
株式会社プライムクリエイト

実施報告書



今回で8回⽬を迎える本イベントは、過去最⾼の来場者数となりました。開催２⽇⽬の熱気球体験の中⽌など台⾵の影響は少なからずありま
したが、2⽇間無事に終了することが出来ました。⼋ヶ岳の⼤⾃然で愛⽝と⼀緒に楽しむコンテンツを30以上展開し、愛⽝との暮らしを豊かに

する約90の企業やブランドが⼋ヶ岳に集結しました。今後も⽇本で⼀番楽しいドッグイベントとして⽀持いただけるよう努めてまいります。

開催概要
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）・18⽇（⽇） 9︓00〜16︓00

富⼠⾒⾼原リゾート ⻑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

有料（前売り販売のみ）／ ⼦供（⾼校⽣未満）・ワンちゃん⼊場無料
【第1次販売】 7⽉11⽇（⽉）〜 8⽉31⽇（⽔） ●⼤⼈︓2,420円（税込）
【第2次販売】 9⽉5⽇（⽉）〜 9⽉16⽇（⾦） ●⼤⼈︓3,520円（税込）

株式会社プライムクリエイト

名 称

開催⽇時

会 場

主 催

⼊場料

企画・運営

Special Thanks

1

協賛／協⼒
Sponsor

Goods & Foods Shop
canevacanza /湧く⽟や/のりかつ商店/INO株式会社/株式会社ベリー/ペット家族/ワンフー/ルシアン旧軽井沢/Nanala＊/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/wan-site/アトリエセリシール刺繍⼯房

/NAAF/ぐれいすわん/zee.dog/charlie's back yard/Leeds Dog Supply/Nutrience/⾸輪職⼈かいわれ/あにまる堂/PURELUXE/611/☆BYJ/チャコ★フェルトアート/株式会社サンコー/ナパーニ/Bestie/MTLはあと/わんこ
の幸せバンダナ/Pet-Cool/結musubu/九州ジビエ.com/たなん似顔絵/北の極/M&Mfam/株式会社⾦⻁/ジビエ専⾨店 泰⾩もみじや/ISOP信州ナチュラルペットフード/ALPHAICON/SEAROMA 消臭抗菌アロマディフュー

ザー/みかんのお茶会/WOLFGANG MAN & BEAST/⿅⾁⼯房/株式会社国泰ジャパン-ables-/⾸輪とおやつの専⾨店Diange/動物のお菓⼦屋さんBlanc/Kimily/DearHounds/whirlpool/owners craft/LAKI/⼩型⽝
⽤だっこひもgyuttone!one(kanadel)/ワンさまニャンさま/havepet/GoldenRabbit/うちの⼦イラスト＆グッズ専⾨店/ドッグウェアkentii/HOLOHOLO/クリンビュー/LIMONTOKYO/WANDAWAY/九州ペットフード株式会社

/FREE BIRD（株式会社プラッツ）/STEELO-rkleather/ADESOL Dog Clothes Collection/runfree/LODIWORKS/Lawrie/芦屋ビビッド

信州晴天(Halebare)/堀⼝家/なべ家/Blue Gorilla/昼のふくろう/アトラス有限会社/北インド料理スーリヤ/あきらfood company/Moke's Cafe & Garage/STANDARDPIZZA⼋ヶ岳/キッチンLeaf/ササキフーズ/FAT LAND



来場者

※（カッコ）内の数字は、昨年実績

昨年まで⾏っていた⼊場制限を解除し、2⽇間で過去最⾼の4,798名が来場しました。全て前売りのみで⼊場チケットを販売し、第1次販
売・第2次販売共に販売終了⽇前に予定枚数に達し完売しました。

■来場者都道府県別割合 ※前売券購⼊者

都道府県別割合

前売りチケット購⼊者の居住地は、開催地である⻑野県をはじめ、東京都・神奈川県・埼⽟県からの来場が約半数を占めていますが、秋⽥県
から福岡県まで広域の29都府県から来場いただきました。

9月17日（土） 9月18日（日）
合計

晴れ 曇り・晴れ

大人 2,193名 （1,203名） 2,365名 （1,433名） 4,558名 （2,636名）

子供 113名 （35名） 127名 （45名） 240名 （80名）

合計 2,306名 （1,238名） 2,492名 （1,478名） 4,798名 （2,716名）

ワンちゃん 1,648頭 （903頭） 1,788頭（1,086頭） 3,436頭 （1,989頭）

東京都 20.71% その他
神奈川県 16.25% 三重県 0.76%
⻑野県 14.32% 富⼭県 0.58%
埼⽟県 12.34% 滋賀県 0.38%
愛知県 7.35% 奈良県 0.38%
⼭梨県 5.92% 兵庫県 0.32%
千葉県 5.69% 京都府 0.29%
静岡県 4.49% 宮城県 0.29%
群⾺県 2.54% ⽯川県 0.23%
茨城県 1.72% 福島県 0.18%
⼤阪府 1.43% ⼭形県 0.12%
岐⾩県 1.40% 福井県 0.06%
栃⽊県 1.08% 秋⽥県 0.06%
新潟県 0.99% ⾼知県 0.06%

福岡県 0.03%
広島県 0.03%
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愛⽝と「そとあそび」を満喫できる国内唯⼀のイベントとして、 標⾼1200〜1400mの⾼原に広がる富⼠⾒⾼原リゾート全体を活⽤し、広⼤
なフィールドと⼤⾃然を活かした様々なコンテンツを展開。アクティブ派ものんびり派も幅広く楽しんでいただきました。
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会場MAP

⿅の池癒しの森クロスカントリーコース

花の⾥ わんわん運動場初めての⽝キャン



4

①電⼦チケット確認 ②看護師による検温 ③リストバンド配布

⼊場体制

会場パンフレット

昨年までチケット（リストバンド）を郵送しておりましたが、今回から電⼦チケットを導⼊。⼊場時に必ず提出いただく「ワンちゃん⼊場同意
書」も電⼦化し、電⼦チケット購⼊時に署名いただく運⽤にシフトしました。

電⼦チケットで⼊場処理を⾏った後、各⽇の専⽤リストバンドをお渡しします。



業界初︕スタートアップ⽀援プロジェクト「WAN UP」

TOPICS
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愛⽝との暮らしを豊かにするスタートアップの⼀歩先を⽀援するプロジェクト『WAN UP』。今年で8回⽬を迎えた「アウトドアドッグフェスタin⼋ヶ
岳」で初開催となる本プロジェクトでは、スタートアップ企業・ブランドにアウトドアドッグフェスタのインキュベーションブースを提供しました。

今回本プロジェクトに、ペット関連のスタートアップ企業・ブランドから20件の応募があり、選考にて選ばれたペットテック、ファッション、ドッグフー
ドなど多岐に渡る7つのスタートアップ企業・ブランドが『WAN UP』に参加しました。「アウトドアドッグフェスタin⼋ヶ岳」のリアルな場を活⽤し、

愛⽝家に向けて新しい商品やサービスを紹介・提案しました。

着なくなった洋服を
愛⽝⽤にアップサイ
クルするドッグウエア
ブランド

⿇由来のCBDオイル
を低濃度で管理しや
すく与えやすいように
開発した愛⽝⽤
CBDオイル

⿐紋認証技術を活⽤
し、スマホで⿐をスキャン
すれば必要な情報を得
ることができる⽇本初の
⿐紋認証アプリ

Nose ID

折りたたみフードスタ
ンドなど愛⽝とのキャ
ンプを快適にするアイ
テムを企画・販売

THE DOG CAMP

帽⼦を中⼼に舞台や
CMなどのトータル⾐装
をプロデュースする
Atelier Inadome発、
⽝の帽⼦ブランド

Atelier Inudome

⾼麗⼈参などの希少
な機能性素材と、良
質な国産鶏むね⾁や
数種類の野菜を加え
た愛⽝の健康⾷品

ペットの恵み365

PLAYFUL MAG

世界で初めて⼼拍
の情報から、愛⽝の
状態を可視化する
技術が搭載されたス
マートデバイス

イヌパシー &WAN CBDオイル

Nose IDブースでは、本イベント
とタイアップして抽選会を開催。

⿐紋認証アプリに登録した⽅全
員に特製のステッカーをプレゼン
トしました。
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⿏先輩とみんなでドッグダンス

SPECIAL CONTENTS

⿏先輩ステージ

アウトドアドッグフェスタin⼋ヶ岳で、⿏先輩の14年ぶりの新曲「ピピポ体操」に合わせてドッグダンスに挑戦︕⼀度の参加数としては過去最多
の200組が参加。参加者みんなで⿏先輩の⽣歌に合わせて楽しくドッグダンスを踊りました。

⼋ヶ岳の⼤⾃然で⿏先輩の代表曲、「六本⽊〜GIROPPON〜」を披露していただきました。
ステージ前にはたくさんの来場者の皆様にお集まりいただき、⿏先輩のライブで会場が⼀体となり⼤盛り上がりでした。

⿏先輩の楽しいライブの様⼦や、
アウトドアドッグフェスタの様⼦を

YouTubeでご覧いただけます。



⼤じゃんけん⼤会
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ハロウィンパーティ

仮装した愛⽝と飼い主さんがステージに⼤集合︕仮装したわんちゃん達におやつをプレゼントしました。さらに、素敵な仮装をしたハロウィンドッグ
を5名を選出し、ステージで⾐装を披露していただきました。最後に記念撮影を⾏いました。

STAGE CONTENTS

みんなで楽しく運だめし︕協賛者様に豪華賞品を提供いただき、⼤じゃんけん⼤会を開催。ステージ前は⼤盛り上がりとなりました。

２⽇⽬（9/18）は、⿏先輩が
登場し、参加者の皆様と⿏先輩

で⼤じゃんけん⼤会を⾏いました。
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HondaDog トレイルWANニング 〜ジュラシック・フォレスト〜 9⽉17⽇
飼い主さんと愛⽝がペアとなり、森林コースをランニングしました。昨年からさらにパワーアップし、今
年は森林コースが「ジュラシック・フォレスト」に︕トレWANを楽しみながらも熱い戦いとなりました。

恐⻯を探してクイズに答えるコンテンツも⽤意し、⼦供から⼤⼈まで楽しんでいました。

コンテンツ

Hondadog はじめての⽝キャン 9⽉17⽇・18⽇

⼭梨県キャンプ協会のキャンプ達⼈がタープ設営のコツや焚き⽕の楽しみ⽅などキャンプの魅⼒
や注意点のレクチャー。愛⽝とのキャンプにぴったりの⾞中泊仕様のN-VANを体験しました。

〈アウトドア用品の提供〉

株式会社モチヅキ SUNDAY

記録証



9

NEW 宙⽝撮影体験会 9⽉17⽇・18⽇

愛⽝が宙に浮いた⼀瞬を撮影するオリジナルコンテンツ「宙⽝」の撮影体験。
ドッグトレーナーと写真家からレクチャーを受け、FUJIFILM最新ミラーレスカメラ

「X-H2S」を使って愛⽝が宙に浮く瞬間を真剣に撮影していました。

コンテンツ

⼋ヶ岳親バカ頂上決戦 9⽉17⽇・18⽇

昨年に引き続き、富⼠フイルムのWebサイトで愛⽝の写真を使って「親バカTシャツ」
やグッズを作成し、富⼠フイルムブースで「⼋ヶ岳親バカ頂上決戦︕」を開催しました。

今年はハロウィンデザインの親バカTシャツで楽しんでいただきました。

そらいぬ



10

コンテンツ

NEW ピタッとスラローム 9⽉17⽇・18⽇
ご褒美を詰めたKONGを使って愛⽝と⼀緒にスラロームを⾛り抜ける「ピタッとスラ
ローム」。ゲームを通して愛⽝の本能を満たせる遊びを経験いただきました。

NEW KONG早詰め⼤会 9⽉17⽇・18⽇

制限時間内にKONGにフードをすばやく詰め、フードを詰めた
KONGの重さを測定する「KONG早詰め⼤会」。KONGサイズ

別のトップ３ランキングを発表し、記録を塗り替えた⽅に景品をプ
レゼント︕たくさんの⽅が早詰め⼤会に参加しました。

NEW 最強ウォーターガンSpyraTwoで⼀緒に⽔遊び 9⽉17⽇・18⽇

NEW ⾼得点を叩き出せ︕ポイント獲得レトリーブゲーム 9⽉17⽇・18⽇

ドイツ ミュンヘンに拠点を置くエンジニア集団から成るSpyra社により開発された最強のウォーターガン(⽔鉄砲)。
最⼤⾶距離１４mを誇る「SpyraTwo」で⽔遊びを楽しみました。

飼主さんがEZYDOGのオモチャを投げ、愛⽝が持ってくる度にポイントをゲットできるレトリーブゲーム。
制限時間1分間で獲得ポイント数を競いました。



コンテンツ

カヤック＆パックラフト 9⽉17⽇・18⽇ ⿅の池

陸上でパドル操作のレクチャーを受け、初⼼者でも愛⽝と乗れるカヤックとパックラフトで⾃由に湖上散策を
楽しみました。今年は参加するワンちゃん全員に、ペットギアブランド「GEWALK」 のライフベストを着⽤いた

だきました。また、対象時間に参加申込したワンちゃんは、 GEWALKの⾼機能ロンパースを試着してカヤッ
ク体験・パックラフト体験に参加しました。
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トレッキング 9⽉17⽇・18⽇ 創造の森
⼋ヶ岳の⾃然を感じながら⼭中の湧⽔を⽬指して愛⽝と往復2時間
トレッキングを実施しました。

⼋ヶ岳の動植物たちのお話を聞きながら愛⽝と⼀緒にのんびり
散策ができるネイチャーハイク。

NEW わんことネイチャーハイク 9⽉17⽇・18⽇



コンテンツ
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ウンチクリーン運動

『放置ウンチゼロ』を⽬指し、来場いただいた飼い主の皆さんにウンチを⾒つけたら『拾う』を合⾔葉としたウンチクリーン運動『拾ウン動』
を推進。ウンチをゴミ箱に投げ⼊れるゲームで、楽しく「拾ウン動」へ参加いただく啓発活動を⾏っています。

NEW 愛⽝とはじめてのキャンプ宿泊 9⽉17⽇・18⽇ ⿅の池前芝⽣エリア

愛⽝とキャンプを始めてみたい⽅向けに、キャンプインストラクターがテントの設営の仕⽅や⾷事の作り⽅、楽しみ⽅などをレクチャーするキャンプ
宿泊体験を開催。⼋ヶ岳の⾃然を感じながら、愛⽝と⼀緒にキャンプ宿泊を体験いただきました。
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コンテンツ

わんわんラビリンス 9⽉17⽇・18⽇

愛⽝と飼い主さんが息を合わせて100平⽶の巨⼤迷路に挑み、巨⼤迷路からの脱出タイムを競い
ました。優勝メダル&景品を⽬指して⽩熱のチャレンジ⼤会を開催しました。

チキチキワンワン猛レース 9⽉17⽇・18⽇

記録証

ワンコ界最⼤の猛レース。⼩型⽝から⼤型⽝まで様々な⽝種が混ざり合い、飼い主さんの
待っているゴールを⽬指してダッシュし、猛レースを繰り広げました。参加者も周りの応援の⽅

も⼤盛り上がりでした。

記録証

PR⼤使⽝バウバサダー

今年は7⽉に９組のバウバサダーをお招きして任命式を開催。⼋ヶ岳の⼤⾃然
の中で、イベントのコンテンツを先取り体験いただきました。

2016年より「アウトドアドッグフェスタin⼋ヶ岳」のイベントや⼋ヶ岳エリアのPRを⾏うPR⽝「バウバサダー」を募集。イベントのPR活動と
共に、協賛社商品のPRやコンテンツの運営にも参加し、イベントを⽀える存在として活動しています。
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コンテンツ

タイムレース100ｍ 9⽉17⽇・18⽇

タイムレース20ｍ 9⽉17⽇・18⽇
距離が短い直線コースで、ワンちゃんのサイズ別で楽しみながらタイムを競いあうタイムレース20m。
100mに⽐べると距離は短いのですが、上位を狙ってたくさんのワンちゃんが全⼒疾⾛していました。

国内で唯⼀100mの直線距離を⾛るタイムレース。本イベントでしか体験できない⼤⼈気コンテンツです。
飼い主さんは途中から愛⽝と⼀緒に⾛ってゴールする⽅も多く、愛⽝とのかけっこを楽しんでいました。

記録証

記録証

フォトコンテスト

第⼋回アウトドアドッグフェスタで楽しんでいるトキを写した愛⽝や家族の写真を⼤募集。
（応募期間︓10⽉10⽇(⽉)まで）

Honda Dogの愛⽝と楽しくドライブできるカーアクセサリー、FUJIFILMの愛⽝と過ごす家族の
時間を残すカメラ・フォトグッズ、お家で使えるクッションなどのブッチグッズのセットなど、ステキな
プレゼントをご協賛いただきました。

2022年11⽉11⽇(⾦)に公式サイトにて発表。
https://www.outdoordog.jp/photocon

公式サイトはコチラ

https://www.outdoordog.jp/photocon


コンテンツ

ドッグゲーム 9⽉17⽇・18⽇ ドッグゲームコーナー

■NEW PAWキーパー

飼い主さんと愛⽝の息を合わせて挑戦するアウトドアドッグフェスタのオリジナルドッグゲーム。

ドッグダンス体験会 9⽉17⽇・18⽇

森のお散歩&シカ⾓お守りキーホルダー作り 9⽉17⽇・18⽇

⼋ヶ岳の動植物たちのお話を聞きながら愛
⽝と⼀緒にのんびり散策ができるネイチャー

ハイク。本物のシカ⾓でお守りキーホルダー
を愛⽝とペアで製作しました。
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■MATEピタッ

観覧無料のドッグダンスのデモンストレーションと、初⼼者でもで
きるドッグダンス体験会を実施。

記録証記録証

■NEW おっとととRUN

ディスクドッグの第⼀歩︕スローイングのコツのレクチャーを受け、
ころころディスクのミニゲームに挑戦しました。

NEW ころころディスク 9⽉17⽇・18⽇

記録証



協賛社ブース

株式会社ホンダアクセス
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富⼠フイルムイメージングシステムズ株式会社

新東亜交易株式会社株式会社ハヤブサ

有限会社スワニー



出店者エリア
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フォレストモモ株式会社コングジャパン株式会社



会場スナップ
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お問合せ

アウトドアドッグフェスタ運営事務局
株式会社プライムクリエイト

160-0008 東京都新宿区四⾕三栄町15-5 アークランド四⾕
ＴＥＬ︓03-3350-0674 ＦＡＸ︓03-3350-0626

Ｅ-ｍａｉｌ︓ info@outdoordog.jp

© 2022 outdoordogfesta 無断転載を禁じます。

ご参加いただき誠にありがとうございました。

⼋ヶ岳（⻑ 野） 9⽉16⽇・17⽇開催

2023年

アウトドアドッグフェスタは株式会社プライムクリエイトの登録商標です。


