
わんわんマーケット出店概要

●会 場：夢の島マリーナ イーノの森 Dog Garden
●会 期：2022年11月19日(土)・20日(日)
●時 間：10時～16時（予定）
● H  P ：http://www.inulympic.com
主 催：イヌリンピック実行委員会
共 催：夢の島マリーナ イーノの森（スバル興業株式会社）
協 力：イーノの森 Dgo Garden 

プレイボゥ
専門学校ちば愛犬動物フラワー学園

企画・運営：株式会社ぐらんぱう

ワンちゃんも目指せメダリスト!!

イヌリンピック２０２２

イヌリンピックin 

イーノの森 Dog Garden

イヌリンピックはどんなワンちゃんでも参加できるドッグイベントです



イヌリンピック実行委員会は、“ドッグスポーツ”を通して人と犬とがコミュニケーションをはかり
共存共生を行う社会を築いていくことを基本理念に、飼い主のみならずすべての人々へ
犬への理解と関心を深めるための活動を推進しています。

開催目的（テーマ）
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愛犬と家族がともに楽しめる場を提供します1

犬の特性を理解し、人と犬との絆を深める場を提供します2

公式競技はもちろん、ゲーム大会、お楽しみ抽選会、お買い物まで、すべての催しが
愛犬と一緒に参加できます。競技に参加しない方でも一日中楽しめるコンテンツが豊富です。

基本的なしつけの要素を踏まえながら、走る・持ってくる・飛び越えるなど、犬が本来持っている特性を
活かした、どんな犬でも簡単に参加できる競技です。飼い主と愛犬が喜びや達成感を共有することで、
普段なかなか味わうことができない時間を過ごせる場です。

より快適なドッグライフに役立つ情報を発信します3
既存の愛犬家および今後犬との生活を考えている方に、愛犬との暮らしに役に立つ情報を発信します。

ペット企業様の販促プロモーションをご支援します4

イヌリンピックの来場者は、愛犬の情報に敏感なアクティブ層が
主体です。家族で来場されるケースが多く、企業の販促活動に
ご活用いただけやすい場です。

来場者の93％以上が
愛犬家



開催概要

◆開 催 名 ---------- イヌリンピック 2022（本大会）
◆開催日時 --------- 2022年11月19日(土)・20日(日) 
◆時 間 --------- 10時～16時 (予定) 雨天開催
◆開催場所 --------- 夢の島 イーノの森 Dog Garden

東京都江東区夢の島3-2-2 http://ino-forest.com/
◆主 催 --------- イヌリンピック実行委員会
◆共 催 --------- 夢の島マリーナ イーノの森（スバル興業株式会社）
◆ Silver Partner    Pet-RV株式会社
◆ Bronze Prtners 愛犬のおいしい水

北の極
ペット宿ドットコム

◆協力 ------------ イーノの森 Dog Garden
プレイボゥ
専門学校ちば愛犬動物フラワー学園

◆公式カメラマン-- 依田和明（動物写真家）
◆企画運営--------- 株式会社ぐらんぱう
◆公式HP ---------- http://www.inulympic.com
◆入場料 ---------- 無料（競技参加は有料）

※駐車場およびドッグランを利用される場合は、別途有料
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http://ino-forest.com/
http://www.inulympic.com/


会場の特性 [夢の島イーノの森]

イーノの森Dog Gardenは、人もワンちゃんも楽しめる公園として 2013年10月にオープン。首都高速
湾岸線新木場ICより約2分と利便性がよく、江東区の公園としてははじめて園内に2つのドッグラン、
とっとこみち（ノーリードお散歩コース）、イヌリンピック公式競技「タイムレース50」コースなどを
常設化。愛犬が気兼ねなく思う存分走り回って遊べる場として愛犬家に大好評。シャワー付き足洗い場も
完備！周辺には、夢の島マリーナや夢の島熱帯植物館などもあり、今後ますますイベントや愛犬家が集まる
人気スポットとして利用が高まる可能性を持つ会場です。

内 容

アクセス ■電車の場合
JR京葉線・りんかい線・東京メトロ有楽町線「新木
場」駅より徒歩15分。
■自動車の場合
首都高速湾岸線「新木場インター」より2分。

駐車場 ■ 駐車場／300台 ■ 料金／530円（1日１回）

特長 2つのドッグラン、ノーリードお散歩コース、イヌ
リンピック公式競技「タイムレース50」コースが常
設され、愛犬ととも楽しいひと時を過ごせる。
足洗い場を完備。

愛犬家にうれしい
公園が2013年に
オープン！！
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uZsDBao7EaoADM&tbnid=U3vOldN5yguFnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emin.jp/background/049.html&ei=yYDnUp6RN86UkgXS04HwDA&bvm=bv.59930103,d.dGI&psig=AFQjCNGEB3ILrdKfOd88FCdI1-uVnuxv7g&ust=1390989674749432


ペットグッズ販売限定わんわんマーケット
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ハンドメイドや中古品などのペットグッズの販売が行えます！

出店料金（１区画） 区画サイズ 備考 申込締切

物販出店
特別価格１万円（税別）

※２日間の合計料金
※１日出店も同金額

間口３ｍ×奥行３ｍ ※スペース渡しのみ
10月31日（月）まで

※７ページの申込書にご記入の上、メール添付または
FAXにてお送りください

◆物販出店ブーススペース１区画 ※飼い主向けの飲食販売の出店は、別申込となります。

※マーケットエリアはスペースに限りがございます。お申し込み多数の場合は締め切り前でも募集を終了させていただく場合がございます。
※出店料は開催前にお振込みをいただいております。ご了承の上、お申し込みください。

●抽選会への賞品提供のお願い
各日競技に参加した方の抽選会を開催します。１点以上の賞品提供をお願いします。

●出店概要
（１）上記は、出店エリア１区画分（※スペース渡し）２日間合計の料金です。

※1日のみの出店も同料金です。
※わんわんマーケットには、テントや備品、電源は一切つきません。
※わんわんマーケットでは、人用の飲食販売は禁止です。ペットグッズ販売のみとなります。

（２）出店の際は【出店申込書】にご記入の上、FAXまたはメール添付にてお送りください。
（３）各出店スペースは、１区画３ｍ角を白線で区分けしております。区画からはみ出ないように

ご注意ください。出店位置は感染防止を考慮し会場でご案内させていただきます。
ご注意 ●持込テントを設置する際は、風で飛ばされないようペグや紐などで芝生に固定するなどの

対策を行ってください。強風の際は安全のためテントをたたんでいただく場合があります。
●マーケット出店は火気および発電機の使用は禁止です。予めご了承ください。

●搬入・搬出について ※変更になる可能性があります
搬入→ 11月19日（土）・20日（日）とも 午前８時～午前１０時まで
搬出→ 11月20日（日） 午後４時～午後６時頃まで

●駐車場の利用について
隣接する駐車場（合計300台）をご利用ください。※夢の島マリーナ駐車場 1日１回 530円
（退場すると、再度駐車料金がかかりますのでご注意ください）

会場

搬入出時、会場への車両乗入れ不可
搬入出の際、イベント会場への車の乗り入れはできません。ご了承ください。
お荷物は隣接した駐車料より台車などを使ってお運びください（会場は芝生です）



イベント内容（予定）

50mの直線をどれだけ速く走れるかタイムを計測する競技。
はじめての方でも参加可能！
開催時間：10時～14時15分（予定）

愛犬が50m走りゴールした後に、飼い主さんが50ｍ折り返して
走るトーナメント形式の競技です。（参加頭数制限あり）
開催時間： 14時30分～ 15時30分（予定）

コの字型コースに数箇所仕掛けられた「トラップ（わな）」を
クリアしながらタイムを競う障害物レース。
開催時間：10時～ 14時30分（予定）

愛犬の特技や自慢したいことなどを披露！参加ワンちゃん
の中から審査員が一発芸大賞を決定！
開催：調整中

犬に関する問題やしつけのゲームに楽しみながら参加して、
知識を深めよう！
開催：調整中

起伏のあるノーリードお散歩コース「とっとこみち」を利
用した障害物（トラップ）レースです。
開催時間：調整中

※イベント内容・時間は変更される場合がございます。

ペットとの暮らしに役立つ商品や新情報を発信。気になっ
ていたあの商品を体験できるチャンス。
開催時間：10時～16時

愛犬用の洋服やグッズ、フード・おやつなど、その場でお
買い物ができるエリア。ここでしか買えない商品も！
開催時間：10時～16時

【競技種目】タイムレース50

【競技種目】ぐるぐるタイムレース

愛犬一発芸大会（ステージ）

クイズ・ゲーム大会（ステージ他）【競技種目】タイムレース50＋50

【競技種目】トラップタイムレース

わんわんマーケット（物販エリア）

ペット関連企業 出展エリア

出展企業様による商品紹介ステージ。サンプリングやミニ
クイズなどもあり。
開催：調整中

出展企業PRタイム（ステージ他）
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愛犬との上手なコミュニケーションとの取り方を遊びなが
ら学べるゲーム感覚のコンテンツです。
開催時間：10時～ ※終了時間は大会により異なります

イヌリンピックチャレンジ



７

【申込先メール】 grandpaw@petyado.jp 【申込先FAX】0466-84-0514

企業名

ご担当者名 電話番号

メールアドレス お申込み確認はメールにてご返信させていただきます。

携帯番号

ご住所 〒 ―

出店品の内容＆
提供賞品の内容

記入例：犬の洋服など ※1点以上のご提供をお願いいたします。

申込区画数 【 】 区画を申し込みます （１区画 11,000円税込 スペース渡しのみ 火気厳禁です。）

申込金額 円（税込）

イヌリンピック2022本大会【わんわんマーケット出店申込書】 締切：10/31（月）

【出店料のお振込みについて】
出店料は、11月10日（木）までに、右記の指定口座へお振込みをお願いいたします。
※お振込手数料は、出店者様ご負担にてお願いします。ご了承の上、お申込みください。

振込銀行 ： 横浜銀行 湘南台支店
口座番号 ： 普通口座 １５２９５０３
口座名義 ： カ）グランパウ

表彰式最後の抽選会へご提供いただく賞品内容と個数をご記入ください。

ホームページでも賞品提供として記載させていただきます。

mailto:grandpaw@petyado.jp


イヌリンピック実行委員会は、“ドッグスポーツ”を通して人と犬とが
コミュニケーションをはかり、共存共生を行う社会を築いていくことを
基本理念に、飼い主のみならずすべての人々へ犬への理解と関心
を深めるための活動を推進しています。

イヌリンピックを通じて心身ともに健全な犬の育成と飼い主のマナー・
モラルの向上を活動の指針に、真に社会・人・地域に貢献できる大会の
実現を目指し、一歩づつ進んでまいります。

イヌリンピック実行委員会(株式会社ぐらんぱう)
〒252-0813 神奈川県藤沢市西俣野1888-1
TEL：0466-84-0319 FAX:0466-84-0514

e-mail   info@inulympic.com

お問い合わせ

http://www.inulympic.com
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