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【NEWS!!】2018年秋、いぬのきもちフェスタがパワーアップします！

大人気イベント「いぬのきもちフェスタ」はこれまで、お台場ヴィーナスフォートを会場に開
催しておりましたが、今年度は、初開催『カートラJAPAN』イベントとの同時開催により、場
所を幕張メッセに移して開催！ 首都圏在住のいぬのきもち愛読者・Web利用者だけでなく、
愛犬と車でお出かけしたい、よりアクティブな飼育者の参加でパワーアップします！

ジャパンキャンピングカーショーの
主催者をはじめ、車メーカー、旅行
会社、車用品小売り大手、キャンピ
ングカービルダーなど「車で旅する
ことを日本に広げたい」企業で構成

された推進委員会が主催。

いぬのきもちは、愛犬と家族との
豊かな暮らしを応援しています。
日常生活にとどまらず、よりアク
ティブにペットと一緒に楽しめる
生活提案をおこなっています。

初開催！

よりアクティブな

愛犬ライフの

ご提案
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ペット飼育者向けイベント 2018年度 年間予定
（イヌリンピック：本大会11月・桜花賞4月予定+他4記録会4回実施）

名称
いぬのきもちフェスタ

IN幕張メッセ
同時開催：カートラJAPAN

わんにゃんドーム
Supported BY

いぬのきもち ねこのきもち

INULUNPIC GAMES
Supported BY

いぬのきもち ねこのきもち

開催日 2018年 9/28~30 (3日間） 2019年 1/5~6（2日間） 2018年 全6回

会場 幕張メッセ ナゴヤドーム イーノの森ほか

来場者数 6.7万人（想定） 6.3万人（実績） 各回1000名（実績）

犬数 1.5万頭（想定） 1.4万頭（実績） 各回900頭（実績）

特長
いぬのきもち雑誌・Web・アプリ利用の飼

育者+クルマ旅行のアクティブ層

いぬのきもち・ねこのきもち雑誌・
Web・アプリ利用の飼育者

+中京圏の犬猫飼育者

いぬのきもち読者+アスリート犬の飼い
主（中・大型犬比率高い）
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ペット飼育者向けイベント・18年度年間予定（9月・1月・）サマリー

◆幕張メッセで開催（３日間）
◇いぬのきもち本誌会員・Webアプリユーザーと、愛犬と車でお出かけした
いアクティブ層が来場。
◇正面入場ゲートで愛犬ファミリー向けの「いぬのきもちフェスタ」と
「カートラベルJAPAN」をふり分け、いぬのきもちユーザーかつ愛犬連れ
は無料で入場可能。会場は相互の回遊自由。
◇イベント内ではいぬ・ねこきもちランキング2018の受賞企業ゾーンを設
置。隣接するイオンペット幕張本店との売場連携（予定）や、PR効果を発
揮するSNS発信のコンテンツ連携で、より効果的なプロモーションを組み立
てることが可能。

◆ナゴヤドームで開催（２日間）
◇テレビ愛知や中京テレビスポット、中日新聞などで中京圏（愛知・岐阜・
三重・静岡西部）在住の犬猫飼育者に圧倒的な集客を誇り、来場者数は例年
６万人を超える大人気イベント。
◇ドーム前には日本最大規模の売上を誇るイオンペットナゴヤドーム店もあ
り、イベント当日のPOS売上は年間でも最高レベルに。
◇財布の紐が固い中京圏の中で、会場内外で消費に前向きなペッツオーナー
が多く、例年高級輸入車ブランドや賃貸オーナー向け住宅メーカー出展も。

◆年間6回、主に首都圏で開催。
◇イヌリンピックは、2004年「愛犬とのコミュニケーションのアップ」「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。
◇競技は参加したくなればその場で参加可能なものばかりで、特別な訓練は必要
なし。日頃の愛犬との絆やコミュニケーションが肝要に。
◇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）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、
一歩づつ進んでいます。



5

2018年9月28（金）～30日（日）
in幕張メッセ

with

9・10・11ホール

＜同時開催＞ママキッズフェスタ ９ホール



■いぬのきもちフェスタとは・・・
【イベントメッセージ】
いぬのきもちフェスタ＆イヌリンピックは、愛犬との楽しくて幸せな時間を飼い主に提供し、
かつ、愛犬との絆を再確認できる場を提供いたします。
2012年いぬのきもち10周年で「これまで支えて頂いた読者の方々に感謝をお伝えし今後も
愛犬との暮らしをお手伝いしていく宣言をさせて頂く場にしたい」という想いにより初めて
自社主催のいぬのきもちフェスタを開催させていただきました。
12年5月の大阪を皮切りに、6月名古屋、9月東京と3か所で開催、その後は13年5月、12月、
14年6月、15年3月、9月、16年9月、17年9月（いずれも東京・お台場・ビヴィーナス
フォート）と開催を重ねて、来場者数も増えてまいりました。
今後もこのイベントをさらに盛り上げて行くべく、18年度は、場所を幕張メッセに移し
「いぬのきもちフェスタ」を開催致します。ペットオーナー向けのプロモーションをご検討
されている企業様は、ぜひこの機会に、本イベントへのご協賛をご検討ください！

８6％以上が大満足・満足と回答。
高い満足度を維持
（2017年来場者アンケート）

【過去来場者実績】

日程 イベト名 来場人数

2012年10月 いぬのきもち10周年
いぬのきもちフェスタ

40,000名

2013年5月 いぬのきもちスプリングフェスタ2013 41,100名

2013年12月 いぬのきもちフェスタ 2013
みんなでMerry Christmas ！

41,300名

2014年6月 いぬのきもちスプリングフェスタ 2014 47,700名

2015年3月 いぬのきもちスプリングフェスタ 2015 48,400名

※会場は全て東京・お台場ヴィーナスフォート

2015年9月 いぬのきもちオータムフェスタ 2015 48,960名

2016年9月 いぬのきもちオータムフェスタ 2016 47,990名

2017年9月 いぬのきもちオータムフェスタ 2018 48,390名
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年齢 居住地

お買物予算

40代が中心。
次いで30代→
50代の順で、
ある程度収入が
得られる年代になって
飼い始めます。

１都３県
からの来場が
メインです。

お買物予算は5000円
～10000円。
→会場1階店舗（ペッ
ト同伴可フロア）の売
上が毎年、1年の中で
最高となる2日間です

認知経路

いぬのきもち本誌読者
を始め、ブランド接触
者の来場が多い＝エン
ゲージメントの高さが

特徴です。

【2017年来場者アンケートより】

※2017年台場
⇒2018年：幕張と会場

が移るため若干の変動が
予想されます



愛犬の年齢 来場した愛犬の犬種

愛犬の年齢が低い方が
多いのも特徴の１つ。
ブランドの早期接点作りが
可能です。

１位 トイプードル 22.2%

２位 チワワ 14.3%

３位 MIX 12.6%

４位 M.ダックス 8.7%

５位 ポメラニアン 6.8%

上位は全て
小型犬/超小型犬

【2017年来場者アンケートより】

【2017年来場者アンケートより】



◆名 称 いぬのきもちフェスタ201８

◆主 催 いぬのきもち（ベネッセコーポレーション刊）
◆開催日時 2018年9月28日（金）～30日（日） 3日間

28日12時～17時 29日10時～18時 30日10時～17時
◆入 場 料 無料（カートラJAPANは1000円予定

→いぬのきもち特典：ペット連れ 無料）
◆場 所 幕張メッセ ９・１０・１１ホールの1エリア

（カートラJAPANとの相互回遊可）

◆来 場 67,000人（うち、犬頭数15,000頭想定）

■イベント概要

IN

◆会場内コンテンツカテゴリーと面積イメージ
（総面積２2m×２2ｍ：484㎡）
→ ヴィーナスフォート会場と同等

①いぬのきもちメインステージ

②出展社様ブース ブース３m×３m

③冠協賛・プレミアム協賛社様ブース 3m×３m×4ブース=36㎡（変形可）

④コンテンツエリア

⑤いぬのきもちカレッジ（セミナースペース）

⑥miniイヌリンピック会場

⑦2018年ランキング 1位受賞メーカー様展示拡散

⑧会場全体のトイレゾーンご協賛エリア（マナーパンツ・消臭スプレーなど）

※28日はビジネスデーとなりますので名刺の提示で
プレスや関係者様を無料招待可能です。
→28日午前中は一般来場を受け付けず、イベント
の取材などが入ります。12時～一般来場者が
入場します。
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会場イメージ図（予定） 屋内に加え、屋外で車中泊を体験できる
キャンプ会場も用意。
全国からの来場者が見込めます。

別入場口
同時開催

屋外エリア

「カートラジャパン入場口にて、カートラ受付・いぬのきもち受付の２つを設置します。
いぬのきもち9月売同梱チラシ（全国配布）：大人2名・いぬ1頭分の無料チケット
いぬのきもちアプリ会員（当日DL可）：500円割引を適応（犬連れさん限定）
※通常入場料：大人1000円（前売800円）・小人600円（前売500円）・ペットケア費1頭500円（2頭以上一律1000円）

カートラジャパン・
いぬのきもちフェスタ会場
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■いぬのきもちフェスタ ゾーンイメージ（協賛企業様により、増床可）

ブースエリア

ブ
ー

ス
エ

リ
ア

ペット用品物
販

エリア

リード・服
ステッカー

などのグッズ
販売予定

イヌリンピック他
コンテンツエリア

イベント事務局（抽選会場）+
いぬのきもちブース

カートラジャパンからの
受付入場者の回遊
・車旅に興味を持つアクティブな層

いぬのきもちフェスタからの
受付入場者の回遊
・ペットとの「くらし」
に興味を持つアクティブな層



★集客について

①いぬのきもち

本誌：8月10日 発売号 １P告知
9月10日 発売号 ２P告知+入場料無料券つきチラシ同梱：全国

(7月15日までに決定頂いた企業様の露出あり）

WEB：8月15日～ 告知ページOPEN（更新あり）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②カートラジャパン（予定：随時更新）

8月～ サンケイスポーツ・スポーツ報知 ほか新聞
「車中泊」ほか雑誌

BAY FM ほかラジオ

前身イベント：ジャパンキャンピングカーショー来場者のうち
犬の飼育者3000～4000件へ
「カートラジャパンイベント実施
～いぬのきもちフェスタもやってくる！」のDM送信予定

※画像はイメージです



◆ご協賛メニューのご案内
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ご協賛料金

（+ご協賛条件の
掲載金額が加算となります）

200万円Gお申し込み〆 7月15日
※以降、告知掲載はできませんがコンテンツにより
最長9月10日まで可能です。

1000万円G

コンテンツエリア協賛

出展ブース

ステージコンテンツ
特別協賛

会場内出展ブース（１ブース約3ｍ×3ｍ）
＊1ブースにつき25万円（スペースのみ）・35万円（装飾あり）
・40万円：4m×8ｍ（車両）

1ブース
（装飾あり）

イベントタイトルに を全ての告知物等に露出
200万円→1社様限定・決定優先

イベント冠露出

インスタグラマーのブース体験動画 90秒

犬とオーナーの出走。人気コンテンツへのスポンサード

・各社PRコンテンツ 20分
→冠・プレミアム協賛企業様優先→その他枠決定優先

○

4ブース（装飾あり）
変形スペース応相談

インスタグラマー 10名 総計50万フォロワー

◆冠協賛・プレミアム協賛はプラン内容の変更、別メニューとの

組み合わせも可能です。担当営業までお問い合わせください。

・会場内で実施の、しつけ教室やグッドペットパートナーテストなど
→冠・プレミアム協賛企業様優先→その他枠決定優先

チラシやサンプル 5000個
（サンプルをお預かりし、弊社で配布いたします）

いぬのきもちWEBマガジン 8月15日～9月30日
いぬのきもち 9月10日発売号 ２P見開き告知
いぬのきもち 9月10日発売号 優待チラシ（両面）内にて社名・ロゴ
いぬのきもち 12月10日発売号 2P見開き報告

○

○

アプリDL、＃投稿、LINEともだち追加、公式Facebookいいね！
twitterフォローなどにつながるコンテンツ

SNS拡散

miniイヌリンピック
特別協賛

サンプリング

動画制作

告知物露出
社名・ロゴ

スマートフォン
コンテンツ

◆各種ご協賛パッケージプラン

○

○
（１つ選択）

車両出展ご希望の場合は、1ブース４m×８mにつき5万円が追加となります

1200万円G

冠特別協賛
1社様限定

いぬのきもちカレッジ
着席形式のセミナー実施（1回20分）
（枠数制限有、決定優先）

○

プレミアム協賛
１商品種 1社様限定

通常協賛

２回 ２回 １回

パッケージご協賛条件：２０１8年９月～12月末まで

雑誌・WEB・Dマガジン・抜き刷り・POPなど全てのご発注総額125万円（G)以上

○ ○

○
（１つ選択）
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◆ブースの仕様について

Aタイプ：車両展示用区割（４m×８m）
１コマ：40万円（税別）

Bタイプ：スペースのみ （３m×３m）
１コマ：25万円（税別）

Cタイプ：基礎コマ装飾有（３ｍ×３ｍ）
１コマ：35万円（税別）



①イベントタイトルに冠露出
例） <御社ロゴor商品ロゴ> いぬのきもちフェスタ2017

②イベントメインテーマ設定
⇒御社のペットオーナーへの訴求テーマに沿ってイベント全体のコンテンツメッセージを

検討させていただきます 例）健康（フード、歯のケアなど）・絆（おでかけ、ドライブなど）・グッドマナー

③ステージバックパネルへのロゴ露出（メイン掲示）
④ステージコンテンツ（20分枠×2回/日）大人気の松本秀樹さんMCが魅力です ※内容に関してはご相談ください
⑤特別協賛ブース（間口3m×奥行３m×４コマ：144㎡）※装飾あり⇒同等面積で変形可能です。ご相談くださいませ。
⑥サンプリング（本部にてスタンプラリー参加者等へのサンプリング実施、4000～5000個想定）
⑦いぬのきもちカレッジ 着座式セミナー活用可 1日2回（コンテンツ・台本ご準備下さい）
⑧miniイヌリンピックスポンサード 【御社ロゴor商品ロゴ杯】露出、表彰セレモニーでのステージ露出

【メディア】
⑨いぬのきもち本誌（7万部） 9月10日発売号 イベント告知２Pページ内掲載・同号同梱優待券付チラシ露出
⑩いぬのきもちねこのきもちWEB（2000万PV）内タイアップページ（8月以降掲載スタート）

【SNS拡散】
⑪当日、インスタグラマー10名（総フォロワー数50万想定）が、御社ブースをレポート＃拡散します
⑫アプリDL、＃投稿、LINEともだち追加、公式Facebookいいね！twitterフォローなど１つ、ご指定頂き来場者へ促進

⇒プレゼントをします ※プレゼントはご提供ください（弊社でのご用意も応相談）

【拡散用コンテンツのご提供】
⑫インスタグラマーによる御社ブース体験動画90秒を制作、納品（起用人数は展開によりご相談）

イベントタイトルにロゴが入るため全ての告知物にて露出可能！イベントメイン
テーマも御社ご要望に合わせて弊社イベントチームと一緒に考えることのできる
1社限定特別協賛プランです

協賛料金
冠協賛：1200万円（G)

プレミアム協賛:1000万円（G)

◆ご協賛パッケージプランご説明
冠協賛：１社様限定（①～⑫） プレミアム協賛：1商品種1社（①②⑧除く・⑦1回）



①協賛ブース（間口3m×奥行３m×1コマ：9㎡）※装飾あり

【メディア】
②いぬのきもち本誌（7万部） 9月10日発売号 イベント告知２Pページ内掲載・同号同梱優待券付チラシ露出
③いぬのきもちねこのきもちWEB（2000万PV）内タイアップページ（8月以降掲載スタート）

【SNS拡散】
④アプリDL、＃投稿、LINEともだち追加、公式Facebookいいね！twitterフォローなど１つ、ご指定頂き来場者へ促進

⇒プレゼントをします ※プレゼントはご提供ください（弊社でのご用意も応相談）

ブース・SNS・着席式セミナーを活用し、多くのペットオーナーとのコミニュ
ケーションの場としてご活用頂けます。

協賛料金：200万円（G)

◆ご協賛パッケージプランご説明
③通常協賛
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◆ご出稿なし・ブース出展なし・協賛社様ご来場不要の単品プランも可能です
※枠数に限りあるものにつきましては、冠・プレミアム協賛社様優先後の、決定優先となります

※上記他のコンテンツエリアスポンサードにつきましても適宜ご相談可能ですので
営業担当者へお問合わせくださいませ

番号 メニュー 概要 金額（グロス料金・税別） 備考
協賛企業様のご来場が

必要ないメニュー 締切

1 ブース出展 3m×３m（車両４ｍ×８m） 1ブース：スペースのみ25万円・車両40万円 装飾ありの場合は1ブース　35万円 7月15日〆

ブース出展あり1枠（20分）：30万円

ブース出展なし1枠（20分）：60万円

3 おすわり・まってチャレンジ 1日1回　40分　松本さんMC人気ステージ スポンサード可　50万円
企業名杯/ステージ内製品PR/観覧者への
サンプリングなど

8月31日〆　 

4 企業PRステージ（松本秀樹さんMC) 1枠２０分。松本さんMC協賛社様プレゼンステージ 1枠（20分程度）：100万円 5枠限定/冠・プレミアム協賛社様優先 7月15日〆

5 グッドペットパートナーズテスト コンテンツエリア内　 スポンサード可　100万円 テンスと内容への参画、パートナーカードへの社名ロゴ印字など 8月31日〆　 

6 トイレエリアでのグッドマナー啓蒙 いぬのきもちフェスタ会場内　 100万円 トイレエリアでのマナーパンツ配布と啓蒙・ステージでの紹介あり 〇 7月15日〆

7 スマートフォン使用したＳＮＳ拡散企画
来場者が協賛社指定内容をＳＮＳにアップしたら、特典をさしあ
げます 100万円 特典は協賛社様からご提供ください（ベネッセ制作相談可） 7月15日〆

8 ＳＮＳアカウントフォロー数アップ企画
協賛社指定ＳＮＳアカウントのフォローをしたら、特典をさしあげ
ます 100万円 特典は協賛社様からご提供ください（ベネッセ制作相談可） 〇 7月15日〆

ブース出展あり：10万円

ブース出展なし：20万円 〇

ブース出展あり：10万円

ブース出展なし：20万円 〇

11 旅エリア　ステッカー配布

「いぬが乗っています」「We Love trave with dog！」などデザイ
ンやメッセージをご相談の上、協賛社様ブランドロゴといぬのき
もちロゴ（もしくはイベントロゴ）を入れて配布。※ペット宿での配
布も交渉中※2018年5月時点

150万円

1日先着1000枚×3日=3000枚配布予定
※冠協賛様がついた場合は、イベントロゴではなく誌名ロゴを入れ
させて頂きます.

〇 8月31日〆　 

12 旅エリア　チラシラック設置 旅エリアにて、チラシをラック設置いたします 10万円 〇 9月10日〆

13 ランキング企画受賞商品＃拡散プラン
本誌8月号（7月1０日売）別冊ランキング企画で１位を受賞した
製品を展示。３名のインスタグラマーが会場で試して＃投稿しま
す。

50万円
冊子内受賞紹介製品対象。大きなものはパネル掲出し。
製品説明を読んで頂き投稿して頂きます。

〇 7月15日〆

14 インスタグラマーブース体験レポート拡散
インスタグラマー10名（総フォロワー数50万）がブースやカレッジ
を回遊し拡散します 150万円 8月31日〆　 

15 ブース体験動画制作　90秒
インスタグラマー２～3名+来場者の体験やインタビューなどでイ
ベントレポート動画を制作します。 150万円 8月31日〆　 

16 miniイヌリンピック　スポンサード
競技エリア内露出、参加者へのサンプリング、受賞者への表彰
式登壇など 100万円 冠協賛社様優先 8月31日〆　 

17 WEBアンケート
いぬのきもちアプリを活用しWEBアンケートを実施。
⇒回答画面をスタッフが確認しプレゼント⇒後日集計結果を
納品させていただきます（VOL2企画書にて詳細記載）

100万円 会場内チラシにQRコード記載⇒アンケート回答完了画面をチェック 〇 8月31日〆　 

2

8月31日〆
9月14日
納品

8月31日〆
9月14日
納品

9

10

協賛社様運営
来場者着席型の講座、1枠20分

枠数制限あり・冠・プレミアム協賛社様優先
他、決定優先

ベネッセ運営

事務局にて、スタンプラリー・アンケート参加者に配布します
4000～5000個想定チラシ・冊子配布プラン

サンプリングプラン
事務局にて、スタンプラリー・アンケート参加者に配布します
4000～5000個想定

ベネッセ運営・
協賛社様出演

7月15日〆いぬのきもち カレッジ



＜注意点＞

・こちらの料金は学級の枠のみのご提供となります。

・来場者に役立つ講座の実施をお願いいたします。（企業ＰＲのみおこなう内容はご遠慮ください）

■別途オプション料金で、タイアップと紐づけたカレッジコンテンツなど、ご提案可能です。

２ いぬのきもちカレッジ

１枠（２０分）：３０万円G

イベント会場内「いぬのきもちカレッジ」ブースにおきまして、

１枠２０分の、来場者着席型の講座を実施いただけます。

19

１枠（２０分）：６０万円G

※枠数制限あり・決定優先

＜ブース出展あり＞

＜ブース出展なし＞



■いぬのきもちメインステージについて

９月２９日、３０日 ステージメインＭＣ 松本秀樹さん（タレント）
http://asaikikaku.co.jp/talent/profile/matsumotohideki

第１回目から「いぬのきもちフェスタ」のＭＣをつとめる
ペットのレギュラー番組、執筆活動など多忙な中
一般社団法人ナチュラルドッグスタイルの名誉理事として
「人とペットの共生環境づくり」を目指した活動も展開。

愛玩動物飼養管理士１級ほか、資格を多数保有し
豊富な知識と、ユーモアでステージ上の人・犬を盛り上げて下さいます。

ドッグオーナーさんに
大人気の松本さんが今年

もMCを担当！

９月２８日 ステージメインMC 八福みずほさん（タレント）
http://p-hit.net/mizuhodog.html/

松本秀樹さんの後輩で、松本さんとともに「うれみみチャンネル」にも
出演。小学校でのワークショップやイベントでの講師活動。
明るく軽快なトークで、会場を盛り上げて頂きます。

愛玩動物飼養管理士一級ほか、ペット災害危機管理士講師免許など
資格を保有されています。

http://asaikikaku.co.jp/talent/profile/matsumotohideki
http://p-hit.net/mizuhodog.html/


恒例・大人気の「おすわり・まってチャレンジ」

ステージに、飼い主さんと愛犬が大集合！
どの子が一番長くお座り・待てをしていられるか・・MCの松本さんが
おやつを見せたり、手をパン！とたたいてみたり・・ちょっとイタズラをします。
そんな数々の障害にも負けず最後まで「おすわり・待て」の勝ち抜き戦です。
しつけに大活躍のコミュニケーションツールである、おやつ・玩具メーカー様等に
おススメです。ステージ上でMCが商品を紹介したり、賞品のご提供など
企業様とご相談しながら検討していきます。

40分×１回×3日間セット １社様限定 50万円（G)

※犬種別対抗にするなどのアレンジも可能です

３ いぬのもちステージ１



A:「ペットとペットオーナー想いのスグレモノ大公開」

企業ご担当者様と、MC松本さん（八福さん）が
ペットやペットオーナーさんのためのグッズやサービスを楽しく
盛り上げながらしっかりとご紹介する企業PRコーナーです。
明るい松本さんと、企業担当様との掛け合いで参加者の理解がすすみます。

B:「Good〇〇推進プロジェクト」

クライアント様のテーマに合わせ、CSR活動に沿った啓蒙ステージを行います
「健康」「保護犬・保護猫応援活動」「マナー推進、ペットとの共生社会推進」など
普段なかなかリアルにお伝えしにくい
企業様がお伝えしたいコンテンツの内容、切り口をご相談しながら構成していきます。

20分×２回×3日間セット 最大５社様まで 100万円（G)

※プレミアム協賛企業様が優先となります

４ いぬのもちステージ２

◆下記切り口からお選びください（Aモノ紹介 Bコト訴求）



「いぬのきもち グッドペットパートナーテスト」

※ご協賛事例

設定する４つのテストを
全てクリアしたら
ゴールドパートナーカードを
プレゼント。
練習して毎年チャレンジしてくださる
オーナーさんも。
意識の高い方が参加します。

サンプル、リーフレットを配布
テスト内容への参画
カードへのスポンサード社名ロゴ印字可。

1社様限定 100万円（G)

5．コンテンツエリア１

※協力・監修：優良家庭犬普及協会様



「トイレエリア：マナー啓蒙」

※ご協賛事例

協賛社様複数可
1社様 50万円～100万円（G)（実施内容により変動）

６．コンテンツエリア２

カートラベルジャパン自体の
大きな会場内に、何か所か設置する
トイレスペースをスポンサード

頂く事が可能です

マナーウェア、消臭スプレー
マナーグッズ、トイレシート
など、サンプリングやその場での
試用設置が可能です
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＞ ＞ ＞

愛犬との生活に役立つ
ステキなグッズが当たる抽
選会に参加（お1人様1回）

いぬのきもちフェスタ

イベント事務局がを確認

商品・サービスの
拡散促進、認知度

アップ！

来場者は指定された内容を、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、 TwitterＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ
のどれかにその場でアップORいいねORダウンロードOR友だち追加

例

７・８ SNSの盛りあげ支援

７．来場者が協賛企業様のご指定内容をSNSにUPプレゼントを差し上げます
８．協賛社様ご指定アカウントのフォローをしたらプレゼントを差し上げます

※プレゼントは、企業様でご用意くださいませ。（ベネッセ制作応相談）

複数社様協賛可 100万円（G)
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9.1０ いぬのきもちフェスタ内
抽選会場にて企業様の商品やチラシを配布。

3日間 5000個想定。

※例年実績：２日間で約３０００個強

協賛社様複数可
ブース出展あり：10万円（G)
ブース出展なし：20万円（G)

9.10 チラシ、サンプル配布

各社様のブースをつなぐ、スタンプラリーを実施致します
全てのブースをまわり、かつ来場者アンケートに答えて下さった方が
抽選に参加。

そのプレゼントを入れる袋の中に、同梱してお渡しいたします。
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11．犬との旅好きオーナーさんへ
ステッカー配布
協賛企業様 アプリDL、＃投稿、と引き換えに
オリジナルステッカープレゼント。

※ステッカーの制作は、ベネッセにてで行います

1日先着1000枚×3日
=会場内3000枚配布

協賛社様複数可

１社様 150万円（G)

※デザインはイメージです

12．ラック設置プラン
エリア内にチラシラックを設置させて頂きます。

協賛社様複数可 10万円（G)

11・12 旅エリアコーナー支援 【企画書更新VOL2でOPEN】

★オプション：ペット宿.com
http://petyado.com/

提携の宿での配布プランも応相談

企業様ロゴなど

http://petyado.com/
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ランキング企画で受賞された企業様の商品を展示
インスタグラマー３名が
ご協賛企業様商品・サービスについて、インスタグラム投稿します
★展示可能商品・サービス⇒会場で試し使用感を投稿
★展示可能でない商品・サービス⇒説明パネルを掲出

＃いぬのきもち人気ランキング＃企業様ご指定

冊子内1位掲載企業様限定 50万円（G)

13 ランキング企画 展示エリア
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例）2018年わんにゃんドームでの投稿例

人気インスタグラマ―が
「いぬのきもちフェスタ」に来場！
協賛社様ブースを訪問し＃投稿します。
※人選はお任せ頂きます。

料金：150万円（G)

人気インスタグラマー含む
総フォロワー数
５0万以上を保証致します

14 インスタグラマーブース体験レポート



15 ブース体験動画制作

インスタグラマーのブース体験動画制作 例）2018年わんにゃんドームでの制作例

料金：200万円（G)

◆ブースの様子を動画撮影します
◆インスタグラマーの体験の様子
◆インタビュー
◆他来場者のインタビューも可
◆キャプション、音を入れて90秒に編集し

納品させて頂きます



「〇〇（企業様名）杯」

愛犬がオーナーさんの呼ぶ声に応え、全力で走ります。
オーナーさんと、愛犬が交互に走る、小型犬・中型犬・
大型犬に分ける、シニアのみを分ける・・など
カテゴリーを分け、１コーナーのみのスポンサードや
miniイヌリンピック全体のスポンサードなど可能。
サンプリングやリーフレット配布、エリア内横断幕露出
など、ご相談させて頂きます

例）走る=健康な身体作り応援（フード、知育玩具など）
例）愛犬とオーナーさんのHAPPYな関係応援（車、宿など）

miniイヌリンピック

1社様限定 100万円（G)

想定出走頭数 1日 600～1000頭

16 miniイヌリンピックスポンサード
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＞ ＞

愛犬との生活に役立つ
ステキなグッズが当たる抽
選会に参加（お1人様1回）

ペットオーナーに特化
したアンケートが可能

来場者パンフレットにアンケートQRコードを記載します
アンケートに回答したら事務局へ！

例

17 ペットオーナーアンケート（工事中）

７．来場者が協賛企業様のご指定内容をSNSにUPプレゼントを差し上げます
８．協賛社様ご指定アカウントのフォローをしたらプレゼントを差し上げます

※プレゼントは、企業様でご用意くださいませ。（ベネッセ制作応相談）

複数社様協賛可 100万円（G)

回答終了画面
（もしくはスクリーンショット）

＞
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年間媒体ご出稿額・いぬのきもちフェスタ・
わんにゃんドームご協賛メリット

⇒各イベントのご協賛金額を、割引させて頂きます！！！

500万円～ ～499万円 ご出稿なし

いぬのきもちフェスタ 10％割引 5％割引 定価

わんにゃんドーム 定価

２つのイベントご協賛 2イベントとも20％割引 2イベントとも15％割引 2イベントとも10％割引

10％割引

2018年4月～2019年3月までの、雑誌・WEB他ご出稿総額
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とは？

今年で16回目！来場者約６万人の東海地区最大級のペットイベントをナゴヤドームで開催！

今や東海地区最大級のペットイベントとして広く認知されるようになった「わんにゃんドーム」を来年
も開催します。世界中の犬と猫をふれあいをコンセプトにペット連れで来場することができることから、
飼い主同士の交流の場となり、年々来場者数が増えております。

会場には、さまざまな犬猫とのふれあいのほか、国内外のドッグショーで活躍する実力犬やトップブ
リーダーが参加。珍しい猫の展示や約１００店舗の出展ブースが全国から集まります。今年は更に来場者
の方々に喜んでいただける企画を実施予定です。

またテレビ愛知では、放送媒体という長所を生かし、イベント告知ＣＭを大量投下します。また中日新
聞での公告掲載など幅広く告知をしております。次ページ以降企画詳細をご覧頂き、ぜひ「わんにゃん
ドーム2019にご協賛くださいますよう宜しくお願い致します。
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企画概要

■タ イ ト ル

■開催日時

■会 場

■主 催

■協 賛

■内 容

■動員目標

■入場料金（予定）

■入場券（予定）
販売所

■問合せ

わんにゃんドーム２０１９

２０１９年１月５日（土）～１月６日（日） AM１０：００～PM５：００ （予定）

ナゴヤドーム 名古屋市東区大幸南１－１－１

中日新聞社 テレビ愛知 ナゴヤドーム

数社予定

昨年実績 いぬのきもち ねこのきもち（ベネッセコーポレーション刊）、県民共済、
ロイヤルカナン ジャポン、株式会社ファミリーマート、トラベル・ウィズ・ドッグ、スマック

世界中の犬・猫がナゴヤドームに大集合。ペット同伴で入場できる日本最大級のペットイベント。
会場内では、トップブリーダーのチャンピオン犬展示コーナー、わんわん運動会などだれもが楽しめる
コーナーや世界のチャンピオン犬に会えるコーナーなどイベント盛りだくさん。

70,000人 （前回実績62,969人 計２日間）

前売券 おとな １５００円 こども ８００円
当日券 おとな １７００円 こども １０００円
※こども料金は3歳以上１２歳以下です。３歳未満は無料です。

全国のファミリーマート
※開催期間中も前売り料金で発売

わんにゃんドーム２０１９運営事務局 （テレビ愛知 事業部）
TEL０５２－２４３－８６００ http://www.tv-aichi.co.jp
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2018年2月実績

来場者数

（前回60,113人）

■わんにゃんドーム2007
2007年2月10日（土）～2月12日（祝） 3日間 ５７，６２８人
■わんにゃんドーム2008
2008年2月9日（土）～11日（祝） 3日間 ５９，５９２人
■わんにゃんドーム2009
2009年2月14日（土）～15日（日） 2日間 ５９，６６３人
■わんにゃんドーム2010
2010年2月6日（土）～7日（日） 2日間 ５５，６１５人
■わんにゃんドーム2011
2011年2月5日（土）～6日（日） 2日間 ５６，３０８人
■わんにゃんドーム2012
2012年1月21日（土）～22日（日） 2日間 ４９，２２６人
■わんにゃんドーム2013
2013年2月2日（土）～3日（日） 2日間 ５２，３６２人
■わんにゃんドーム2014
2014年2月15日（土）～16日（日） 2日間 ５７，２７８人
■わんにゃんドーム2015
2015年1月31日（土）～2月1日（日） 2日間 ５９，８４７人
■わんにゃんドーム2016
2016年2月13日（土）～2月14日（日） 2日間 ６１，１２７人
■わんにゃんドーム2017
2017年2月18日（土）～2月19日（日） 2日間 ６０，１１３人
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2018年2月実績

男性

16%

女性

84%

性別

12歳以下

14%

13～19才

4%

20代

17%

30代

16%

40代

20%

50代

24%

60才以上

2%

無回答

3%年齢

はい

72%

いいえ

28%

ペット同伴

はい

91%

いいえ

6%

無回答

3%
買い物したか
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2018年2月実績

ＪＫＣオフ会&ブ

リーダーゾーン（世

界のチャンピオン

犬）

26%

ドッグランゾーン

7%
猫ゾーン

12%

犬ふれあい広場

7%

IPCブース

3%

ペットのお仕事体験コー

ナー

2%

フォトコンテスト

8%

里親募集コー

ナー

5%

飲食ゾーン

3%

ショッピングゾー

ン

18%

ステージイベント

2%

サンプリング

6%

その他

1%印象に残ったイベント

充分楽し

めた

57%

楽しめた

38%

普通

4%

無回答

1%
楽しめたか

必ず来た

い

72%

予定があ

いたら来

る

22%

仲間に誘

われたら

来る

3%

わからな

い

3%
来年は？

テレビ愛知

27%

中日新聞

8%

中京テレビCM

12%

ファミリー

マート

4%

チラシ

6%

いぬのきもち・ねこ

のきもち

19%

その他雑誌

1%

インター

ネット

20%

動物病院

1%

ペットショップ

1%

無回答

1%

来場のきっかけ

来場者の94％が来年も
来たい！と回答していて、
満足度が非常に高い
犬猫のイベントです。
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協賛メニュー（わんにゃんドーム 19年1月）

A協賛 B協賛 C協賛 D協賛
小間提供 44小間 20小間 12小間 12小間
1小間・約9㎡（約3m×約3m）／21万円 （約400㎡以上）※相談

（924万円相当）
（約180㎡）

（420万円相当）
（約108㎡）

（252万円相当）
（約108㎡）

（252万円相当）

メインステージ提供
30分程度 50万円相当

●

招待券 3,000枚
（390万円相当）

2,000枚
（260万円相当）

1,000枚
(130万円相当）

500枚
（65万円相当）入場チケット ／1枚1300円

テレビ愛知特別番組
● ●御社の取り組みを番組2回計5分紹介 300万円相当

パンフレット広告
● ● ●当日配布用約50,000部（縦21cm×横14cm)                10万円相当

テレビＣＭぶらさがり３秒
● ● ●約30本 250万円相当

クレジット表記

掲出が間に合うものから対
応

中日新聞広告

● ● ● ●5回以上 570万円相当

告知テレビスポット

● ● ● ●約300本 1500万円相当

公式HP

● ● ● ●ロゴ掲出（月間20pv) 50万円相当

オフィシャル制作物

● ● ● ●ポスター、チラシ、フライヤー
約100,000部 20万円相当

パンフレット

● ● ● ●約50,000部 10万円相当

ナゴヤドームビジョンＣＭ ● ● ● ●15秒×5回 150万円相当

A協賛 B協賛 C協賛 D協賛

5,000,000 円 (税別) 4,000,000 円 (税別) 3,000,000 円 (税別) 2,500,000 円 (税別)

※定価 44,040,000円 ※定価 25,070,000円※定価 31,220,000円※定価 37,500,000円
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通常ブース出展・サンプリング協賛

■協賛料 ２１６，０００円（税

込）～
■個数 ２０，０００個以上

※入口もしくは会場内サンプリングコーナーで

両日先着で配布します。
※人員は主催者で用意します。
※商品の大きさによって協賛料金が変動します。
※個数については別途相談させてください。

サンプリング協賛の場合出展の場合



DogオーナーリーチMAXプラン NEW！

広告主様

webサイト

ストッ
ク

＜オプション＞
ＤＭＰ

大賞背具面後を設定

固定誘導枠

各記事のインフィード

TU記事のストック
掲載期間中アーカイブ

dog.benesseドメインに設
置

●いぬのきもち 誌面

セット料金
雑誌実績料金

＋100万G
（内制作費25万N）

想定ＰＶ：４万PV
掲載期間：4週間
※雑誌掲載日と記事配信日は同時ではない
場合がございます

Next Article

TU
記事

記事下に
ＴＵ記事掲出

雑誌4C2PTU

雑誌ＴＵをWEB掲載用に
リライトします

●いぬのきもちwebマガジン
配信記事下に掲載

いぬのペットオーナーやいぬ好きのタッチポイントである、いぬのきもち誌面と、いぬのきもちwebでの記事掲載を通して、誌面・WEBの両面から商品、サービス
の認知を広げることが可能です

ぜひ、ご活用ください！雑誌+WEBの大変お得なメニューとなっております
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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

イヌリンピック

2018 

Supported by 

２０１８年 パートナー協賛のご提案



イヌリンピックとは

３

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。



イヌリンピックの開催目的

4

愛犬と家族がともに楽しめる1

犬の特性を理解し人と犬との絆を深められる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がわかる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。

愛犬の情報に敏感で一緒に行動したい
アクティブ層が主体で、ご家族での
来場も多くなっています。

来場者の93％以上が

愛犬家

「いぬのきもち」と「イヌリンピック」！
ペットとのライフスタイルをより快適にする情報（雑誌、アプリ、WEB）コンテンツを発信する『いぬのきもち』と、

『イヌリンピック』競技運営ノウハウとのコラボにより飼い主と愛犬との新しいコミュニケーションの形を、イベント参加者

のみならず、広くご提供して参ります。



イヌリンピック主なコンテンツ

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。

開催時間：１０時～1６時（予定）

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！

開催時間：調整中

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！

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。

開催時間：10時～17時

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！

開催時間：10時～17時

6

【競技】タイムレース50 ミニステージイベント

アンケート抽選会

各種競技 タイムレースなど

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 競技種目

6

【競技】タイムレース50

あなたの愛犬は足が速い！？
TIME RACE（タイムレース）は、
直線の50mコースを走りタイムを
計るゲーム。超小型犬から超大型
犬まで、どんなワンちゃんでも参
加可能。

【ルール】
・スタートから60秒以内にゴール
できないとタイムアップ。
・引っかかる可能性があるので
ノーリードで出走。
・おやつ・おもちゃの使用禁止。
・隣接コースの妨害、コース外か
らの誘導は不可。各コース独立運
営のため隣のコースの犬との同時
スタート、並走は不可。
・コースには出走犬以外は入れま
せん。

【表彰】 開催イベント時に、サイ
ズ別で上位３位までの表彰を行い
ます。

あなたの愛犬はクリアできるか？
TRAP TIME RACE（トラップタイ
ムレース）競技は、コース内に設置
した「トラップ（わな）」をワン
ちゃんがひとりでクリアし、タイム
を競う競技。コース内は競技をする
ワンちゃん以外入れないため、飼い
主はコース外から愛犬をうまく誘導
しゴール地点に導きます。コースの
形、コース内の「トラップ（わ
な）」は大会によって変わる場合が
あります。

【ルール】
・スタートから90秒以内にゴールで
きないとタイムアップ。
・コース内は出走犬以外は入れませ
ん。飼い主さんは外から誘導可能。
・トラップは、必ずクリア。
・コース内のショートカット不可。
・コース外に飛び出た場合、スター
トからやり直し。
・ノーリードで走らせる。
・競技中はおやつの使用禁止。おも
ちゃを使用して誘導することが可能。

【表彰】
開催イベント時に、上位３位までの
表彰を行います。

あなたと愛犬は相性はばっちり！？
TIME RACE 50＋50 TOURNAMET
（50＋50トーナメントは、飼い主さん
と愛犬がタッグを組み勝ち上がりトー
ナメント戦を行います。愛犬が50ｍ
走った後、飼い主さんが50ｍ走る競技
です。愛犬の足の速さと、飼い主さん
の足の速さで争われるこの競技は、犬
種・年令問わず参加が可能です。

【ルール】
・ノーリードで走らせてください。
・コース内では、ワンちゃんをフリー
にし、愛犬に注意しながら走ってくだ
さい。
・コース内でおやつの使用は禁止です
が、おもちゃはOK！
・コース内に出走犬以外の犬は入れま
せん。
・トーナメントでは、タイム計測しま
せん。

【表彰】
開催イベント時に、上位３位までの表
彰を行います。

あなたの愛犬は、おもちゃやボールは好
きですか？
Field Retrieve TIME TRIAL競技は、飼
い主さんが投げたダミー(おもちゃ・
ボールなど)を愛犬が取りに行き、くわ
えて戻って来るゲー ム。１ゲーム６回投
げたダミーを持って帰って来る速さを競
います！スタートとともにタイム計測を
開始、１ゲーム６回ダミーを投げ、愛犬
が持って帰ってくるタイムで競います。

【競技内容】
飼い主はスタートの合図で、ダミー置き
場からダミーを取り、投げるゾーンから
右エリア、左エリアのキャッチゾーンに
ダミーを投げ、それを愛犬がとりに行き、
投げるゾーンまで持って帰ります。右エ
リア3回、左エリア3回、交互に投げて計
６回のタイムを計測。右、左のどちらか
ら始めても構いませんが、必ず右、左交
互に３回ずつダミーを投げます。タイム
計測は、 スタート合図から、最後に飼い
主さんがダミー置き場にダミーを置いた
時点までを計測。90秒以内に６回ダミー
をとりに行って戻ってこれなければタイ
ムアップ。

【表彰】開催イベント時に、上位３位ま
での表彰を行います。



イヌリンピック来場者の属性ほか
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72%

17%

4%

3%
2%1% 1%

現在１頭と暮らしている

現在２頭と暮らしている

現在３頭と暮らしている

４頭以上と暮らしている

今後一緒に生活してみたい

以前は一緒に生活していた

今後も予定はない

53%

30%

6%
5%

3%
1%

1% 1%
0% 0%

0%

東京

神奈川

埼玉

千葉

静岡

栃木

長野

茨城

愛知

宮城

他の県

◆来場者の犬オーナー割合（アンケート）

◆来場者の居住エリア（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



イヌリンピック 2018年スケジュール
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①記録会（トライアル）

■18年度 開催日予定表
第１回3月18日（日）終了
第２回4月15日（日）終了
第３回5月20日（日）終了

第４回6月24日（日）
●タイムレース30ハンデ
●タイムレース50+50

第５回9月16日（日）
●タイムレース20
●トリプルコマンド

第６回10月21日（土）
●タイムレース50＋50
同時開催：団体戦

第７回11月23日（金祝）
●スラローム30
●お買い物タイムトライアル

第８回12月16日（日）
●タイムレース50ハンデ
●スラローム３０+おたま３０

「愛犬とお出かけしたいなぁ～」「愛犬とイベントに参加
したいなぁ～」という方が、気軽に参加できるトライアル
大会。本大会や桜花祭を目指すベテランから初心者まで、
本大会では行っていない競技も開催。参加自由で事前予約
不要！ イーノの森Dog Gardenにはバーベキュー施設もあ
り、家族やお友達と愛犬が楽しむ休日のイベントです。

◎開催時間 11時～15時終了予定
◎参加費 犬の出走で1回500円 走り放題2000円



イヌリンピック 2018年スケジュール
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②インターペット大会

「愛犬とお出かけしたいなぁ～」「愛犬とイベントに参加
したいなぁ～」という方が、気軽に参加できるトライアル
大会。本大会や桜花祭を目指すベテランから初心者まで、
本大会では行っていない競技も開催。参加自由で事前予約
不要！ イーノの森Dog Gardenにはバーベキュー施設もあ
り、家族やお友達と愛犬が楽しむ休日のイベントです。

◎開催時間 11時～15時終了予定
◎参加費 犬の出走で1回500円 走り放題2000円

③桜花祭



イヌリンピック本大会タイトルパートナー
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◆タイトルパートナー企業（１社限定）
イヌリンピック本大会へのスポンサードです。
大会タイトル名を企業様の名前で開催します。
（*年間パートナーが決定していない場合のみのメニューになります）

項 目 内 容

タイトルパート
ナー

○○チャンピオンシップ イヌリンピックもしくは○○杯 イヌリンピックと告知物・ＨＰへ表記
競技記録カードへ表記、競技メダルのデザインへの掲載

広告露出
※巻末参照

出展ゾーンへ 協賛ブースを提供
○３．６×３．６ ドームテント 2ブース（トライアルへのブース出展は要相談）

①事前告知広告含む、公式HP、メディア向け資料、公式印刷物への社名（ブランド名）の露出
②開催中配布のプログラム案内への社名表示
③プレスリリース時の協賛企業案内
④競技エリア周り、各種催しエリアでの社名表示（＊会場との調整）（横断幕タイトル設置）
⑤ステージバックへの社名表示（＊会場との調整）
⑥競技名へのブランド名露出（レースジャック）

その他のPR ①ステージプログラム〔協賛企業枠１0分〕 の提供またはステージコンテンツ協賛権の提供
②公式ページに１年間 タイトルパートナーとして掲載

プロモーション支
援

競技受付時に、スポンサー様のPR物を配布いたします。

広告/PR その他、冠スポンサー様の会員様などへの競技参加費無料など、優遇をご相談いただけます。

協賛料金 5,000,000円～（税別）

●●●（クライアント様名）

Supported by いぬのきもち



タイトルパートナー 露出例

イヌリンピックサポーター

イヌリンピック公式ページに

サイトパートナー制度を

採用しています。

サポーターサイトの

バナーにタイトルパートナー

露出があります。

ペット宿ドットコムバナー広告

年間延べ１５０万人利用
（UU約７４万人）のペットと
泊まれる宿情報サイト
「ペット宿ドットコム」のへ
バナー掲載
サイト利用者
男女比
女性７割 男性３割
20代 8 ％
30代 32 ％
40代 37 ％
50代 18 ％
60代 5 ％

７００×８０
１ヶ月平均
13万インプレッション

愛犬旅行のアクティブなオーナーへメルマガ配信
約１万２千配信 ２ヶ月に６回配信可能

ペットと泊まれる宿との連携

大会告知など、開催地域のペッ

トと泊まれる宿と連携し、パー

トナー企業のPRを行います。

お宿でのイヌリンピック
ポスター掲示の他

競技大会に合わせた宿泊券
プレゼントキャンペーンなど
会員向け企画を開催。

宿泊施設及び観光地と
アクティブユーザーに向け
企画を行います。

観光地・宿泊施設でのイヌリンピック競技大会など
「会員優待」などの企画を開催

※新たな企画については企画費意外の制作費など
別途費用が発生する場合が有ります。



レース協賛の露出例
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レースへのご協賛プランです。レースの看板、のぼり、フェンスなどにロゴを掲示するため、
レース出走者へのプランド認知を高めるとともに、ブランドへのロイヤリティを高めます。

下記内容をご提供いたします
●レースフェンスへのロゴ掲載（制作費別途）
●レース回りでのロゴのぼり設置（制作費別途）
●その他、ブース提供と同様の告知
●表彰台
●レースチケット

レースチケット



ブース出展の内容・料金

仕 様

＊出展料に

含まれるもの

①仮設テント（不要な場合は設置いたしません。）／白色

②会議テーブル×1台

（サイズ：間口1800×奥行450×高700mm）

③折りたたみパイプイス×２脚

④競技受付での配布物の配布

＜小間サイズ＞ 間口３.６ｍ×奥行３.６ｍ 幕下高 約１.８ｍ

■ 出展ブース １小間：30万円（税別）

出展ブースイメージ：テント前側にネーム看板を制作いたします。 電源やワゴンなど備品の追加は別途お見積をさせて頂きます。

＜出展事例＞

■化粧品メーカー様
散歩で外出する女性をターゲットに、日焼け止めサンプリ
ングを実施。最終日の午前中にはサンプリング品がなくな
るほどの人気ブースに。

■下着メーカー様
ウォーキング用の女性用サポート下着のＰＲ。散歩時間を
ちょっとした運動に利用するＰＲで、４０代アクティブな
女性へダイレクトに訴求。

■家電メーカー（車内用掃除機メーカー）様
当日、お車でいらしている飼い主さんの車を見せていただ
き、商品開発およびその後のPRに活用。

◆2018年のイヌリンピック大会で、いずれかにブースご協賛いただけます。



小口のパートナー協賛メニュー
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◆イヌリンピック各種協賛パートナーメニュー

項 目 内 容

年間ブロンズパートナー
賞品協賛内容を告知
公式ページに１年間ブロンズパートナーとして掲載

協賛料金（年間） ３０万円（税別）

項 目 内 容

サンプル配布協賛
イヌリンピック参加者へサンプルなど必要数を配布
出走数約９００人・入場者数３０００人/回

協賛料金（１回当たり） ２０万円（税別）

項 目 内 容

ＷＥＢバナー協賛
イヌリンピック公式ページにバナーを６ヶ月間配信
総インプレション数：５万回

協賛料金（半年契約） ２０万円（税別）

賞品提供による協賛
（年間）

サンプリング協賛
（1回）

大会WEBバナー掲載
（半年）



カスタムレース（OR大会カスタム）プラン

レース（もしくはトライアル大会）の内容をカスタムオーダーできるご協賛プランです。
レース内容を「シニア犬限定」「大型犬限定」などカスタムで臨時に開催することがで
きるので、貴社の顧客属性に合わせたプロモーション訴求が可能です。

■協賛料金：カスタム大会になりますので、実施場所など、ご希望の内容により、詳細
をお見積いたしますが、概算は下記の通りです。
・１レースをカスタムする場合：１００万円～
・トライアル大会をカスタムする場合：２００万円～

【カスタムレース例】
・シニアレース
・大型犬レース
・パラリンピック
・犬種別レース
など

下記内容をご提供いたします
●レースフェンスへのロゴ掲載（制作費別途）
●レース回りでのロゴのぼり設置（制作費別途）
●その他、ブース提供と同様の告知

シニア犬

ハンディ
キャップ犬

大型犬

オリジナルの金銀銅メダルなど、オリジナル
企画を盛り上げる仕組みを提供いたします。



カメラマン派遣＆撮影プラン
（権利処理済のデータ納品）
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カメラマンを派遣し、写真撮影を実施するプランです。協賛企業様のフォトスポットを背景
にしたり、商品利用シーンを飼い主さんのコメントとともに撮影するなど、愛犬との貴社商
品利用シーンを撮影することができます。撮影データ一式を権利処理の上、ご提供します。
大会当日の記念にもなり、写真の購入や写真使用の意欲が高まるタイミングアプローチです。

■協賛料金：２００万円

下記内容をご提供いたします
●カメラマンを手配
●撮影データを専用サイトにUPするなど、
お客様がデータ使用可能に
●ブースのご提供
●その他、ブース提供と同様の告知



備品関係及び造作費用

項目

のぼり１枚（ポール込み） 2,500円 デザイン料別

のぼりデザイン費 30,000円

横断幕１枚 10,000円 デザイン料別

横断幕デザイン費 30,000円

その他、机、椅子、ワゴン、発電機などご希望の数量によりお見積となります。

イヌリンピック実行委員会(株式会社ぐらんぱう)

〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野４－１５－１ ２F

TEL：0466-84-0319 FAX:0466-84-0514

e-mail   info@inulympic.com

http://www.inulympic.com

備品等のお問い合わせ先


