
2022 CAC/J.CAC/V.CAC付与 ベビー、パピー・マッチショー 併催　

主催：ＪＫＣ公認 博多愛犬クラブ/福岡矢部川ファミリードッグクラブ
後援：一般社団法人ジャパンケネルクラブ/JKC九州ブロック協議会/JKC福岡県クラブ連合会

開催日 2022年10月29日（土）

会　場 朝倉市甘木公園多目的グラウンド
（福岡県朝倉市菩提寺琴平町79）

展 覧 会 事 務 所
◎ 博多愛犬クラブ展　   　　　代表　手嶋　大悟　

〒816-0906　福岡県大野城市中2-1-10　(有)アビーロード内
電話 080-5604-4770　FAX 092-863-0708

◎ 福岡矢部川ファミリードッグクラブ展　 代表　松延　謙吾
〒834-0061    福岡県八女市今福1260-1
電話 090-5748-4965　FAX 0943-22-6127

審 　 査 　 員

展 覧 会 当 日 に つ い て
１．展覧会会場では、定められたパドックのスペースを守ってください。
２． 自己出陳犬に係わらず、審査結果に対する質問や批判などは認められません。
３． 主催者の指示に従わないなど、展覧会会場の平穏を害するおそれのある

方は、会場から退場していただきます。

博多愛犬クラブ展 / 福岡矢部川ファミリードッグクラブ展

博多愛犬クラブ展
BISジャッジ 原　勢　真理子
1・4・5・10Ｇ長 柏　木　幾久彦

（1・4・5・10Ｇ）

2・3・6・8Ｇ長 原　勢　真理子
（2・3・6・8Ｇ）

7・9Ｇ長 豊　川　　　修
（7・9Ｇ）

BBIS 豊　川　　　修

BPIS 柏　木　幾久彦

BJIS/BVIS 原　勢　真理子

福岡矢部川ファミリードッグクラブ展
BISジャッジ 豊　川　　　修
1・4・5・10Ｇ長 豊　川　　　修

（1・4・5・10Ｇ）

2・3・6・8Ｇ長 柏　木　幾久彦
（2・3・6・8Ｇ）

7・9Ｇ長 原　勢　真理子
（7・9Ｇ）

BBIS 柏　木　幾久彦

BPIS 原　勢　真理子
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■ テント貸出し
　　（1日あたり）

1張　 15,000円

※ テントのお申し込み
は出陳と同時にお願
いします。

※ 各自ブルーシートを
必ずご持参ください。

■ 駐車料金について
大型車　2,000円
普通車　1,000円

出陳申込開始日 2022年９月22日（木）
※９月22日AM10：00以前のお申し込みは、お断りいたし

ます。
※  FAXでのお申込み後に主催者へ申込書到着内容を必ずお電

話にてご確認ください。
※ 出陳目録には、当該犬のデータの他に所有者名並びに所在地(都道

府県・市区)が掲載されます。

出陳申込締切日
受付頭数が180頭を越えた日
ただし、180頭に達しない場合でも、
10月15日（土）には締め切ります。　

審査進行・ショースケジュール
8：００　受付開始
9：００　博多愛犬クラブ展　審査開始

ベビー・マッチショー＜牡／牝＞Ｂ ．ＢＯＢ選出まで
パピー・マッチショー＜牡／牝＞Ｐ．ＢＯＢ選出まで
チャンピオンシップショー＜牡／牝＞ＢＤ・ＢＢ選出まで
チャンピオンシップショー＜牡／牝＞ＢＯＢ選出まで
ベストジュニアオブブリード審査
ベストベテランオブブリード審査
チャンピオンシップショー＜牡/牝＞
グループ席次選出
博多愛犬クラブ展審査終了後、福岡矢部川ファミリードッグクラブ展審査開始
ベビー・マッチショー＜牡／牝＞Ｂ ．ＢＯＢ選出まで
パピー・マッチショー＜牡／牝＞Ｐ．ＢＯＢ選出まで
チャンピオンシップショー＜牡／牝＞ＢＤ・ＢＢ選出まで
チャンピオンシップショー＜牡／牝＞ＢＯＢ選出まで
ベストジュニアオブブリード審査
ベストベテランオブブリード審査
チャンピオンシップショー＜牡/牝＞
グループ席次選出
博多愛犬クラブ展　ファイナル審査（1st ～ 3rd決定まで）
ベストベビーインショー　
ベストパピーインショー　
ベストジュニアインショー
ベストベテランインショー
ベストインショー
福岡矢部川ファミリードッグクラブ展　ファイナル審査（1st ～ 3rd決定まで）
ベストベビーインショー　
ベストパピーインショー　
ベストジュニアインショー
ベストベテランインショー
ベストインショー
終　了

※ご来場の際は必ずマスクの着用をし、入場の際は検温・手指の消毒にご協力をお願いいたします。



【出陳申込のご注意】
●�全ての展覧会においてチャンピオンシップショー出陳犬は、本会への個体識別登録（マ
イクロチップ、またはタトゥー）が義務付けられています。
●�展覧会当日の出陳クラス変更は出来ませんので、出陳条件等を考慮し、出陳申込み
をしてください。
●�展覧会当日まで、出陳犬データ（出陳犬の情報、及び出陳クラス）の詳細は、公開
することは出来ません。また。問い合わせにも応じられません。

●�申込に際して2022年10月分まで会費が有効であるか、出陳犬の名義変更がなされて
いるかご注意下さい。
※�ＦＡＸによる出陳申込みを採用している展覧会にＦＡＸで出陳を申し込む場合は、申
込み後に主催者に、申込書到着内容を必ずご確認ください。
※�出陳目録には、当該犬のデータの他に所有者名並びに所在地（都道府県・市区）
が掲載されます。

【出陳注意事項】
１．�出陳資格は、次の通りです。
　①本会クラブ会員の所有犬であること。
　②�ＦＣＩ公認犬種で、ＪＫＣ登録犬、ＦＣＩ加盟団体登録犬の他にＡＫＣ、ＫＣ、ＣＫＣ
を含む本会公認団体登録犬【遠征犬】であること。　

　　（2022年4月以降、全ての展覧会で遠征犬による出陳が可能となりました。）
　③�チャンピオンシップショーに出陳する犬は、ＪＫＣへの個体識別登録（マイクロチップ、
またはタトゥー登録がされていること。

２．�輸出登録犬のうちＡＫＣまたはその他のケネルクラブへ国内居住者名義のまま輸出
登録された場合には、リターン手続きを行なわずに出陳することができます。輸出登
録手続きをせずに、国内居住者名義のまま国外展覧会へ遠征した場合にも特に登
録上の手続きは必要ありません。ＪＫＣチャンピオンの資格は無いが、遠征先で取得
した国外チャンピオン資格をもってチャンピオンクラスで出陳するには、チャンピオンを
証明するもの（当該国CH証書（コピー）・タイトルの記載された血統証明書・レジス
トレーション（コピー））を提出してください。（15ヶ月1日以上）

３．�アペンディクス（旧：国内単犬登録／旧：ウェイティングリスト）登録犬は、展覧会
へ出陳することはできますが、各種チャンピオン登録及びその条件となるカード類は
有効となりません。

���※上記の条件に関わらず、繁殖制限登録犬は出陳することは出来ません。

※【遠征犬】、【アペンディクス登録犬】、【繁殖制限登録犬】に関する詳細、及び出
陳条件については、本会ホームページ、もしくは「ガゼット（ＪＫＣだより）」でご確認
ください。

４．�出陳申込の際は必要事項を記入し、本会登録犬はＪＫＣ登録番号を必ず記入してください。
５．�出陳犬は、次の各号の一に該当する場合は出陳できません。万一、審査時に判定
されたときは、審査の対象から除外され、退場して頂くことになりますが、異議の申
し立てはできません。

　①咬癖のある犬及び発情犬　　②皮膚病、感染症等健康上の危惧がある犬
６．�本会登録犬のハンドラー（国外居住者を含む）は本会のクラブ会員、並びにその
家族とします。ただし、その家族（非会員）がハンドラーの場合は、会員であるそ
の家族の所有犬に限ります。

７．出陳料／広告料
　出陳犬　�チャンピオンシップショー　　�　　　　　6,000円　　　
　　　　　�ベビー・パピーマッチショー　　　　　　5,000円
　　　　　�参考犬　　　　　　　　 ��　　　　　6,000円　　　
　　　　　�広告料��　　　　　　　　　　　　　10,000円
◎同一犬が、以下の各号及び「広告犬」に重複することはできません。
　①出陳犬／②誌上参考犬
◎�出陳料は申し込みと同時にお支払い下さい。展覧会当日のお支払いは一切認められません。
◎出陳料は出陳の有無にかかわらずお返し致しません。
【誌上参考犬】
１．�JKC.CH,C.I.B,C.I.E,AKU.CH,� ,T.CH,AG.CH又は外国公認団体CHでＪＫＣに登録
されているものに限ります

２．誌上参考犬は、写真一枚込みで出陳目録に掲載のみとします。
【出陳区分早見表】

出陳クラス
生　年　月　日

生　年　月　日 生　後
ベビー・マッチショー ベビー 2022/04/29 ～ 2022/06/28 4ヵ月1日以上 ～ 6ヵ月以下

パピー・マッチショー パピー 2022/01/29 ～ 2022/04/28 6ヵ月1日以上 ～ 9ヵ月以下

チャンピオン
シップショー

ジュニア 2021/04/29 ～ 2022/01/28 9ヵ月1日以上 ～ 18ヵ月以下

インターミディエイト 2020/10/29 ～ 2021/07/28 15ヵ月1日以上 ～ 24ヵ月以下

オープン 2021/07/28 以前 15ヵ月1日以上 ～

ワーキング 2021/07/28 以前
15ヵ月1日以上 ～
ワーキングトライアルテスト対象犬種
WCC添付

チャンピオン 2021/07/28 以前 15ヵ月1日以上 ～
CH登録証明書添付

ベテラン 2014/10/28 以前 96ヵ月1日以上（8歳以上）

※出陳犬の年齢については、展覧会前日が基準日となりますのでご注意ください。
【例】�１月１日生まれの犬がいるとします。１月１日から９ヵ月という場合は、同じ年の９月

末日までとなりますので「生後９ヵ月1�日」は、同じ年の10月１日となります。従って、
１月１日生まれの犬は、同年10月２日に開催される展覧会からジュニアクラスに出
陳することになります。

【クラス選択の際の注意事項】
１．年齢及び取得資格により、出陳者が出陳クラスを一つ選択します。
２.��犬種区分が、ＦＣＩ展バラエティー区分に統一されます。バラエティー採用犬種は出
陳申込書に出陳するバラエティー名をご記入ください。

３．�チャンピオンクラスについて　
　次に該当する犬はチャンピオンクラス、又は年齢クラスのどちらかを選択できます。
　①年齢が、開催日前日において15カ月1日以上であること。
　②出陳申込時点でチャンピオン証書があるもの。（出陳申込時に添付）
４．ワーキングクラスについて
　�ＦＣＩ指定証明書であるWCC（ワーキング・クラス・サティフィケイト）の写しを出陳申
込時に添付していただく必要があります。

【バラエティー採用犬種】
全ての展覧会の犬種区分をＦＣＩ犬種バラエティー区分に統一され、犬種区分ごとに審
査され、ＣＡＣ（Ｊ．ＣＡＣ／Ｖ.ＣＡＣ）が交付されます。
※出陳申込に際して、その区別を明記してください。
本会ホームページ、または以下のＱＲコードより確認ください。
【バラエティー犬種ＱＲコード】

【出陳申込について】
出陳申込は以下のＱＲコードから出陳申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、
申込んでください。
１．当該犬の年齢、取得資格、出陳条件により、出陳クラスを一つ選択してください。
２.��ＦＣＩ展バラエティー区分に統一されますので、バラエティー採用犬種は出陳申込書
にバラエティー名を記入してください。

３．�チャンピオンクラスに出陳申込みの際は、出陳申込書と「チャンピオン証書」の写し
を添付してください。

　※�チャンピオン資格を持っている犬であっても、「チャンピオンクラス」以外の年齢クラ
スに出陳することも出来ます。

４.��ワーキングクラスに出陳申込みの際は、出陳申込書とＦＣＩ指定証明書であるWCC
（ワーキング・クラス・サティフィケイト）の写しを添付してください。
５．�遠征犬として出陳込みの際は、出陳申込書と当該犬の血統証明書の写しを添付し
てください。

【ドッグショー用】　　　　�������������� � �
　　　　　　　　　　　　

【賞位及びCACの交付】
１．�クラス審査
　�牡牝の各クラス（ジュニア・インターミディエイト・オープン・ワーキング・チャンピオン・
ベテラン）審査を行いエクセレント評価、及びベリーグット評価の出陳犬から３席まで選
出します。チャンピオンクラスを除く各クラスのエクセレント評価である1席犬にジュニアク
ラスにはＪ.ＣＡＣ、ベテランクラスにはＶ.ＣＡＣ、その他のクラスにはＣＡＣが交付されます。

２．ＢＯＢまでの審査
　①ベストドッグ・ベストビッチ審査
　・�牡牝の各クラス（ジュニア・インターミディエイト・オープン・ワーキング・チャンピオン・
ベテラン）のエクセレント評価の1席犬の中からベストドッグ・ベストビッチを選出します。

　②ＢＯＢ審査
　・�ベストドッグ・ベストビッチのどちらか一頭がＢＯＢに選出され、上位審査へ進み、
選出されなかった出陳犬はＢＯＳ（チャンピオンシップショーのみ）となります。

　③ベストジュニア／ベストベテラン審査
　・�ジュニアクラス牡・牝、ベテランクラス牡・牝のエクセレント評価1席犬から、ベストジュ
ニアオブブリード、ベストベテランオブブリードを選出します。

CAC交付対象表
ＣAＣ交付対象 CAC J.CAC V.CAC

インターミディエイト・オープン・ワーキング
（各クラスのエクセレント評価の1席犬） 〇

ジュニア（エクセレント評価の1席犬） 〇

ベテラン（エクセレント評価の1席犬） 〇
※チャンピオンクラスにはＣＡＣは交付されません。

３．グループ審査
⒜グループ入賞は、３席までとなります。
��グループ選では、ＣＡＣは交付されません。
⒝ベビー・パピーマッチショーでは、グループ審査は行いません。
４．ベビー、パピー、ジュニア、ベテランの総合審査（ファイナル審査）
各犬種のベストベビーオブブリード、ベストパピーオブブリード、ベストジュニアオブブリー
ド、ベストベテランオブブリードは、総合審査（ファイナル審査）を行い、ベストベビー
インショー、ベストパピーインショー、ベストジュニアインショー、ベストベテランインショー
を選出します。
５．ベストインショー審査
ベストインショー審査では、ベストイングループ（ＢＩＧ）の中から３席まで選出します。




