
アウトドアドッグ事務局

車両搬入日時

【前日搬入】 ９月１６日 １２：００～１６：００

【当日搬入】 ９月１７日 物販 【前】 ６：３０～７：１５ 【後】 ７：１５～８：００
飲食 ７：００～８：００

９月１８日 飲食 ７：００～８：００

上記時間以外は会場へ車両を入れる事は出来ません。

出店マニュアル

出店に係る全スタッフの皆様に必ずお渡しいただき、

円滑な運営にご協力いただきますようお願いします。



【搬入日】 9月16日（金） 【入場可能時間】 12:00～ 【車両乗り入れ】 12：00～16：00

【初 日】 9月17日（土） 【入場可能時間】 6：30～ 【車両乗り入れ】 物販＝【前】6：30～７：15 【後】7：15～8：00

飲食＝7：00～8：00

【最終日】 9月18日（日） 【入場可能時間】 6：30～ 【車両乗り入れ】 飲食＝7：00～8：00 ※車両の乗り入れは飲食出店のみ

※車両は上記の時間以外は会場内へ入れる事は出来ません。

※初日（17日）の朝搬入は搬入時間が短い為、可能な限り時間に余裕がある搬入日（16日）に搬入・準備をお願いいたします。

※最終日（18日）は熱気球の実施がありため飲食出店者に限り車両搬入ができます。

搬入・準備

1

お客様の入場・安全のため搬入の終了時間は厳守してください

【初 日】 9月17日（土） 【車両乗り入れ】 16：30を目途に進入を開始する予定です。

【最終日】 9月18日（日） 【車両乗り入れ｝ 16：30を目途に進入を開始する予定です。

【後 日】 9月19日（月） 搬出をご希望の場合は事務局へお申し出ください。

搬入出全体スケジュール

●搬入・搬出に伴う会場内への車両乗り入れ可能な時間帯は下記となります。定められた時間外は会場内へ車両は

一切乗り入れで出来ませんのでご了承ください。

●会場が陸上競技場であるため、搬入・搬出が雨天の場合はアンツーカや天然芝のフィールドにダメージを与える関係で

車両の乗り入れを制限することがあります。係員の指示に従ってください。

搬入・搬出

搬 出

ご連絡先

アウトドアドッグ事務局 （株式会社プライムクリエイト内）

TEL:０３-３３５０-０６７４ FAX:０３-３３５０-０６２６ メール：biz@outdoordog.jp

◆９月１５日～当日連絡先 事務局 ０５０-３５６１-９３４７

outdoordogfesta2022

第八回アウトドアドッグフェスタin八ヶ岳

2022年9月17日（土） 9：00～16：00

18日（日） 9：00～16：00

富士見高原リゾート ＜メイン会場＞陸上競技場

長野県諏訪郡富士見町境12067

アウトドアドッグフェスタ実行委員会

【前売チケット 入場日指定】

7月11日（月）～8月31日（水）大人（高校生以上）2,420円/高校生未満 入場無料/ワンちゃん無料
9月5日（月）～9月16日（金）大人（高校生以上） 3,520円/高校生未満 入場無料/ワンちゃん無料

名 称

開催日時

会 場

主 催

入場料

mailto:info@outdoodog.jp


搬入出全体スケジュール

9月16日（金） 9月17日（土） 9月18日（日）9月15日（木）

搬入日 初日会場設営日

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16:00 クローズ

撤去・搬出

●車両移動・進入

16:30を目途に進入開始予定

※事務局の指示に従って下さい

16:00 クローズ

車両進入
16：30～17：30

会場設営 会場設営

【物販・飲食】

搬入・設営

12:00～16:00

6

二日目（最終日）

2

この時期、日没のため夕方17時過ぎより会場内が暗くなってきます。

会場にはナイター設備が無いため搬入・搬出は余裕を持って早めに行ってください。

ご注意

【物販】
搬入車両

7:15～8：00

※状況に応じて8:45より、お客様を入場させる場合があります。

【出店者入場】 6：30～
熱気球

9:00 イベントオープン 一般入場開始

【飲食】
搬入車両

7：00～8：00

【飲食】
搬入車両

7：00～8：00

※物販車両は入場できません。

【物販】
搬入車両

6：30～7：15

outdoordogfesta2022



会場周辺図/駐車場案内

3

駐車証を車両内の見える位置に掲出し、

必ず指定の「専用駐車場」へ駐車してください。

花の里

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

天空のカート乗り場

リフト乗り場

飛行犬撮影

出店者専⽤駐⾞場P

⼀般来場者駐⾞場P

事務局関係者専⽤駐⾞場P

搬入車両 入口

トレッキング

カヤック・パックラフト

日帰り
温泉

施設
事務所

犬キャン会場

富士見高原リゾート 入り口

至
小淵沢
IC

花の里
入り口

花の里
キャンプ場

癒しの森

搬入車両 出口

メイン会場

至

原村

お客様
無料休憩
エリア

トレイルWANニング

HondaDog

ジュネス八ヶ岳

outdoordogfesta2022



会場レイアウト

4

花の里
エリア

総合案内（本部）
ステージ 救護所

森林
エリア

有料休憩
エリア

物販出店 エリア

有料休憩
エリア

有料休憩
エリア

1８日（日）は

熱気球を実施するため

立入禁止となります。

車両入口

車両出口

協賛出店 エリア

後 7：15～8：00

前 6：30～7：15

7：00～8：00

outdoordogfesta2022

飲食出店 エリア

WAN UP エリア



出店者名 内容

ホンダアクセス株式会社 カーアクセサリー

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 プリントグッズ、カメラ

コングジャパン株式会社 おもちゃ、レトリーブ大会

新東亜交易株式会社 物販、コンテンツ協賛

有限会社スワニー 水鉄砲

フォレストモモ株式会社 展⽰、WS、物販

株式会社ハヤブサ 物販、コンテンツ協賛

出店者名 内容

1 ペット家族 フード・おやつ・シャンプー・わんこのハートリーディング

2 Nanala＊ ウエアー・首輪・リード・アクセサリー

3 ワンフー フード・おやつ・消臭関連

4 canevacanza /湧く玉や/のりかつ商店 フード・おやつ・シャンプー・わんこのハートリーディング

5 INO株式会社 フード・おやつ・シャンプー

6 株式会社ベリー ウエアー

7

8

9

10

11

12

出店者名 内容

1

2

1 LODIWORKS オリジナルプレート、ワッペン、その他雑貨類の販売

2 株式会社国泰ジャパン-ables- フード・おやつ・サプリメント・オーナーグッズ

3 みかんのお茶会 フード・おやつ

4 HOLOHOLO ウェアー・おもちゃ・その他

1 アトリエセリシール刺繍⼯房 ⾸輪・リード・アクセサリ・オーナーグッズ

2 Bestie フード・おやつ・⾸輪・リード・アクセサリ・オーナーグッズ

3 M&Mfam ⾸輪・リード・アクセサリ・オーナーグッズ

4 ISOP信州ナチュラルペットフード フード・おやつ

1 ⾦⻁ フード・おやつ

2 zee.dog/charlie's back yard ⾸輪・リード・アクセサリ

3 Leeds Dog Supply ⾸輪・リード・アクセサリ

4 ナパーニ フード・おやつ・⾸輪・リード・アクセサリ・サプリメント

1 ジビエ専⾨店　泰⾩もみじや フード・おやつ

2 結musubu シャンプー・サプリメント・サービスの提供

3 ALPHAICON フード・おやつ・ウェアー

4 owners craft フード・おやつ・おもちゃ・⾸輪・リード・アクセサリ

1 havepet フード・おやつ

2 WANDAWAY ウェアー・おもちゃ・⾸輪・リード・アクセサリ・消臭関連・オーナーグッズ・キャリー・バッグ

3 MTLはあと/わんこの幸せバンダナ フード・おやつ・ウェアー・⾸輪・リード・アクセサリ

4 ワンさまニャンさま フード・おやつ

1 WOLFGANG MAN & BEAST ⾸輪・リード・アクセサリ

2 LAKI ウェアー・おもちゃ・その他

3 クリンビュー 消臭関連

4 GoldenRabbit/うちの⼦イラスト＆グッズ専⾨店 似顔絵・オーナーグッズ

1

2

テント出店

NO

NO

フード・おやつ

協　賛　社

7

A

T

スペース出店

1

2

3

NO

4

5

6

ルシアン旧軽井沢 ペットと宿泊できるホテルの紹介

NAFF

B

C

スウェーデン式ドッグマッサージ

株式会社リロバケーションズ

株式会社ブッチジャパンインク

ペットと宿泊できるホテルの紹介

フード・おやつ

Ｅ

D

Ｆ

Ｇ

Ｈ ぐれいすわん

ブース出店者一覧
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出店者名 内容

1

2

1 Lawrie ⽝服・アメリカン雑貨・アウトドア雑貨

2 ドッグウェアkentii ウエアー・オーナーグッズ

3 芦屋ビビッド フード・おやつ

4 動物のお菓⼦屋さんBlanc フード・おやつ

1 Pet-Cool フード・おやつ・消臭関連・サプリメント

2 611 ⾸輪・リード・アクセサリ

3 あにまる堂 ウェアー・ステッカー・似顔絵・オーナーグッズ・その他

4 PURELUXE(ピュアラックス） フード・おやつ

1 Nutrience フード・おやつ

2 ⾸輪職⼈かいわれ ウェアー・おもちゃ・⾸輪・リード・アクセサリ

3 SEAROMA　消臭抗菌アロマディフューザー 消臭関連

4 北の極 フード・おやつ

1 wan-site フード・おやつ

2 株式会社サンコー 吸着タイルマット

3 ☆BYJ/チャコ★フェルトアート フード・おやつ・⾸輪・リード・アクセサリ・オーナーグッズ

4 runfree フード・おやつ

1 ⾸輪とおやつの専⾨店Diange フード・おやつ・⾸輪・リード・アクセサリ

2 STEELO-rkleather ⾸輪・リード・アクセサリ・オーナーグッズ

3 FREE BIRD フード・おやつ・おもちゃ・⾸輪・リード・アクセサリ

4 ⿅⾁⼯房 フード・おやつ

1 Kimily ウェアー

2 LIMONTOKYO フード・おやつウェアーおもちゃ⾸輪・リード・アクセサリ

3 ⼩型⽝⽤だっこひもgyuttone!one キャリー・バッグ

4 ADESOL Dog Clothes Collection ⽇本製アクティブドッグウェアの販売

1

2

1

2

1

2

出店者名 内容

1 あきらfood company 和⽜ハラミ焼き、ロングポテト[br]ソフトドリンク、ビール

2 Moke's Cafe & Garage チリドッグ、サルサドッグ、タコライス、キーマカレー、かき氷、⽣ビール、タピオカドリンク

3 STANDARDPIZZA八ヶ岳 ・ピザ・ブルーシールアイスカップ各種・ソフトドリンク各種・野菜スープ

4 信州晴天(Halebare) かき氷　ポテト　チーズスティック　⾁巻きおにぎり　鶏⽪焼きそば　ジュース　強炭酸ハイボール　鶏⽪焼きそばフライドポテトのせ

5 Blue Gorilla ハンバーガー、チキンオーバーライス、イタリアンソーダ、コーヒー

6 堀口家 焼きそば　もつ煮　厚切りベーコン　カレーライス　ハイボール　⽸ビール　芋焼酎　⻨焼酎　かき氷

7 FAT LAND コーヒー、ドリンク全般、サンドイッチ等の軽⾷

8 アトラス有限会社 富⼠宮焼きそば、フリフリポテト、カキ氷[br]⽣ビール、ハイボール、レモンサワー、レモンスカッシュ、オールフリー、ペットボトル飲料

9 北インド料理　スーリヤ キーマカレー、バターチキンカレー、ナン、チーズナン、タンドリーチキン、マンゴーラッシー

10

11

12

13 ササキフーズ． たこ焼き、お好み焼き、⼤判焼き、かき氷

14 キッチンLeaf キッチンLeaf特製オムライス、クロックムッシュサンド、フルーツドリンク

15 昼のふくろう ⾃家焙煎コーヒー(ホット&アイス)　⼿作りスィーツ(パイと焼き菓⼦)

富⼠宮やきそば　ミニミニたい焼き　⽣ハーブフランク　たこ焼き　チキンカレー　クレープ　タピオカ　かき氷　サーターアンダギー　ポテト　唐揚げ
シャインマスカット　巨峰　桃

⽣原としのり/たなん似顔絵 フード・おやつ・おもちゃ・ステッカー・似顔絵

P whirlpool ウェアー・おもちゃ・⾸輪・リード・アクセサリ・ステッカー・オーナーグッズ

飲食出店

NO

F
o
o
d

R

DearHounds

九州ペットフード株式会社

フード・おやつ

フード・おやつ

Ｋ

Ｌ

Ｉ

なべ家

スペース出店

NO

Ｍ

N

O

Q

Ｊ

出店者一覧
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駐車エリア

指定の「駐車エリア」以外に駐車しないでください。

荷下ろしが済んだ車両は、速やかに会場外の出店者専用駐車場（P３参照）へ移動してください。

7

物販
飲食

駐車エリア

駐車エリア

車両入口

車両出口

車両通行路 車両通行路

全出店者
12：00～16：00

１6日（金）

物販 6：30～7：15～8：00
飲食 7：00～8：00

１7日（土）

飲食 7：00～8：00

１8日（日）

物販の車両は入場できません

物販出店は18日（日）
車両の乗り入れは出来ません

outdoordogfesta2022



●搬入時間を厳守し、決められた時間内に車両を出店者駐車場へ移動してください。

●荷下ろしは決められた駐車エリアにて行い、 の車両通行路へは駐車しないでください。

●初日17日（土）当日朝の搬入は例年大変混み合い入場に時間が掛かることが予想されます。

可能な限り、前日搬入日の16日（金）に搬入・準備をお願いいたします。

●18日（日）は「熱気球」を実施するため、「飲食出店」以外の車両の入場は出来ません。

【車両証】

・『車両証』に出店者名、携帯電話番号を必ず記入の上、車両フロントの見える位置に設置してください。

・『車両証』に記載された時間以外は、会場への乗り入れは出来ません。

・ 『車両証』の無い車は、会場内の入場、専用駐車場への駐車はできません。

※出店者専用駐車場は台数に限りがありますので１出店者につき１台となります。

※相乗りするなどして車両数を減らすようご協力お願いいたします。

※お客様駐車場への駐車は、ご遠慮ください。

【場内走行の注意】

・物販出店エリアは天然芝の為、芝を傷めないよう「徐行」し「急ハンドル」「すえ切り」は行わないでください。

・雨により会場内がぬかるんでいる場合は、車両の進入を制限いたします。

・走行する場合は、車両通行路として決められたところを通行してください。

イベントを安全にそして円滑に運営するために運営側も細心の注意を払っておりますが、ご出店の皆様におかれましてもご協力

をお願いいたします。

お願い

搬 入

【宛 先】 〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境12067 富士見高原リゾート

『アウトドアドッグフェスタ』係 藤田 宛 TEL：0266-66-2121

■会社名 ■担当 ■担当者携帯 を必ず明記してください。

宅配便・運送業者による搬入

伝票記入事項

保管の関係で、９月１５日（木）・１６日（金） に着くように指定してください。

【注 】 「アウトドアドッグフェスタ」向けの荷物と必ず明記ください。

【注 】 搬入日にブース着で荷物を配送する場合は、必ずご担当者がお受け取り下さい。事務局では受取りはいたしません。

【注 】 事務局・会場側では、荷物の到着確認は出来かねます。

【注 】 「Amazon」「楽天」他、通販の受取・納品先を会場にしないでください。

8

宅配便を利用して搬入を行う場合は、下記に従い会場へお送りください。荷物は「ジュネス八ヶ岳」へ集約いたしますので

各自で取りに行ってください。 場所＞P3参照

outdoordogfesta2022



●自前のテントで出店の場合、防犯、夜露対策の為、必ず四方を幕で覆ってください。

●急な突風によりテントが飛ばされないように、ペグやローブ等でしっかり地面に固定してください。特に夜間は、テントを低く

縮ませるなど風対策をお願いします。 ※過去にテントが飛んだ事があります

9

お願い

出店者パスは、出店いただいた方のみにお渡しする特別なパスとなります。運営側

で一般のお客様と区別し、出店者であることが分かるようお一人ずつ必ず身に着け

てください。各ブースへ運営スタッフが出店者パスのチェックに伺った際はご協力を

お願いいたします。

●入場時に出店者パスが無い場合は、入場いただけません。

●パスが人数分無い方は、総合案内（本部）にてご購入下さい。

出店者パスの追加発行は、1部1,000円で総合受付にて発行いたします。

紛失の場合も同様となりますので紛失しないようご注意ください。

●イベント会場の他、富士見高原リゾートの有料エリアである『花の里』へもご入場

いただけます。再入場は自由です。

●出店者パスは、出店に関わる者以外の方の使用を禁止いたします。

出店者同士の貸し借りや出店者以外の者、一般入場者へ貸与があった場合は、

今後当イベントへは出店いただけません。

自前テントの設置

飲食出店様へのお願い

出店者パス

【養 生】 飲食出店の方は、地面が汚れないよう必ず養生をお願いします。

【火気使用】 必ず消火器を設置してください。

●ゴ ミ

出店者名を
ご記入ください

当のイベントは、飼い主さんと愛犬が共に「そとあそび」を楽しむ「トキ」を提供するイベントで、本趣旨にご賛同いただいた来場

者、ご協賛・ご出店の皆様のご協力により開催しています。従いまして趣旨にそぐわない行為、来場者やご協賛・ご出店者の

利益を損なう行為、迷惑行為、イベント並びに主催者の利益を損なう行為、信用を棄損する一切の行為を禁止しております。

①主催者の許可を得ていない営業、宣伝、勧誘行為 ②主催者の許可範囲を超えた営業、宣伝、勧誘行為

③来場者、協賛・出店者の利益を損なう全ての行為 ④暴力、虐待、セクハラ、パワハラ行為

⑤会場上空でのドローン飛行 ⑥その他、主催者がイベント趣旨にそぐわないと判断した行為

主催者が上記の禁止事項に該当する行為を見つけた場合また、通報があった場合は行為者に対しての注意に加えて退場し

ていただきます。また、今後当イベントへの出入りを禁止させていただく場合があります。

禁止事項

会場内にゴミ箱は設置していません。各店舗様にゴミ箱を設置いただきお持ち帰りをお願いいたします。他店で

購入した容器も捨てられる場合もありますが、飲食出店の皆様で協力しあってお持ち帰りをお願いします。

衛生面より生ゴミ処理をしたい場合は有料にて廃棄可能ですので当日事務局へお申し出ください。

販売を行う食品の製造・保管は、食品衛生責任者の管理のもと、衛生管理には十分注意してください。

食品の製造販売に関するトラブルに関して、事務局は一切の責任を負いかねます。

●その他

●食品衛生

outdoordogfesta2022



当⽇提出書類

【コロナ感染予防 確認書】
●「コロナ感染予防 確認書」に会場に⼊場する関係者様全員のお名前をご記⼊ください。
●ご⼊場⽇に総合案内テントまでご持参・提出いただけますよう、よろしくお願いいたします。
●会期中、本紙1枚の提出になります。

【ワンちゃんの⼊場同意書】

●愛⽝同伴でのご出店をご希望の出店者様は、「ワンちゃんの⼊場同意書」にご署名の上、当⽇本部テントまで

ご持参・提出いただけますよう、宜しくお願い致します。

出店者ガイド

https://www.outdoordog.jp/y-exhibitor2022

提出書類は、
公式サイトより入手いただけます。

ログインパスワード

ｙ-２０２２

公式サイト［協賛・出店］よりご覧いただけます。

新型コロナウィルスの感染が、ご自身を含め、他の関係者やお客様、地域の皆様などに拡大する事を防止するため、

皆様に確認を行います。また、万一感染が発覚した場合に備えてご連絡先のご提出をお願いしています。

何卒ご理解いただきご協力いただきますようお願いいたします。

★会場へ入場する方全員のお名前をご記入の上、当日総合案内テントへ必ずご提出ください。

★確認書のご提出をもって全関係者の名簿といたします。

★以下の６項目に該当するかを確認し、確認欄へ〇印をお願いいたします。

★一つでも該当しない項目がある場合は、ご入場いただけません。

ご入場日に必ず提出してください

アウトドアドッグフェスタ八ヶ岳２０２２

提出書類 確 認 書コロナ感染予防

確認項目 確認欄

①本日、37.5度以上の発熱や風邪のような症状、体のだるさ、せきの症状はありません。
直近2週間以内も同様の症状はありません。

② 直近2週間以内に海外への渡航や海外在住者との濃厚接触はありません。

③ 直近1週間以内に新型コロナウィルス陽性の方との濃厚接触歴はありません。

④ 同居家族や身近な知人に感染した又は疑われる方はいません。

⑤ マスクを持参しており、会場内では人との距離を十分確保し、接客時はマスク等の着用をいたします。

※入場後は熱中症予防として人との間隔が2ｍ離れている場合はマスクを外してよいこととします。

⑥ その他、感染拡大防止のため主催者事務局が指示した時は、その指示に従います。

ご入場の関係者様のお名前、携帯電話番号、入場日をご記入ください。

出店ブランド・出店名・会社名

お名前 携帯番号 入場日（該当日に〇してください）

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

16金 17土 18日

新型コロナウイルス感染予防対策

https://www.outdoordog.jp/y-covid19



アウトドアドッグ事務局 （株式会社プライムクリエイト内）

TEL:０３-３３５０-０６７４ FAX:０３-３３５０-０６２６ メール：biz@outdoordog.jp

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15-5 アークランド四谷6F
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