染拡大防止には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、弊社に故意または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。
■ 駐車場は2ヶ所ありますが１ヶ所は会場から徒歩10分ほどの距離となります。

各駐車場それぞれ25台～30台ほど駐車可能です。
■ 排泄や犬の水飲みに必要なグッズは飼い主が必ずご持参いただきますようお願いします。

また愛犬の排泄物は、必ずお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
■ お手洗いは会場内の仮設トイレ（１つのみ）、および公衆トイレ（徒歩で10分）をご利用いただけます。
■ 会場図は予告なく変更する場合がございます。
■ サップ及びドッグサップ用の人・犬のライフジャケットは会場でレンタルが可能です。

その他ラッシュガード、サンダル、タオル、帽子、着替えなどは各自ご用意ください。
■ 犬を洗う設備、乾かす設備、および電源は会場にはございません。
■ 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。ご事情により

接種ができない場合は事前にご相談ください。



注意事項②

■ 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。
■ ウィジードッグクラブ貸し切りイベントでないため、一般のお客様へのご配慮もご協力お願いいたします。

－－－－－－－－－－－－－
ドッグキャンプについて

■ 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。またBBQにおいて直火は禁止とな
ります。

■ 会場内に水場はございません。BBQをご利用の方は事前のご用意をお願いいたします。
■ BBQなどで出たゴミは会場で捨てることはできません。お持ち帰りいただくようお願いいたします。
■ キャンプに必要な機材・器具・食材等はご持参ください。
■ オートキャンプは出来ません。
■ 近隣地域にお住まいの方に迷惑がかかるような、大きな音量での音楽再生、大声で騒ぐ、花火等は禁止です。
■ 18歳未満の方のみでのキャンプは出来ません。
■ 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。



問い合わせ先

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

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

mailto:info@wiz-dog.com

