
主 催：イヌリンピック実行委員会

企画・運営：株式会社ぐらんぱう

協 力：株式会社プレイボゥ

イヌリンピック

概要案内



ごあいさつ
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貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度は「イヌリンピックスポンサーの募集案内」をご覧頂きまして誠にありがとうございます。

皆様のお陰をもちまして「イヌリンピック」は、今年で１１年目を迎えることができました。

これもひとえに、ご出展、ご協賛関係者皆様の多大なるご支援の賜物と、実行委員会一同深く感謝い
たしております。

今年の開催にあたり、イヌリンピックをご支援いただくスポンサー様を募集することになりまし
た、今年も来年以上の多くの方にご来場いただきイヌリンピックの理念を実現していきたいと思いま
す。

イヌリンピック実行委員会は、今後も皆様によりご満足いただけるよう、イベントの拡充

とマナーの啓発に力をそそぎ、人と犬との共生社会の実現に向け鋭意努力してまいりたいと考

えております。今度とも、ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

イヌリンピック実行委員会

実行委員長 藤野 宇一郎

協賛・出展企業様へ
イヌリンピックは、飼い主参加型のドッグスポーツと協賛企業による、犬の生活向上に繋がる
最新情報の展示及びグッズの販売をメインとしております。イベントにお越しになる方は、３０代、４０代を中心に
５０代のアクティブな方も多く参加しています。 イヌリンピックの理念をご理解いただいた意識の高い飼い主に
協賛企業及び出展社のブランドイメージは、好印象にて受け入れられると考えております。



イヌリンピックとは
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ドッグスポーツ競技の祭典

“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ています。

「イヌリンピック」の理念

誰でもどんな

ワンちゃんでも

参加できます！

参加することに意義がある！

イヌリンピックは、2004年多くの方に愛犬とのコミュニケーションのアップと、愛犬同伴での
お出かけ促進、公共施設利用時のマナー啓蒙などを目的にスタートしました。飼い主さんのみ
ならず、一般の方が見ても楽しい、参加していなくても応援できるそんな大会を目指していま
す。

イヌリンピックの競技は、参加したくなったらすぐに参加できる競技、参加することに特別な
訓練は要りません。そして、参加すると気付く愛犬との絆やコミュニケーションの重要性。

すべての競技には、普段の愛犬との生活に必要なしつけの要素も入っています。

イヌリンピックの大会を通して、新たな気付きに繋がれば幸いです。



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。

イヌリンピックとは-開催目的
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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。
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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。
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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



イヌリンピック過去実績

2004年 6月 イヌリンピック初開催

2005年10月 第2回 開催

2006年10月 第3回 開催

2007年11月 第4回 開催

2008年11月 第5回 開催

2010年 5月 第6回 開催

2012年10月 イヌリンピックカーニバル

2013年11月 イヌリンピックカーニバル

2014年 ３月 イヌリンピック桜花祭

2014年 11月 イヌリンピック本大会

2015年 ４月 イヌリンピック桜花祭

2015年 11月 イヌリンピック本大会

2016年 ３月 イヌリンピックインターペット大会

2016年 ４月 イヌリンピック桜花祭

2016年 11月 イヌリンピック本大会

◆イヌリンピック開催実績
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◆来場者の犬オーナー割合（アンケート） ◆来場者県別割合（アンケート）

メディア・媒体名 発行日（放送日）

静岡 Ｋ-ＭＩＸ（静岡局－79.2MHz） 9/19（金） 13：00～16：00

ＦＭ-横浜 『MORNING STEPS』 9/24（水） 7：52～頃 生放送

朝日アドバンス
朝日新聞折込誌 ペットイベント情報

１１月上旬 横浜西版

読売新聞
ポップスタイル『むちゃぶり大作戦』

１1/19 夕刊（関東・関西版）

横浜ケーブルビジョン㈱

イベント情報

11/10～21 文字放送番組

月～金曜 毎日３回放送

日本放送『ハロー神奈川』 ラジオ番組 １1/11 13：50～（１分30秒）

ＮＨＫ 横浜 『こんいちは一都六県』ＴＶ放送 １1/17 放送

㈱シーズ東京

『ゆかいライフ』 首都圏版

ペット情報＆求人情報誌

ＮＨＫ 横浜 『こんいちは一都六県』

ＴＶ放送
１1/17 放送

神奈川新聞社 『アイバザール』 23万部 告知：１1/21掲載
取材：11/24掲載

㈱翔ブラザーズ 『横浜 Walker』

（角川クロスメディア発行）

１1/11発売号
（11/12～25掲載号）

ＦＭサルース 生放送（電話取材） 11/22（土） 12：10～

NTD JAPAN 世界衛星放送
『アジアブリーフ』

tvk ニュース 12/1（12/15） 12：30～14：00

テレビ神奈川 tvk

生活情報番組 『ハマランチョ』

12/1（12/15） 12：30～14：00

ＡＰ通信社 新聞社・ＷＥＢニュースサイトに配信

横浜テレビ局 『はまっこアイ』 11/24（11/30） 19：30～（23：30～）

◆メディア・媒体露出（取材）例

◆企業のサンプリング実績例

業態 サンプリング数

フードメーカー 約5000個

ペット向け飲料 約2000個

アンケート数 約4000枚

会場：海老名コカコーラ運動場

会場：八景島シーパラダイス

会場：八景島シーパラダイス

会場：八景島シーパラダイス

会場：八景島シーパラダイス

会場：東京都立 潮風公園

会場：横浜市 山頂公園

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：インターペット会場内

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden

会場：東京夢の島マリーナ DogGarden



イヌリンピック主なコンテンツ

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！記録

上位者には表彰も。

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。

記録上位者には表彰もあり。

飼い主さんが投げたダミー(おもちゃ)を愛犬が取り
に行き、くわえて戻って来るゲームです。飼い主さ
んの投げるコントロールと時間が勝負の競技！

イヌリンピック会場内に設けられた数箇所のクイ
ズに答えて全問正解すると愛犬のグッズなどが当
たる抽選会に参加できます！

ステージでは、競技の表彰式はもちろん、しつけや

愛犬との生活に役立つ情報を発信。楽しいゲーム

やクイズ大会なども予定。

一緒に盛り上がろう！

※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最新情報を発信。気になってい
たあの商品を体験できるチャンス。

愛犬用のファションやグッズ、

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！
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【競技】タイムレース50 ステージイベント

クイズラリー抽選会

【競技】トラップタイムレース

【競技】フィールドレトリーブ

ペットグッズマーケット

ペット関連企業 出展エリア



イヌリンピック写真

http://www.inulympic.com ７



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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