2013年

第13回

jkc

ベビー・パピー・マッチショー併催

東京南アイリッシュセタークラブ展
会場：一般社団法人 人材研修センター 富士研修所 富士Calm
＜会場へのアクセス＞（詳細は別紙の会場案内をご覧下さい。）

＜展覧会当日について＞

中央高速道路河口湖インターより、「山中湖・富士吉田」方面、国道139号「浅間神社東」信号右折。
富士五湖道路山中湖インターより、「山中湖・御殿場」→「富士吉田」方面、国道138号「浅間神社東」信号左折。

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ください。

開催日：2013年10月12日(土)
＜出陳申込みについて＞
１．出陳犬は、本会のクラブ会員の所有する、次に該当しないＪＫＣ登録犬に限ります。しかしなが
ら下記資格犬であっても 国内で生まれた犬 は出陳することができます。
①国外公認団体チャンピオン
②FCIインターナショナルビューティーチャンピオン
③AKUアジアチャンピオン
④シュープリームドッグ
出陳申込書は、記入漏れがないようにしてください。JKC登録番号欄には、必ず番号を記入してく
ださい。
（申請中）は認められません。
◎出陳申込書のグループ欄には、面倒でもFCI10グループ制のグループ番号をご記入ください。
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わずに出陳することができます。輸出登録をせずに、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が、国外チャンピオン
の資格を得て出陳する場合には、当該タイトル取得を証明できる血統証明書もしくはチャンピオン
証書等が必要となります。
３．ウェイティングリスト登録犬は、展覧会へ出陳できますが、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。
４．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、異義の申し立てはできません。
①咬癖のある犬・発情した犬
②ショーにふさわしくないカット（丸刈、ペットカット、ラップを巻いたまま等）の犬
③皮膚病、感染症等健康上の危惧がある犬
５．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出陳犬所有者の家族（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）
６．出陳料／広告料
出 陳 犬 1頭 6,000円 (ベビー・パピークラスは 5,000円)

参 考 犬
誌上参考犬
広
告
広
告

1頭
1頭
1Ｐ 白黒写真なし
1Ｐ 白黒写真あり

10,000円
10,000円
10,000円
15,000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 ②参考犬 ③誌上参考犬
◎出陳料は申し込みと同時にお支払いください。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。
※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、申込後、主
催者へ申込書の到着・内容を必ずご確認下さい。

2013年 9 月14日（土）
2013年10月 5 日（土）

申込締切日

◎2010年1月1日以降開催分より各展覧会の出陳申し込み締切日を厳守するため、出陳申込み
漏れや忘れ等十分にご注意ください。
７．自家繁殖犬とは、繁殖者が所有者で繁殖者から一度も名義変更されていない犬を指します。他へ
譲渡して名義変更を経たのち、再び繁殖者が所有した場合は、自家繁殖犬には含まれません。また、自
家繁殖犬は該当年齢の自家繁殖クラスへの出陳となります。クラスを選択することはできません。

＜参考犬・誌上参考犬＞
JKC.CH、INT.CH、AKU.CH、T.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。参考犬は、出陳目録に掲載の上、メインリングで披露します。
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
ベビー
マッチショー

ベ

パピー
マッチショー

パ

ビ

ー

自家繁殖ベビー
ピ

ー

自家繁殖パピー
ジ

ュ

ニ

ア

ヤングアダルト

チャンピオン
シップショー

ア

ダ

ル

ト

生

年

月

日

2013.6.11〜2013.4.12
（生後4ヶ月1日）

（生後6ヶ月）

2013.4.11〜2013.1.12
（生後6ヶ月1日）

（生後9ヶ月）

2013.1.11〜2013.7.12
（生後9ヶ月１日） （生後15ヶ月）

2012.7.11〜2011.10.12

（生後15ヶ月１日）

【審査員・スケジュール・賞位】
＜審査員＞＊審査員は都合により変更することがあります。

龍 田 武 士 審査員

ベストインスペシャリティーショージャッジ

かつてプロハンドラーとして華やかなアフガンハウンドのハンドリング、繁殖をなさっていました。当時から
アイリッシュセターがお好きで、ご家族が繁殖をなさってました。ショーを楽しみにしてくださっています。

＜スケジュール＞

前夜に到着予定の方は、お知らせください。
パピーマッチショー終了後

7：00 開
場
8：00 受付開始
9：00 審査開始
ベビーマッチショー
①Ｂ．ＷＤ 選出まで
②Ｂ．ＷＢ 選出まで
③ＢＢＩＳＳ決定まで
パピーマッチショー
①Ｐ．ＷＤ 選出まで
②Ｐ．ＷＢ 選出まで
③ＰＢＩＳＳ決定まで

写真撮影予定

チャンピオンシップショー審査開始
チャンピオンシップショー
①ＢＤ 選出まで
②ＢＢ 選出まで
③ＢＩＳＳ決定まで
参考犬
アトラクション
写真撮影 14：00

終了予定

＜CC（チャンピオン・チャレンジ・サーティフィケイト）交付対象表＞
交

付

対

象

ＥＸ（クラスに３頭以上の出陳がある場合）
ＲＷＤ・ＲＷＢ（ウイナーズ審査までに、ＷＤ又はＷＢを除き、３頭以上の出陳がある場合）
ＷＤ・ＷＢ（ウイナーズ審査までに、３頭以上の出陳がある場合）
ＢＤ・ＢＢ・ＢＩSＳ（当該審査までに、３頭以上の出陳があり、当該犬がＪＫＣ
チャンピオンでなく、本展でＣＣをまだ取得していない場合）
※当該審査までの出陳犬が２頭いれば賞位は付与されますが、ＣＣは３頭いなければ
付与されません。

（生後24ヶ月）

（以下の記述中、CCの付与はチャンピオンシップショーのみを対象とします）
①ＷＤ・ＷＢの審査
(a)チャンピオンクラスを除く当該ショー区分(ベビー・マッチショー、パピー・マッチショー、チ
ャンピオンシップショー)の牡牝ごとに２頭以上(該当犬を含む)の出陳犬があれば、ウイナーズ
の賞位とリボンを付与致します。
(b)ただし、ＣＣは３頭以上の出陳犬がいなければ付与致しません。
②ＲＷＤ・ＲＷＢ
(a)ＷＤ又はＷＢ、及びチャンピオンクラスを除く当該ショー区分の牡牝ごとに２頭以上(該当犬を
含む)の出陳犬があれば、ＲＷＤ又はＲＷＢの賞位とリボンが付与されます。
(b)ただし、ＣＣは３頭以上の出陳犬がいなければ付与されません。
③ＥＸ
(a)クラスに２頭以上の出陳犬があれば、ＥＸの賞位及びリボンが付与されます。
(b)ただし、ＣＣについては、クラスに３頭以上の出陳犬がいなければ付与されません。
④ＢＤ・ＢＢ
(a)当該ショー区分の牡牝ごとに２頭以上(該当犬を含む)の出陳犬があれば、ＢＤ又はＢＢの賞位と
リボンが付与されます。
(b)ただし、ＣＣは３頭以上の出陳犬がいなければ付与されません。
⑤ＢＩＳＳ・ＢＯＳ
(a)ＢＩSＳ及びＢＯＳについては、入賞数の枠内であれば、頭数に係わりなく賞位とロゼットが付
与されます。
(b)ただし、ＢＩＳＳへのＣＣは３頭以上の出陳犬がいなければ付与されません。

〈アワードオブメリット〉
チャンピオンシップショーにおいて、ベストドック又はベストビッチ審査の実頭数が５頭以上の場合、
ベストドック又はベストビッチ選出に続いて、下記表に従ってアワードオブメリットを選出します。
ただし、ベストドック又はベストビッチに準ずるレベルに達していなければ選出しません。

ベストドック（又はベストビッチ）審査の実頭数

付与数

5〜10頭
11〜20頭
21〜30頭
31〜40頭
41頭以上

1頭以内
2頭以内
3頭以内
4頭以内
5頭以内

2011.10.11以前
（生後24ヶ月1日）

自家繁殖ジュニア

2013.1.11〜2013.7.12

自家繁殖ヤングアダルト

2012.7.11〜2011.10.12

自家繁殖アダルト

2011.10.11以前

（生後9ヶ月1日）

（生後15ヶ月１日）

（生後15ヶ月）

（生後24ヶ月）

（生後24ヶ月1日）

日本以外で生まれた犬で、国外公認団体のCH、

チ ャ ン ピ オ ン FCIインターナショナルビューティーチャンピオン、

及びシュープリームドッグ資格犬は出陳できません。

※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ヶ月という場合は、同じ年の9月末日まで
となりますので、「生後9ヶ月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。

主催：社団法人ジャパンケネルクラブ
後援：社団法人

１．展覧会場では、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。

＜入賞及びCCの付与＞

アトラクションも開催します。詳細は裏面に記載しますが、事前の申し込みが必要です。

申込開始日

住所 山梨県富士吉田市新屋1400
〒403-0006
☎0555-22-5156

展 覧 会 事 務 所
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4‐24‐5 中島方

JKC東京南アイリッシュセタークラブ事務局

電話 03‐5384‐5780 または 03-3300-0262
FAX 03‐5384‐5780 または 03-3300-0260

東京南アイリッシュセタークラブ

ジャパンケネルクラブ／ＪＫＣ東京ブロック協議会／ＪＫＣ東京南クラブ連合会

出陳の申し込み方
所有者がJKC所属クラブ会員でJKC血統書所有犬であれば出陳できます。表のご案内により、年齢のクラス
を確認し、血統書の登録番号の記載もお忘れなく。申し込みは一頭に付き1枚、活字体で血統書に記載されて
いる英文でお書きください。出陳犬にはカタカナで振り仮名を付け、出陳料を添えて現金書留でお申し込み下
さい。出陳犬一頭につき記念品と目録がつきますが、昼食は別途となります。

ショーシステム
ショーの進行順はベビークラスの牡から始め、パピークラス、チャンピオンシップショーの順で進行します。
出陳頭数により進行時間は変わりますのでご注意ください。
ベビークラス、パピークラスは、チャンピオンに必要なポイントは与えられませんが、ベストベビー、ベス
トパピーなどの賞が与えられます。

アイリッシュセター・セミナーに是非ともご参加を!! 【参加費 1人 ￥5,000 (昼食・飲み物付)】
インターナショナルなジャッジとして、世界各国のドッグショーにて活躍をされている 森 喜夫先生を講師
として迎え、メインテーマとしてアイリッシュセターの構成について学んでいきたいと思っています。
非常にわかりやすいと定評のある森先生のセミナー、このチャンスを逃さないよう、多くの方に参加いただ
きたいと願っています。
セミナー日時：2013年10月13日(日) 午前9時〜午後2時
セミナー会場：一般財団法人 人材開発センター 富士研修所 富士Calm ☎0555-22-5156
(富士Calmに宿泊希望の方は、富士Calmへ直接お問い合わせください。犬の宿泊は不可です)
※別紙のセミナー申込書に必要事項をご記入の上、出陳申し込みと同時にお申し込みください。

アトラクションにもご参加を!!

【参加費 1頭 ￥1,000

(2クラスまで参加可能です)】

BISS決定後、開催です。オーナーがＪＫＣ会員で、ＪＫＣ血統書を持っているご愛犬であれば、去勢済みで
もペットカットでもOKです。1頭で2クラスまで参加いただけますので、お楽しみ下さい。

① ファミリークラス
Ａ

同胎犬クラス

Ｂ

父または母親と娘・息子チーム【親子であれば、頭数、年齢、および所有者も問いません】

【オスメス、所有者問わず一緒に生まれた兄弟姉妹同士のチーム】

② ブレースショー

ハンドラー1名が2頭を一緒に引き、2頭の息が合って一体の様に見せるところがポイントです。血縁が
なくても、オーナーが違っても、参加OKです。ブレース用の二又の首輪も売られています。

③ ベテランクラス

このクラスは、年齢が8才以上のシルバーエイジの犬に参加していただくクラスです。

④ アルタード(去勢・避妊犬)クラス

このクラスは、去勢または避妊をした犬に参加していただくクラスです。

※別紙のアトラクション出陳申込書に必要事項をご記入の上、出陳申し込みと同時にお申し込みください。

参考犬のお誘い
外国で生まれた外国チャンピオン及びインターチャンピオンのタイトル犬は、出陳は出来ませんが、今後の
繁殖などの指針の為、『参考犬』で是非みなさんにご披露下さい。（詳細は出陳注意事項をお読み下さい）

ＰＲＡ遺伝子検査とマイクロチップ装填のお誘い
日本での遺伝性網膜萎縮症の遺伝子検査の先駆けとして、当クラブは毎回単独展で集団検診や検査キットの
申し込みを受け付けています。安心な繁殖の条件として欠かせない検査の一つです。検査キットは、1頭約
10,000円で各自のカード払いとなります。予約制ですのでFAXでお申し込みください。会場で検査キットを
お渡しします。
また、確実な個体識別のために、マイクロチップ装填をお奨めしています。2×11mmのチップに、オーナ
ーや犬の情報を記録した15桁の番号が埋め込まれ、災害時、盗難時などに威力を発揮し、諸外国ではオーナー
の責任として行われています。生後4週齢以降くらいからの埋め込みをお奨めいたします。
☆昼食は予約制で、一食 ￥1,000 です。出陳申し込みと同時にご予約ください。ただしお弁当の締め切りは一週間前です。
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２０１３年
JKC 東京南アイリッシュセタークラブ展
アトラクション出陳申し込み
クラス区分(○で囲んでください)
２クラスまで参加可能です
① ファミリークラス
Ａ 同胎犬
Ｂ 父または母と娘･息子
② ブレースショー
③ ベテランクラス
④ アルタード(去勢・避妊犬)

フリガナ

出

母親

オス

メス

父親

母親

オス

メス

本犬名

父親

生年月日(西暦)
年
月

JKC 登録番号
陳

繁殖者
日

フリガナ

父犬名
犬

フリガナ

母犬名
フリガナ

出

本犬名
生年月日(西暦)

JKC 登録番号
陳

年

繁殖者
月

日

フリガナ

犬

父犬名
フリガナ

母犬名
所 属クラブ

ふりがな

出
陳
者

クラブ会員番号

出陳者
氏 名
〒

TEL.

FAX.

出陳者
住 所

出陳犬欄が不足した場合は、コピーしてご記入ください。

１０／１２(土) 昼食 申し込み
昼食を申し込みます

申し込み数

食ｘ１,０００＝￥

ＰＲＡ遺伝子検査キット 申し込み
ＰＲＡ遺伝子検査キットを申し込みます

申し込み数

頭分

１０／１３(日) セミナー 申し込み
アイリッシュセター・セミナーへの参加を申し込みます

申し込み数

人ｘ５,０００＝￥

上記のお申し込みをされた方は、必ず下記項目をご記入ください。
お名前
ご住所

〒

ＴＥＬ
Ｅ-ｍａｉｌ

ＦＡＸ
＠

中央自動車道 から 人材開発センター富士研修所 へのルート

中央自動車道

車 2.8 km、5 分

このルートでは有料区間を通過します。

1. 富士パノラマライン/国道139号線に向かって南東に進
む
有料区間
140 m

2. 富士パノラマライン/国道139号線 に入る
1.7 km

3. 上宿（交差点）で旧鎌倉往還/国道138号線へ進む
500 m

4. 富士浅間神社東（交差点） を右折して 県道701号線 に
入る
270 m

5. 左折する
120 m

人材開発センター富士研修所
山梨県富士吉田市新屋１４００

ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。これらの情報は、混雑具合
や工事、天候等の影響により実際の状況とは異なる場合があります。移動時は実際の
標識や案内板等に従ってください。

東富士五湖道路 から 人材開発センター富士研修所 へのルート

東富士五湖道路

このルートでは有料区間を通過します。

1. 旧鎌倉往還/国道138号線に向かって北に進む
有料区間
13 m

2. 旧鎌倉往還/国道138号線 に入る
5.8 km

3. 富士浅間神社東（交差点） を左折して 県道701号線 に
入る
270 m

4. 左折する
120 m

人材開発センター富士研修所
山梨県富士吉田市新屋１４００

ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。これらの情報は、混雑具合
や工事、天候等の影響により実際の状況とは異なる場合があります。移動時は実際の
標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2013 Google, ZENRIN

車 6.3 km、9 分

