
エクストリーム練習会・地区大会 出店社募集のお知らせ 

 
エクストリーム・チャンピオンシップ競技とは、犬を愛し、犬と暮らすすべての人々が、愛犬の特性や心理
に、より深い理解を示すとともに、より深い愛情をはぐくんでもらうために開催される、飼い主と愛犬によ
るドッグスポーツです。１９９９年より開始され、あくまで飼い主とその愛犬が一緒に楽しむことを前提と
しています。 
 
最大の開催意義は、「マナーの啓発、飼い主と愛犬の絆を深めること。楽しい時間を過ごすこと」です。その
ため、上位を狙う本格的なアスリートドッグだけではなく、いわゆる「愛玩犬種」の参加も多く、皆様がそ
れぞれの目的をもって当イベントにご参加されています。 
 
昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で開催時期を大幅にずらし９月の開幕となりましたが、今年度は例
年通り４月の開幕を目指して準備しております。各会場にて出店社を募集いたしますので、どうぞご検討下
さいますようお願い申し上げます。。 
 
当イベントはマナー啓発も兼ねております。ドッグスポーツに参加される方は皆様マナーが良く、全国の犬
の飼い主の模範となる方ばかりです。そういった方々は、愛犬家向けのサービスやグッズに関しても高い関
心を持ち、愛犬のためになると思うことは積極的に取り入れる層でもあります。 
 
ぜひ、そういった飼い主様が集まる機会をご利用いただき、貴社のサービスやグッズをアピールしていただ
ければと思います。 
 

２０２１年２月２２日 



開催概要 

 

０１．目的 家族である愛犬とドッグスポーツを通して、愛犬の性質や体調などをより深く知っていた

だき日々の暮らしが健康で快適になること。また愛犬に合った接し方や指導方法を見つけ

ることで愛犬との絆をより深めていただくこと。参加される皆様にマナー向上を呼びかけ

ると同時に実践していただき、会場管理者や近隣住民の方々がその光景を目にすることで、

参加していない犬の飼い主さんに対してマナー啓発をすると共に、犬を飼っていない方々

の犬に対する不安感や嫌悪感を一掃し、人と犬が心地よく共存できる社会の構築を目的と

しています。 

 

０２．２０２１年キャッチ 「あつエク（あつまれエクストリームに）」 

 

０３．主催 エクストリーム実行委員会 

０４．運営 ドッグライフプランはしもと内 エクストリーム事務局 

０５．協賛 Ｅｕｋａｎｕｂａ／デビフペット株式会社／剣建設株式会社／サンテジア／しっぽフェ

スタ、ほか 

０６．協力 ＮＰＯ法人ＷＡＮＷＡＮパーティクラブ／ＮＰＯ法人社会動物環境整備協会／シッポフェ

スタ／はっぴーているず／一般社団法人犬の食用生推進協会／ほか 

 

 

 



開催日程、会場名および位置、各会場における搬入車両の入場について 

 

※全会場、前日に練習会を開催します。 

（練習会：本戦機材を使用した中級者以上向けのイベント。体験コーナーを作るため初心者も参加可） 

 

開幕関西大会 

期日：４月４日（日） 

会場：兵庫県姫路市「大塩シーサイドパーク」 

設営可能時間：金曜 15:00～18:00、土曜 6:00～8:00、16:00～1７:00、日曜 6:00～8:00 

車両について：出店位置横または付近に停め置き可能。 

 

中部地区大会 

期日：５月９日（日） 

会場：愛知県蒲郡市「ラグーナビーチ」 

設営可能時間：土曜 6:00～8:00、16:00～1７:00、日曜 6:00～8:00 

車両について：隣接駐車場に停め置き。５０～１００ｍほどの距離がある。 

 

信越北陸地区大会 

期日：６月１３（日） 

会場：新潟県南魚沼市「しゃくなげ湖わらびのキャンプ場」 

設営可能時間：金曜 15:00～18:00、土曜 6:00～8:00、16:00～18:00、日曜 6:00～8:00 

車両について：会場横のスタッフ用駐車スペース 

 

東北地区大会 

期日：１０月１０日（日） ※耐風予備日翌週の１０月１７日 

会場：福島県会津美里町「せせらぎ公園」 

設営可能時間：金曜 15:00～18:00、土曜 6:00～8:00、16:00～18:00、日曜 6:00～8:00 

車両について：出店位置横に停め置き可能。 

 

最終大会 

期日：１１月７（日）予定 

会場：東京都内 

※別イベントでの大会となりますので、エクストリーム事務局としての出店募集はしておりません。 

 

決勝大会 

期日：１１月後半～１２月上旬日（日） 

会場：東京都立川市「国営昭和記念公園」 

※別イベントでの大会となりますので、エクストリーム事務局としての出店募集はしておりません。 

 

 



２０２０年度のエントリー実績と２０２１年の目標 

 

２０２０ 

開催エリア 

エントリー数 備考  ２０２1 

開催エリア 

エントリー 

目標 

備考 

静岡県 247   
→ 

最終大会（東京） 300  

練習会 94 練習会 100 

兵庫県 195  
→ 

開幕関西大会 210  

練習会 ７１ 練習会 80 

愛知県 206 台風のため会場を替え

て延期。エントリー数減 
→ 

中部地区大会 268  

練習会 49 練習会 80 

新潟県 221  
→ 

信越北陸地区大会 230  

練習会 70 練習会 80 

福島県 181  
→ 

東北地区大会 200  

練習会 45 練習会 60 

 

※大会エントリー数は延べ。練習会は実数。 

※２０２０年の愛知の大会は、台風直撃により静岡県浜松市の会場から会場を替えて翌週に延期。参加

数が３割減りました。 

 

   

   



 

１ブースのサイズと出展料 サイズ３ｍ×３ｍの場所貸し 

 出展料：地区大会のみ 10,000円 練習会とのセット：17000円 
（税別。場所貸しのみ。テント・デスク・椅子などは付いてきません。） 

 

■出店までの流れ 
  

１．期日までに当書類の出店申し込み書をＦＡＸまたはメールに添付して送信してください。 

※メールの場合、データの種類は、PDF、Word、jpegのいずれかでお願いいたします。 

２．出展ができるかどうかのお返事をメールまたは FAXにてお知らせいたします。 

３．出展可能のお知らせにご入金方法を記載していますので、出展料をご入金ください。 

４．出店許可証を発行。開催１週間前をめどに書類を郵送します。 

５．開催当日。 

※期日内であれば追加のお申し込みも可能です。 

 

■申し込みの締め切りについて 
下記の通りとなります。 
４月４日（日） 開幕関西大会  期日：３月２５日（木）１７：００ 
５月９日（日） 中部地区大会  期日：４月２９日（木）１７：００ ※ 
６月１３日（日） 信越北陸地区大会 期日：６月３日（木）１７：００ 
１０月１０日（日）東北地区大会  期日：９月３０日（木）１７：００ 
※発電機など使用の場合は蒲郡市の消防に届け出が必要です。 

 

■備品レンタルについて 
テントやデスクなどの備品につきましては各出店社の皆様にてご手配願います。 
会場によっては車両の搬入時間が指定される場合がございますので、事前のご確認をお願いいた
します。 

 

■出店できない業種 
〇ドッグフード関連（メイン協賛にフード会社が入っているため） 
〇生体の販売および生体の販売契約。 

 

■出店位置・搬出搬入について 
 
〇出店位置は、原則として受け付け順にて自動的に決定いたします。 
○原則として、金曜 15:00～18:00、土曜 6:00～8:00、16:00～1７:00、日曜 6:00～8:00
に搬入出が可能ですが、駐車場から手運びの場合は自由に設営撤収が可能ですが、事情や会場
側の都合で制限がかかる場合もございます。 

※受付など進行状況によっては運営スタッフが対応できない場合があります。 
※搬出入車両の乗り入れは出店社１社につき１台までとなります。二台目以降は駐車場をお使い
下さい。 

 

■キャンセルについて 
 
（１）出店前日 17:00 以降のキャンセルは返金できません。 
（２）出店前日 17:00 までのキャンセルは、返金手数料１０００円を引いた差額を返金致します。 
※ＳＮＳへのメッセージ、メールなど、開催週は制限がありますので、お申し込み後にお送りす
る説明書をよくお読みください。 

出店概要 



２０２０年度エクストリーム練習会・地区大会 出店申込書 

ドッグライフプランはしもと ＦＡＸ：０６－７６３５－８１８３ 
ドッグライフプランはしもと 御中 

「出店のご案内」に記載されている内容を承諾し、以下の通り出店を申込いたします。なお、出店の承諾を得られない場合でも、何ら

異議申し立てをいたしません。 

２０２１年  月  日 

出店社名 

ふりがな 

 

本社所在地 
〒 

 

代表者名 

ふりがな         生年月日 ブース 

表示名 ※ウェブページなどに掲載用    年  月   日生 

連絡・資料 

送付先住所 

〒 

 

担当者名 

ふりがな 

㊞ 携帯電話 

 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

Ｅｍａｉｌ  ＵＲＬ  
 

ご希望の出店会場およびブース数 

会場 単価（税

込） 

ブース数 合計金額 期日 

４月４日（日）開幕関西大会のみ 

前日の練習会とのセット 

11,000円 

17,600円 
ブース 円 ３月２５日（木） 

５月９日（日）中部地区大会のみ 

前日の練習会とのセット 

11,000円 

17,600円 
ブース 円 ４月２９日（木） 

６月１３日（日）信越北陸地区大会のみ 

前日の練習会とのセット 

11,000円 

17,600円 
ブース 円 ６月３日（木） 

１０月１０日（日）東北地区大会のみ 

前日の練習会とのセット 

11,000円 

17,600円 
ブース 円 ９月３０日（木） 

 

総計 円 
 

  

出店内容（当てはまるものすべてに〇をつけて下さい） フード・生体は不可 

ウェアー ・ 首輪 ・ リード ・ アクセサリー ・ おもちゃ ・ キャリー ・ バッグ ・ シャンプー ・ ステッカー 

衛生関連 ・ サプリメント ・ 他（                                           ） 

イベントウェブページ用のＰＲ文（５０文字程度） 

 

※出店のお申し込みはＦＡＸまたはメール添付にてお願いいたします。本書類にて全ての受付を行います。／文字ははっきりと読

めるように、似た文字を区別できるようにお書きください。／記入漏れのないようにお願いいたします。／本書類はイベント終了まで

大切に保管してください。／ご記入の個人情報につきましては出店申込にのみ使用し、第三者へ提供することはありません。 

お問い合わせ先 出店に関して…ドッグライフプランはしもと ＴＥＬ：06-6461-8410 extreme@doglifeplan.jp 

 


