
展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

奈良展 唐古・鍵遺跡公園 ・若犬以上 吉川　栄男

9月12日 磯城郡田原本町唐古50-2 5,000円 〒633-0133

(9/5) ・幼稚/幼犬 桜井市笠176

3,000円 TEL：090-1834-0789

橋本・藤木 ・参考犬 無料 FAX：0744-48-8608

北海道展 富川さるがわせせらぎ公園 ・審査犬 <秋季展事務所>

9月19日 4,000円 今崎　孝博

(9/9) ・参考犬 無料 〒061-1272

北広島市大曲末広5-10-17

川村 TEL：011-398-4675

茨城展 霞ヶ浦総合公園 村松　和明

9月19日 土浦市大岩田1051 〒300-0837

(9/12) 土浦市右籾2604-1

TEL：029-843-1009

寺西・中沢 FAX：029-843-4619

愛知展 愛知県森林公園運動広場 ・若犬以上/参考犬 小田　信樹

9月19日 尾張旭市大字新居5182-1 5,000円 〒464-0013

(9/12) ・幼稚・幼犬 名古屋市千種区汁谷町73

佐藤(大)・原田 4,000円 TEL：052-711-6476

兵庫展 三木グリーンパーク ・若犬以上 <秋季展事務所>

9月19日 三木市福井2472 5,000円 橋本　良秀

(9/11) ・幼稚/幼犬 〒674-0074

4,000円 明石市魚住町清水1169

釜崎・黒川 ・参考犬 無料 TEL:078-942-3943

青森展 十和田市緑地公園(中央公園内) ・審査犬 石久保　一男

9月26日 十和田市西十三番町3 4,000円 〒034-0024

(9/15) ・参考犬 無料 十和田市東十四番町17-41-11

岩佐・渡辺 TEL：0176-22-9251

出陳料 出陳申込所

・出陳犬は中部6県内の会員所有の犬に限定(ハンドラー限定)

・出陳頭数121頭で締切(先着順)

・入場者も中部6県内とする

沙流郡日高町富川北1丁目1380番地の4地先河川敷

全犬 5,000円



展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

新潟展 三条市防災ステーション交流広場 駐車場 ※ 髙栁　豊

9月26日 三条市上須頃167-1 ・若犬以上 〒956-0011

(9/17) 5,000円 新潟市秋葉区車場3-16-5

・幼稚/幼犬 TEL/FAX：0250-24-3205

3,000円

田野崎・原田 ・参考犬 無料

大阪展 ・若犬以上 井原　渉

9月26日 5,000円 〒598-0046

(9/16) ・幼稚/幼犬 泉佐野市羽倉崎1-5-15-1

3,000円 TEL/FAX：072-464-0612

岸川・増田 ・参考犬 無料 携帯：090-3973-1113

岡山展 水と緑のふれあい広場 ・若犬以上 <秋季展事務所>

9月26日 笠岡市平成町98 5,000円 坪田　勇

(9/16) ・幼稚/幼犬 〒709-3614

4,000円 久米郡久米南町下弓削285-18

上田・岩堀 ・参考犬 無料 TEL：086-728-3404

香川展 さぬき市志度総合グラウンド(芝生広場) 三谷　孝夫

9月26日 さぬき市志度天野峠 〒769-2104

(9/16) さぬき市鴨部1163

中川・小原 TEL：087-895-0118

宮崎展 大淀川市民緑地天満橋下 ・若犬以上 東　康郎

9月26日 宮崎市鶴島町市役所下河川敷 4,000円 〒880-0951

(9/19) ・幼稚/幼犬 宮崎市大塚町宮田2884-5

3,000円 TEL：0985-51-2276

安倍 ・参考犬 無料

宮城展 荒雄公園(吉野作造記念館となり) ・審査犬 早坂　康次

10月3日 大崎市古川福沼1丁目2-1 4,000円 〒981-3621

(9/19) ・参考犬 無料 黒川郡大和町吉岡字館下73

桐生・小林 TEL：022-345-2139

岐阜展 揖斐川平野庄橋左岸パターゴルフ広場 ・若犬以上/参考犬 <秋季展事務所>

10月3日 安八郡神戸町西座倉151-1地先  5,000円 内藤　千裕

(9/22) ・幼稚/幼犬 〒501-3944

    4,000円 関市山田929-11

TEL：090-1830-5404

福本・深澤 FAX：0575-28-5285

出陳料 出陳申込所

※会場は午前7時より開場となります。

全犬 5,000円

※出陳料は当日受付にて納金をお願いします。

コロナウイルス感染症ため、春季展同様に入場制限があります。詳しくは三条市のHPを確認してください。

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/seisakusuishin/kohokocho/12232.html#0105_onegai

・出陳申込みは、出陳料と申込用紙が9/22(水)迄に到着したものを受付けます。

・10/3(日)当日、展覧会場はAM6:00に開門致します。

海とのふれあい広場　※

堺市堺区匠町1番

カーナビマップコード：1037693※87



展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

京都展 有限会社JTO物流 千代川駐車場 ・若犬以上 原田　耕二

10月3日 亀岡市千代川町北ノ庄中ノ町27-2 5,000円 〒621-0028

(9/23) ・幼稚/幼犬 亀岡市曽我部町西条下千代5番地

3,000円 TEL：0771-25-0299

田ノ岡・佐藤(重) ・参考犬 無料

津山展 津山産業流通センター ・若犬以上 政岡　隆

10月3日 津山市下田邑2266-15西 5,000円 〒708-0015

(9/26) ・幼稚/幼犬 津山市神戸306-1

4,000円 TEL：0868-66-1339

安倍・木内 ・参考犬 無料

愛媛展 重信川かすみの森公園多目的広場 仙波　隆一

10月3日 東温市上村417番地1地先 〒791-0243

(9/22) 松山市平井町3031-1

佐藤(大)・向 TEL：089-975-2336

大分展 大分市松原緑地公園 ・若犬以上 <秋季展事務所>

10月3日 大分市三佐1421 5,000円 後藤　昭憲

(9/26) ・幼稚/幼犬 〒870-0945

3,000円 大分市津守11組-2

岩佐・増田 ・参考犬 無料 TEL：097-569-2778

千葉展 市原市玉前緑地公園 石井　幸一

10月10日 市原市玉前西2-9-1 有明工業㈱裏 〒295-0011

(10/3) 南房総市千倉町北朝夷488

上田・岸川 TEL：0470-44-2565

静岡展 長伏運動公園サッカー場 ・若犬以上/参考犬 渡邉　勝美

10月10日 三島市長伏274-3 　 5,000円 〒410-0307

(9/30) ・幼稚/幼犬 沼津市青野238-1

     3,000円 TEL:055-969-2363

大塚・西

石川展 金沢市健民海浜公園 ・若犬以上 大家　芳政

10月10日 金沢市普正寺町11-1-1 5,000円 〒929-1176

(9/30) ・幼稚/幼犬 かほく市外日角へ50-7

3,000円 TEL：076-283-4114

藤村・濱田(哲) ・参考犬 無料

出陳料 出陳申込所

全犬 5,000円

全犬 5,000円



展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

和歌山展 せせらぎ運動公園 ・若犬以上 <秋季展事務所>

10月10日 和歌山市中之島1010 紀の川第3緑地 5,000円 田ノ岡　郁也

(9/30) ・幼稚/幼犬 〒645-0004

4,000円 日高郡みなべ町埴田127-4

三谷・中沢 ・参考犬 無料 TEL/FAX：0739-72-5051

島根展 二川公民館下グランド 石号の里 ・若犬以上 有藤　収士朗

10月10日 益田市美都町宇津川377-3 5,000円 〒699-0406

(10/1) ・幼稚/幼犬 松江市宍道町佐々布2202-3

4,000円 TEL：0852-66-1416

岡・菅能 ・参考犬 無料

長崎展 諫早市上山公園 山口　政則

10月10日 諫早市宇都町240-1 〒854-0096

(10/3) 諌早市下大渡野町2455

木村 TEL：0957-26-6701

福島展 郡山カルチャーパーク第4駐車場 ※ <秋季展事務所>

10月17日 郡山市安積町成田字東丸山61 ・審査犬 五十嵐　博

(10/7) 5,000円 〒963-0111

郡山市安積町荒井字柴宮山27-98

真野・石井 TEL：024-945-0807

東京展 江東区東京臨海広域防災公園 小林　豊一

10月17日 江東区有明3丁目8-35 〒124-0014

(10/10) 葛飾区東四ツ木4-27-11

木村・菅能 TEL：03-3692-3363

山梨展 中央市横河電機㈱駐車場 ・若犬以上/参考犬 深澤　守

10月17日 中央市中楯753番地 5,000円 〒400-0423

(10/10) ・幼稚/幼犬 南アルプス市落合1050

4,000円 TEL：055-282-4513

川村・渡辺 FAX：055-284-8034

福井展 花はす温泉 そまやま(駐車場) ※ 青池　紀光

10月17日 南越前町中小屋60-1 ・若犬以上 〒910-0232

(10/9) 5,000円 坂井市丸岡町霞ケ丘1-41

・幼稚/幼犬 TEL/FAX：0776-66-0924

3,000円

矢野 ・参考犬 無料

広島展 松永グリーンパーク裏 東亜林業材木置場跡 ・若犬以上 藤谷　忠明

10月17日 福山市松永町7丁目 5,000円 〒721-0957

(10/7) ・幼稚/幼犬 福山市箕島町6502

4,000円 TEL：084-954-2871

橋本・菅 ・参考犬 無料

出陳料 出陳申込所

・若犬以上/参考犬

　 5,000円

・幼稚/幼犬

     3,000円

※時間短縮の為、参考犬はご遠慮願います。

全犬 5,000円

※出陳料は当日受付にて納金をお願いします。



展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

高知展 高知市東部総合運動場多目的広場 大尾　明

10月17日 高知市五台山1736番地1 〒780-0032

(10/7) 高知市加賀野井2-17-6

藤村・藤木 TEL：088-824-5434

福岡展 筑後広域公園体験エリア駐車場 入口広場 ・若犬以上 久間　寿紀

10月17日 筑後市津島2108-1 5,000円 〒834-1104

(10/10) ・幼稚/幼犬 八女市上陽町下横山3683-2

3,000円 TEL：0943-54-2641

福本・木下 ・参考犬 無料

秋田展 秋田犬の里(多目的広場) ・審査犬 <秋季展事務所>

10月24日 大館市御成町1丁目13-1 4,000円 齋藤　弘子

(10/15) ・参考犬 無料 〒015-0889

由利本荘市砂糖畑21

佐藤(秀)・深澤 TEL/FAX：0184-22-8569

群馬展 鏑川河川福島緑地広場 貴家　雅樹

10月24日 甘楽郡甘楽町福島852-1 〒370-2104

(10/17) 高崎市吉井町馬庭1026-3

大塚・黒川 TEL/FAX：027-388-3250

長野展 犀川第二運動場グランド駐車場 ・若犬以上/参考犬 駒津　基一

10月24日 長野市大字川合新田 5,000円 〒381-0022

(10/18) ・幼稚/幼犬 長野市大字大豆島2968

3,000円 TEL：090-2650-4222

寺西・木内

熊本展 桃尾墓園 ・若犬以上 <秋季展事務所>

10月24日 熊本市東区戸島町777 4,000円 木村　敬祥

(10/17) ・幼稚/幼犬 〒861-5287

3,000円 熊本市西区小島8-3-3

・参考犬 無料 TEL/FAX：096-329-2039

矢野・西 携帯：080-6418-4060

北陸連合展 富山市民球場アルペンスタジアム駐車場橫広場 ・若犬以上 安倍　弘

(富山展) 富山市下飯野30-1 5,000円 〒931-8332

10月24日 ・幼稚/幼犬 富山市森1-8-15

(10/15) 3,000円 TEL：076-438-1086

三谷・木村・小林 ・参考犬 無料

近畿連合展 甲賀市田村神社 駐車場 ・若犬以上 澤村　久

(滋賀展) 甲賀市土山町北土山469 5,000円 〒529-1621

10月24日 ・幼稚/幼犬 蒲生郡日野町西明寺1197

(10/17) 3,000円 TEL：0748-52-6161

奥野・田野崎 ・参考犬 無料

出陳料 出陳申込所

全犬 5,000円

全犬 5,000円



展覧会名

開催日
会場

(申込締切) 担当審査員

中国連合展 ㈱インターオート山口事業所 ・若犬以上 福本　隆二

(山口展) 岩国市周東町上久原12-9 テクノポート周東 5,000円 〒743-0063

10月24日 ・幼稚/幼犬 光市島田6-12-8

(10/17) 4,000円 TEL/FAX：0833-72-1366

岩佐・濱田(哲)・中川 ・参考犬 無料

北九州展 白岩池公園グラウンド ・若犬以上 屛　昭

10月31日 北九州市八幡西区白岩町1 5,000円 〒824-0047

(10/24) ・幼稚/幼犬 行橋市津積293

3,000円 TEL：0930-23-7761

岡・菅 ・参考犬 無料

東北連合展 松ヶ池公園(白つつじ公園)駐車場 ・若犬以上 堀越　誠司

(山形展) 長井市神明町2425 5,000円 〒993-0042

10月31日 ・幼稚/幼犬 長井市平山4092

(10/24) 4,000円 TEL：0238-84-8710

藤村・岩堀 ・参考犬 無料 FAX：0238-84-8711

関東連合展 東京サマーランド ソーラーパネル駐車場(ゴルフ練 佐藤　大輔

(三多摩展) 練習場隣) 〒186-0002

10月31日 あきる野市上代継600 国立市東2-24-17

(10/24) TEL：090-3206-0497

田ノ岡・釜崎・木下 FAX：042-505-4495

中部連合展 中勢グリーンパーク多目的広場 ・若犬以上/参考犬 尾上　紀彦

(三重展) 津市あのつ台5丁目757-1 5,000円 〒514-2222

10月31日 ・幼稚/幼犬 津市豊が丘5-8-5

(10/24) 安倍・上田・加我 4,000円 TEL：059-230-1640

四国連合展 藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場横広場 増田　孝作

(徳島展) 板野郡藍住町徳命字名田129-9 〒771-4302

10月31日 勝浦郡勝浦町大字中角字つく田

(10/22) 35-2

佐藤(秀)・油野・西 TEL：0885-42-2588

九州連合展 サテライトみぞべ 駐車場 ・若犬以上 髙田　利郎

(鹿児島展) 霧島市溝辺町有川2356 5,000円 〒899-7309

11月7日 ・幼稚/幼犬 曽於郡大崎町井俣2706

(10/31) 3,000円 TEL：090-9720-5803

橋本・小原 ・参考犬 無料

8/27現在

全犬 5,000円

全犬 5,000円

※申込締切後の受付は一切出来ません。

出陳料 出陳申込所


