【出陳注意事項】

1．出陳資格は、次の通りです。
①本会クラブ会員の所有犬であること。
②FCI公認犬種で、JKCまたはFCI加盟団体登録犬であること。
③チャンピオンシップショーに出陳する犬は、個体識別登録（マイクロチップ、
またはタトゥー登録がされていること。（2016年４月以降）
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なわずに出陳することが
できます。輸出登録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。JKCチャンピオンの資格は
無いが、遠征先で取得した国外チャンピオン資格をもってチャンピオンク
ラスで出陳するには、チャンピオンを証明するもの（当該国CH証書（コ
ピー）・タイトルの記載されたレジストレーション（コピー））を提出し
てください。
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、「申請中」は認められません。
◎出陳申込書のグループ欄には、ご面倒でもFCI10グループ制のグループ
番号をご記入ください。
5．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、異議の申し立てはできません。
①咬癖のある犬および発情犬
②皮膚病、感染症等健康上の危惧がある犬
6．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その家族とし
ます。ただしその家族（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。
7．出陳料
チャンピオンシップショー・・・
・・・・・・・・・・10,000円
パピーマッチショー・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・8,000円
◎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。

＜出陳区分早見表＞
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国外公認団体CHは年齢にかかわらず、
チャンピオンでの出陳となります。

※出陳申込に際しては、
単独システムが成立した場合のクラス区分で申し込んでください。
※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ヵ月という場合は、
同じ年の9月末日までとなりますので「生後9ヵ月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。

＜クラス選択の際の注意事項＞

1．チャンピオンクラスについて
次の場合にチャンピオンクラスへの出陳となります。
①JKC 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 チャンピオン
④国外の公認団体（FCI、AKU、AKC、CKC、KC）のチャンピオン。この場合、
生後 9 ヵ月以下であってもチャンピオンクラスへの出陳となります。
⑤「チャンピオン資格条件確認通知書」の到着日以降に出陳申込締切日とな
る展覧会からチャンピオンとして出陳することになります。
2．単独システム・自家繁殖犬について
①単独システムの成立頭数は40頭となります。
②出陳申込締切時、成立頭数に達した犬種を単独システムとします。
③出陳申込に際しては、単独システムが成立した場合のクラス区分で申し
込んでください。
７：００
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査 開 始
ブリード審査（1犬種ごとに以下の通り進行）
パピー・マッチショー＜牡＞P. BOB選出まで
パピー・マッチショー＜牝＞P. BOB選出まで
チャンピオンシップショー＜牡＞BOB選出まで
チャンピオンシップショー＜牝＞BOB選出まで
訓練実演

④繁殖者から一度も名義変更されていない犬を自家繁殖犬と呼びます。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。単独システム犬種では、
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。
⑤単独システムが成立しなかった犬種の自家繁殖犬は、年齢クラスへ振り分けられ
ます。

＜バラエティー採用犬種一覧表＞

1． 次の犬種は、
バラエティー採用犬種とし、
バラエティー毎に審査され、M.CC及び、
キャシブが付与されます。
出陳申込に際して、
その区別を明記してください。
※プードル
（トイを除く）
については、各出陳者の判断により、上記（a（
）b）
のバラエ
ティー区分を確定し、出陳申込をしてください。
なお、展覧会当日のバラエティー
変更は認められません。
犬

バラエティー内容

種

a. ブラック及びその他の色で1バラエティー
b. パール・ホワイト
エストレラ・マウンテン・ドッグ a. スムースヘアード b. ロングヘアード
ジャイアント・シュナウザー a. ソルト＆ペッパー
スタンダード・シュナウザー b. ブラック
a. ソルト＆ペッパー b. ブラック c. ブラック＆シルバー d. ホワイト
ミニチュア・シュナウザー
a. フォーンとブリンドル b. ブラックとハールクイン c. ブルー
グレート・デーン
セント・バーナード
a. ショートへアード（スムース・コート）b. ロングへアード（ラフ・コート）
ジャーマン・スピッツ・ミッテル a. ホワイト b.ブラウンとブラック
c. オレンジとグレイシャーデッドとその他の色で1バラエティー
イビザン・ハウンド
a.ラフ・コート b.スムース・コート
ペルービアン・ヘアレス・ドッグ a.ラフ・コート b.スムース・コート
a.スタンダード b.インターミディエイト c.ミニチュア
ショロイツクインツレ
a. ショートへアード b. ロングへアード
ワイマラナー
a. パピヨン b. ファレーヌ
パピヨン
a. ホワイト、ブラック、ブラウンで1バラエティー
スタンダード・プードル
b. グレー、オレンジ・フォーン（アプリコット）、レッド・フォーン
ミディアム・プードル
ミニチュア・プードル
で1バラエティー
ロシアン・トイ
a. スムースヘアード b.ロングヘアード
プーリー

2. 次の犬種については、別犬種として扱いますので、出陳申込の際には十分ご注意ください。
ジャーマン・シェパード・ドッグ a. シュトックハール
ダックスフンド
a. スムースヘアード・スタンダード
d. スムースヘアード・ミニチュア
g. スムースヘアード・カニーンヘン
チワワ
a. スムース・コート

b.ラングシュトックハール
b. ロングヘアード・スタンダード c. ワイアーヘアード・スタンダード
e. ロングヘアード・ミニチュア f ワイアーヘアード・ミニチュア
h. ロングヘアード・カニーンヘン i ワイアーヘアード・カニーンヘン
b.ロング・コート

＜展覧会当日について＞

1．展覧会会場では、
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。

【審査員・賞位】
◇審査員◇

ベスト イン ショージャッジ

ステファン・シンコ ＜スロベニア＞

＜ブリードジャッジ＞
■1Ｇ長 エディ・ダイクストラ・ブルム＜アメリカ＞（ビアデッド・
コリー、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、プーリー、プード
ル
（全サイズ）
）
■2Ｇ長 丸山 恭司
（その他の2Ｇ）
■3Ｇ長 蓮井 清美
（3Ｇ）
■4Ｇ長 井川 雅人
（4Ｇ）
■5Ｇ長 石廣 鑑子
（5Ｇ、
パピヨン
（全犬）
）
■6Ｇ長 佐山 等
（6・その他の1Ｇ）
■7Ｇ長 高橋 宏美
（7Ｇ、
チワワ
（全犬）
）
■8Ｇ長 林 歳夫
（8Ｇ）
■9Ｇ長 中村 信孝
（その他の9Ｇ）
■10Ｇ長 寺田 光徳
（10Ｇ）
■ステファン・シンコ＜スロベニア＞（ブルドッグ、グレート・デーン
（全犬）
、
フレンチ・ブルドッグ）
※ ( )内は指定外犬種の担当グループと指定担当犬種となります。
※審査員は都合により一部変更することがあります。

ショースケジュール
パピー・マッチショー＜牡＞P. グループ選出まで
パピー・マッチショー＜牝＞P. グループ選出まで
チャンピオンシップショー＜牡＞グループ選出まで
チャンピオンシップショー＜牝＞グループ選出まで
パピー・マッチショーBPIS決定まで
チャンピオンシップショーBIS決定まで
終了

※当日は会場の都合上、
呼出放送は一切致しませんので時間厳守にご留意ください。
また、
グループ選以降の審査時間に関しては、
出陳頭数及び当日の審査状況により前後することがありますので、
ご注意ください。

