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{出器産浅意事項】

<出陳申込みについて> 

(20告8年1月l[l以降司鑑分よ号}


会E襲外公終段体チャンピオン


@AKUアジアチャンl:'オン

⑨シューブザームドック

e

てください。(r車線中j は認められません.) 

することはできません.� 

カ…ド緩;まw効となりません倫� 

会理費毒事告ある犬 発情した:f..

窃皮膚?認書毒殺事足等専健歳上の危慎がSちる犬

6. b品隙料/広告料� 

た 6，000将� 

円6.000;於

事事(表紙は量生<l 15，000円

〈む出陳:f..1@撃導犬/寺島誌上参帯:f..� 

J C1. t告書量犬は.本会のクラブ会主主主許容寸晶、次に該当しないの 受録犬に限ります託 u 

JFCI多 インターナショナ レビューティチャンザ;tン� 

J KC出陳ゆ込書は‘事芸人重量れがないようにしてください. 重量総省臨時閣に泣 必ず望書特を記入し

γ2 線/Il型車量犬に内日本局注者名義的まま メリカに輸出され史的機合は、リターン手鋭意を行わずに、

皇室内部壌I[~速に刷陳することがで霊ます，ただし AKCチャンザオンの糞格を得ている場合にi主主告書躍

3 tウエチィングリスト聾録火は、機賞会に 塁線できますが、骨穐チャンピオン殺事事攻びその条件となる

(2009 4 10年 月 );)，務父上話務員受付開始となる廃業金かちの実施}

上話機犬は、次的持母iJ)ーに該当する場合は出稼マきませんが、五 ‘革審査証時に特定されたと曹は簿登急

iのます象から除外され 謀議して褒くことになりますが、義喜筆記事しなてはできませんe

~ショ にふさわしくないカット{え斜ョベットカット、ラップを挙事いたまま等}の式

ら ハンドラ…{銭外経住者を合tJ)は本会むクラブ会員競ぴに削機犬所有者出家主堅(非会員}がハンド

ラーの溺若者は噌会長であるその家燦的所有えに緩ちますa 
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:f1;， i:。同一一犬が匂以下0)持号及び 重複することはで意ません。皆;1;.1� 

iO Ftl!隙料は申し込みと 司祭寺にお支払い さい.展覧会宅建絞めぷ支払いは 切認められませんe 

Ot話機料は出艇の有無にかかわちずお返し敷しません@

FAX FAX 1※ による出陳申込みを篠原している緩覧会に で潟織を取し込む樋 合 ま、� 

Tid.JiE担込み後主催者 こ、員 到着内容を必ずご線認ください.

2010 S申込開鎗詰 日年§月� 

2010 9 22申込締切詰 日丹年� 
02010 1年 月l[l以降開催分より帯主義覧会Q)tl!療申込み締切臼を厳守するため、出様申込み漏れや蕊

機えは該当年齢的問家事堅調鹿クラスへの出隙となります。クラスを濃択するととはできません。

H. mJKC JT.C T.CHX E JKCi仁氏必 は、 タ手間公主選 塁手本む廷で こ登録されているものに ります.

11事参考犬は、お費量[l織に掲載の上、 メイシワングで酸 します僧

誌上参考犬}立、写糞 教込みでI:fj際線量遣に鑓量産のみとします.F

れ毒事f分}こご:r主主主ください@� 

7 肉*繁猶犬とは宅費E議者が見庁府者で繁殖者かも一控室も名畿変更されていない:f..を指します費量へ自由主産し

て名義変更を経たのち、湾'IJ繁殖者が所有した有能舎は‘会家集捕犬lこはfきまれません.また. ~ヨ導医繁

<害容考犬・紙上惨考犬> 

<出陳区分早見表>

ベゼー、パピー・マッチショー解嬬� (M.CC付善〉

<緩示会当日について> 
I 草案賞会場では‘主主められたパドックのスペーえを守ってください.� 

2. 関口出様犬í~t展わちず白書普資結果にま守する重要燃や批判などは認められません. 
3 主催者母語示にも産わないなど、展覧会場。古学後を簿するおそれのある方は、会場から議場していただ

きます。

【審査員盆スケジュール・.位}

<審査員>ベストインスペシャリティーショージャッジ

-・岡剛則.瓜 生 敏
液音盤3量闘は都合によI:J愛媛するととがあります.

<スケジューJj，>
簿登進行・ショースケジュ…ル� 

9 告企受付開始�  事参考犬

10 :00 響楽関始 	 チャンピオンシッブショー

ベビーマッチショー	 パピーマッチショー� と忌話� D選出まで

CむB.WD選出まで� ①P. WD議機まで 者会B話選出まで

お日、� WB遜!iIまで ② P. W話議総まで 命日� IS S決定まで� 

会多話日� 1S S決定まで� ③� B P 1S S淡主主まで 13: 00 樵了予主主

{護憲行状双には充分お気をつけ持うえを遜れないようにしてください.) 

<M.CC交付対象一策表>

交 付 対 象

WD・W器{ウイナーズ務'11'までに.� 3重要以上O)!ll織がある場合〉

{残飯審査までに、 3重量以上のltI憶があり、� 2量級犬が.l<Cチャンピオンでな〈、

目。眠� BB・BlSS 本綾でMCCをまだ散布陣していない場合}


出当該審査までの1m車穴ll'2豪いれば貰伎は付与されますが、� M.CCは3瀕いなければ付撃されません.

摂当該援では、� M.CC(メジャーチャンl:'オン・チャレンジーサティフィケイト)が交付されます.

ただし、出陳ilJ(散が64童書未満となった総合には、� CC(チャシザオン・チャレシジ・サティフィケイト}

として数号嫌われます.

(入賞及び獄、C芯の付与)

(以下の総遊中. M.CCO)付早はチャンピオンシップシ滋ーのみを対象とします.) 

(i)WD. W市審査� 

(alチャンド9オンクうスを嫁〈当薮ショーぱ分{ベピーマッチシヨヘパ¥::'ーマッチショー‘チャン

ピオンシッヅシヨ-)母牡牝ごとに2首割以上[当該犬を会主J)の邸陳犬があれば ウィナーズの糞

伎とリボン寄付与殺します。� 

(b)ただし� M.CCは3ilJ(以上の総費量Jたがいなければ付培君主しません6


@豆WD，畏皆目
 

(a) WD.l1J;1:， WB、珪びチャンザオンクラスを事者〈湯量産ショー区分の粒守主ごとにま綴以上(当該犬

~~雪む}おt望書章二えがあれば， R官rJ)X，ま宜WI主将3量殺とリボンが付年されます。 

lb)ただし、� M.CCIま3霊童以上の応援犬がいなければ付辱されません


議EX

(a) クラスに2頭以� l二時tti滋コ売が2ちれば、� EXの賞!(r及びリボンが待毎i!tlます。� 

(b)ただし‘� M.Cむについては、クラスに3綴以上の出陳:f..がいなければ付与されません陶� 

④BD、BB 

(a) 当該ショー係分母牡牝ごとに2託費以上{当該犬を'2;tJ)の出陳犬があれば‘� BDXは呂田の貰位

とりポン金受付号されますe 

(blただし主� M.CCは3怒/:，(との燃費量犬がいなければ付撃されません.

護JBl事S‘BOS

{計器15Sの貰位と口t'ットは、主主皇室ショ 区分ごとに2頭以土〈当該えを苦言tJ)の出陣}:があれば

付与されます@� 

(blただし、� BISSへのM.CCは3頭以上告主軽量車フそがいなけれほ付毎されませんe 

(cJ BOSお舞伎と� Uゼットは、当該ショー蕊分母幸士号七ごとに2繍以上{当該コ売を含お}のt封鎖犬が

あれば付容されます，

くアワ ドオプメリット〉

チャンピオンシッヅショーにおいて、ベストドソグ)V:I:ベスト日ッチ審査時実績数が日劇以上品場合、

生年向日

二J20106.1時ヰカ持活)-お104.2 :~1l 6tJll) 

ペストドァグ又はベストピッチ濃泌}ご縫いて、下記表に従って7ワードオブメリソトを濃出しますa

ただし、ベストドプグ又はベスト校、ノチに準ずるレぺんに液していなければ務総しませんa

ベストドッグ(又はベストiベストドッグ{又はベスト� 
lピッチ}審査の薬草語数� ピッチ}審査の実蹴数� 

5 - 1 0 滋� 3 1 - 4 0瀕� 
4 1言語以上
 

2 1- 3 0 頭


麗覧会事務所

千964-0912 楢島県二本松車上竹� 1-44 

1 1 - 2 0 童書� 

麗
かの

又
B

手口彦方
また

※111陳j(の琢覇院について3立、展置会初日が基準行となちますめでとマト置ください4 

[i例11月� 1日生まれの犬がいるとします.� 1月� 1汀から号ヵ月という場合は‘同じ抵の9丹来日まで

となりますので、� f生後古今月� lHJは同じ苧碍� IO!l1おとなりますq

TEL.0243-22-3506 
43-22 3691 。忠FAX.凝って、� 1月1日生まれの犬泳、河年，0月HIに閣覇軍される袋董会から、ジュヱアクラスiごa講義

することになります刷� 

:JKC公認 宙局>>~巴笥コ~dP~~宇一式。習ヨ主催
後機社団法人



-会場案内 前橋市敷鳥公園パラ園臨時駐車場

主隠選17号合流 至渋111

敷島公開

パラ菌臨時駐車場

話機IC下車前護市方醤へ

利椴川を渡り左折

敷島公醸方語へ車で 10分

-幾食会館

表並覆ー高豪華 獲高暗  IC



開催日� :20 年月 日 	 麗覧会名緯- 出陳申込書
性 ~J

きス議メス

ヲラス区分� (0で醤んでくだ会い〕� i|カ滞;タ火カ;sナ� 

アトラクション� 
喜志よ参考犬
省参考犬

ベビー

患家繁殖イピ叩

ジュニア

ヤングアダルト

アダルト

自家繁獲γュニ7

自家繁鑓ヤング7ダル

要Iカ父タヨカナ
犬名� 

i|母カタ犬カ名ナ

|ふりがな

|i{生西年軍E鍔1o!8
i繁灘者

章容 月� E書

クラブ会員番号 TI-r~ I1-lmO トrm
パピー

白書~，庭猿tピピー

自家繁殖アダJj，ト

チャンピオン

ぉ� ilm氏磁場骨
様� l名

者� l||主出(主千様要者聾� 

J(τd 嶋

務鍵

クラブ

ー� ](Fax. - 鞠� 

iハンドラ一氏;s	 111主議看� I(TeI 
i氏名 医空三
|俊F

I(Tolし	
LL一

肝

(1)白書義務込穫は、アジア車量殺事量殺、この様式1::'統一されました萄� ¥ffl賦� '.!:ζ21:ーしげ'Jf交F轄を正襖ド忌τん。� 1 

(2)この出陳申込書に‘出被災後添えて申し込んでαまさい.出隊約のないものは受付けられません。
欄河=10.'襲撃FCI，仰向、=7号、クラプ渡合会展・犬尊重議事会菱重F欄=6.出陳斜:クラブ燥� 

(3)ベビー・マッチシ簿一鯵継の有型軽や、� filP!量康込書警鎗B・締切日、ま事上参考犬、及び参考火については也被害義内療を参照されるか、::t
術者にお隠い会わ伎のj二ご確認くだ~いa 
(41繁灘奏会主ら一層まも名義変更されていない犬を自家繁栄火と呼びますe俄のカに譲渡してf;事聖書長笈令緩た後、手専び策費産者が所有した
場合t立、告家繁荷車~IC.合哀れません争
(談会ての会犬種展ならびに犬猿要事重量ではfiI隙申込縁切終芸誌で申込頭数カ140綴以上になった犬尊重は、単独システムが線F話されますの
で、クラス区分は単重量システム懲煎梼のもので$込くださいa 

{61チャンピオンクラスへのfiI隊については、 r-:f"，ンピオン資格条件破事事通知書jの沸j遺書臼以降に出機感込締号08が設定~れてbも展
覧会かi必なります.よって、邸機申込み後、幾綴jとの出陳締切日� 3までに本書事よりf資絡条件磯鴛通知書jが緩い先場合問主、チャンピオ
ンクラスでの邸機となりますので、著書惑なに主義量者へクラス変更の違絡をしてください。
(7)犬種要事会菱重ならびにクラブ華曜において� FA.Xによる出陳申込受付が可後となりました。ま幹iふ線香長1=*主主植者� I::'li害総の逮絡を必ず入れてく
ださい。� 

開催日� :20 年月詞 	 農霊会名称- 出膿申込書
後期

オス‘メス

ウラス区分(0で倒んでください〕
カタカナ

本コ蛇;s

アトラクション� 

髭よ参考犬 ジュニア

JKC費量級事跡舟� i封生書霊年祭湾}箆
華字 3宅� a 

!繁殖者

参考犬 ヤングアダルト

ペピー

鐙家繁殖へY同� 

アダルト

自家繁議シ';].ニア� 

Z善要置繁殖ヤンゲアダJ~ 

iカタカナ� 
j母犬;s

iふりがな
クラブ会員桝� IIII卜UlmJ-1111

パピー

自家繁殖，ピピ叫

自家繁殖アダ紗� 

チャンピオン� 

liI 出陳者

隙 氏名
唱壁� (i' 

i;銭滋線高者青

側 1.8)(す

所属

クラブ
側� )(Fax. 情 帽� 

iハンドラー氏名	 |敬獄事f 1(Tel. 

|氏名
軍事一� 

IrTeI. 

!lJ出陳申込3警は、アジア震を除雪E、この様式に統一されEました。(用紙をコピーしての使� "11ま嫌いませんむ}

況にの出陳市込意書5こ、出害事斜を添えて申し込んでください.出陳料のないものは受付けられまぜん。
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一
，7問、クラブ量室長誉会襲撃・犬積書事会躍韓関00，母=6出陳斜:クラブ差是� 

(3)ベピ日・マッチシF“併般の有無や、fiI書量E事込欄始日・締切録、毒事上参考犬、:&.び参考犬については出陳案内務会幾重草されるか、::t
儲華料主宰熱、合ま対のJ:ご確認くださハ� 
141君臨費量著奇から一度も名義還を3草されても吹い火殺自家繁殖犬l:.将び;:す。他の方に緩襲業して名義変更念総た後、再び型軽破壊骨が所有した
場合は、お家繁殖犬に会疲れません。
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級会ての会火事重量重ならびに火事毒事字選望では出隙織込緩草書善寺点で申込滋養女会主将重量.i;I.みになった犬種は、総数システムが採用されま?の
で、クラス区分は厳重量システム機用時のものでゆiるください.� 
(6)チャンピオンクラスへの出陳については、� fチャンピオン資格条件事事秘義量知書jのJlj遊日以織にfiI線申込締切日が設定されている緩
境会からとな与まず� aよって、出陣取込み重量、幾程上の出隊締切日までに耳幹線より「資格条件革審議事選量知書Jが厨いた場合踏ま、チ守ンピヨr
ンクラスでのfiI隙となりますので、事室警にi主義望者へクラス重量J!の逮絡をしてくだおい。� 
(71火緩毒事会民ならびにクラブ震においてFAXによる出襲撃俗込書を付が可飽となり1ました。車込書寄後出ま3::傭者に磁畿の漆絡会必ず入れてく
まま務、事


