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出陳申込
開 始 日

会　場

開催日

展 覧 会 事 務 所 ※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、申し込み後
に主催者に、申込書到着内容を必ずご確認ください。

※各展覧会の出陳申込み締切日を厳守するため、出陳申込み漏れや忘れ等がないよう十分に
ご注意ください。

※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

※ご来場の際は必ずマスクの着用と入場の際は､検温・手指の消毒にご協力をお願い致します。

【出陳申込のご注意とお願い】 
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 9 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。

ベビー、パピー・マッチショー、複数犬クラス  併催　ＣＡＣ／Ｊ.ＣＡＣ／Ｖ.ＣＡＣ付与2022

宇陀市総合運動場

2022年9月10日(土) 2022年8月6日(土)
受付頭数が 250 頭を超えた日

2022年8月26日(金)
には締め切ります。

※申込開始日以前のお申込みは、 お断り致します。

■ 主催　一般社団法人ジャパンケネルクラブ公認  三重松阪愛犬クラブ
■ 後援　一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC）/JKC中部ブロック協議会/JKC三重県クラブ連合会

審査進行・ショースケジュール

※当日は会場の都合上、呼出放送は一切致しませんので時間厳守にご留意下さい。
 また、グループ選以降の審査時間に関しては、出陳頭数及び当日の審査状況により前後することが
ありますので、ご注意下さい。

08：00　　受付開始
09：00　　審査開始
　　　　　ブリード審査（１犬種ごとに以下の通り進行）
　　　　　　　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＞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
　　　　　　　複数犬クラスブリード審査
　　　　　　　（ブレース・ブリーダーズ・プロジェニー）
　
　　　　　チャンピオンシップショー＜牡／牝＞グループ席次選出まで
　　　　　複数犬ファイナル審査／ベストベビーファイナル審査
　　　　　ベストパピーファイナル審査／ベストジュニアファイナル審査
　　　　　ベストベテランファイナル審査
　　　　　ベストインショー審査
　　　　　終　　了

ただし、250頭に達しない場合でも

〒518-0711　三重県名張市東町1805

事務局　村雲　有美子　方 
TEL :  090 -9919-1919
FAX :  0595 -64 -1101

■会場案内　宇陀市総合運動場

三重松阪愛犬クラブ展

駐車料金

【小型】 1日／1,000 円
【大型】 1日／2,000 円

テント貸出し
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。

【料金】  1 日／ 15,000 円
2 日／24,000 円

【寸法】  2 間× 3 間
（3,600× 5,400）

※審査員は都合により変更することがあります。

審　査　員
ベストインショージャッジ 

五十嵐　一公

 長Ｇ01・8・7・4・1 ファン・ミランダ・サウシード＜メキシコ＞
  (1・4・7・8・10Ｇ)

 2・9Ｇ長 宋　玉珊＜台湾＞
  (2・9Ｇ)

 3・5・6Ｇ長 五十嵐　一公
  (3・5・6Ｇ)

ジュニアＢＩＳ/ベテランＢＩＳ

＜台湾＞
宋　玉珊

ベビーＢＩＳ/パピーＢＩＳ
五十嵐　一公

〒633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原１００６

ブレース BIS ／プロジェニー BIS ／ブリーダーズ BIS

＜メキシコ＞
ファン・ミランダ・サウシード



出陳者への
お願い

●会場をきれいに使用するためにゴミの始末、会場における犬の管理等、愛犬家としてのマナーを守って下さい。
●サークルを組む際は、必ずビニールシート等を敷いて下さい。また、パウダーを使用する際は、周囲を囲って下さい。
●出陳の為、車でおいでの方は、係員の指示に従って、駐車場をご利用下さい。
●通路や出入り口には物を置かないでください。
●ハンドラーは、審査開始までに控えリングに集合してください。なお、ハンドラーが重複している場合でも審査は待ちませんので、代理のハンド
ラーを立てて下さい。

【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。 
5．複数犬クラスについて（同一犬種、同一バラエティー）
　  ①　ブレース：同一所有者で、牡牝各１頭のチーム。 
　  ②　ブリーダーズ：同一繁殖者で、３～５頭のチーム（名義変更されていても良い）。 
　  ③　プロジェニー：１頭の父犬または母犬、３～５頭の子犬（第１世代のみ）からなる
　　　４～６頭のチーム。※同胎で無くても良い。 
　  複数犬クラスへの出陳は、当該展のチャンピオンシップショー出陳犬が対象となります。
　  複数犬クラスのみの出陳や、チャンピオンシップショー欠席犬は出陳できません。 
【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。 
６．複数犬クラスに出陳申込をする際は、複数犬クラス用の出陳申込書に記入して申込んでく
ださい。 
【ﾄﾞｯｸﾞｼｮｰ用】　　　　【複数犬用】 

】付交のCACび及位賞【 
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。 
　④複数犬審査 
　・ブレース複数犬、ブリーダーズ複数犬、プロジェニー複数犬の各クラスの席次を決定します。 

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（任意）、複数犬クラス（任意）では、グループ審査は行いません。 
４．ベビー（任意）、パピー（任意）、ジュニア、ベテラン、ブレース、ブリーダーズ、プロジェニー
　　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（任意）、ベストパピーオブブリード（任意）、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、ブレース1席犬、ブリーダーズ1席犬、プロジェ
　　ニー 1 席犬は、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、ベストブレースインショー、
　　ベストブリーダーズインショー、ベストプロジェニー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。 

<CAC 交付対象表 >

○

○

○

インターミディエイト・オープン・ワーキング

ジュニア（エクセレント評価の 1 席犬） 

※チャンピオンクラスにはＣＡＣは交付されません。 

（各クラスのエクセレント評価の 1 席犬） 

ベテラン（エクセレント評価の 1 席犬） 

CAC 交付対象 CAC J.CAC V.CAC

< 出陳区分早見表 >

パピー・
マッチショー

ベビー・
マッチショー

チャンピオン
シップショー

出陳クラス
生 年 月 日

生 年 月 日
ベビー
( 採用の場合 )
パピー
（採用の場合）

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

月 齢
4カ月 1日以上

～  6 カ月以下
6カ月 1日以上

～  9 カ月以下
9カ月 1日以上

～ 18 カ月以下
15カ月 1日以上

～ 24 カ月以下
15カ月 1日以上 

15 カ月 1日以上～
ワーキングトライアルテスト対象犬種
WCC添付

15カ月 1日以上 ～
CH登録証明書添付
96ヵ月 1日以上
（８歳以上）

【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。 
　②ＦＣＩ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。　 

 ）。たしまりなと能可が陳出るよに犬征遠で会覧展のて全、降以月4年2202（   　
　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が出来ません。
※【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。 

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  ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｼｮ  ー ６，０００ 円 
   ﾍﾞﾋﾞ ・ーﾊﾟﾋﾟｰﾏｯﾁｼｮ  ー ５，０００ 円 (任意開催 ) 
   複数犬ｸﾗｽ(1ｸﾞﾙｰﾌ )゚ ３，０００ 円 (任意開催 ) 
 誌上参考犬 (採用の場合のみ )   円 
 広　告　料 (採用の場合のみ )   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。　 

【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。

2022/03/10 ～
2022/05/09

2021/12/10 ～
2022/03/09

2021/03/10 ～
2021/12/09

2020/09/10 ～
2021/06/09

2021/06/09以前

2021/06/09以前

2021/06/09以前

2014/09/09以前


