
一緒に遊びに
来てね！

ペット
同伴
ペット
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こどもも大人もペットも
こどもも大人もペットも
いつも一緒がいいね！
いつも一緒がいいね！

新しい家族を探しませんか？新しい家族を探しませんか？

世界の
わんちゃん
ネコちゃん

ふれあい
フライト!!
ふれあい
フライト!!

ブラックメンフクロウ
撮影コーナー!!
ブラックメンフクロウ
撮影コーナー!!

ジャンボウサギジャンボウサギ

パルマ
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キッズコーナー!!キッズコーナー!!昆
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限定品や
お買得品多数！！

ペットフード・ペットグッズ
園芸用品、メーカー多数出展！
ペットフード・ペットグッズ
園芸用品、メーカー多数出展！

警察犬と災害救助犬の違いを
知っていますか?　1日2回限定。
警察犬と災害救助犬の違いを
知っていますか?　1日2回限定。

上手に撮ってね、
待ってるよ。

第1回 あなたの飼っているペットの
参加をお待ちしています!!
あなたの飼っているペットの
参加をお待ちしています!!

優秀賞 1名　かわいいで賞 1名　　
おもしろいで賞 1名
参加賞　全員にプレゼント!!

優秀賞 1名　かわいいで賞 1名　　
おもしろいで賞 1名
参加賞　全員にプレゼント!!

参加申込書
※裏面の必要事項をご記入の上、総合案内所にお渡し下さい。

投票用紙

犬：チワワ・ミニチュアダックス・フレンチブルドッグ・
　 柴犬・ミックス・ペキニーズ・ポメラニアン・トイプードル
　 シーズー・ウェルシュコーギー・ヨークシャーテリア
猫：アメリカンショートヘアー・アメリカンカール・
　 スコティッシュフォールド・マンチカン

※生体の種類は変更になる場合がございます。
　ご了承ください。

災害救助犬
デモンストレーション!!
災害救助犬
デモンストレーション!!

　　 ペット
ファッションコンテスト!!
　　 ペット
ファッションコンテスト!!

ウサギ・ハムスターの販売コーナーもあります。

ハリスホークが、あなたの腕に飛んできます。
記念撮影もあり（人数限定）
ハリスホークが、あなたの腕に飛んできます。
記念撮影もあり（人数限定）

大集合!!
ア
ト
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※お申し込みは会場にて行います。
　必要事項をご記入の上、総合案内所にお渡し下さい。

第1回

ペットファッション
コンテスト!!

ペットファッション
コンテスト!!

第1回

ペットファッション
コンテスト!!

ペットファッション
コンテスト!!

●会場内では飼い主の方はペットから離れないでください。混雑の際は、ペットを抱いて入場していただく場合があります。●ペットが怪我など
しないように管理をお願いします。●出展者サイドの動物との接触は絶対に避けてください。●会場内の出展スペース、観覧スペースでは一部
ペットの入場が出来ない場所があります。●万が一、会場内でトラブルが起こった場合は当事者同士で対応して頂きます。●他のお客様に迷惑
がかかる場合は、入場をお断りする場合があります。人や他の動物を見て攻撃的になる動物は入場できません。●会場内にはペットの一時預か
り所はありません。●会場内外での糞尿は各自で処理をお願いいたします。

ペット同伴のお客様へのお願い

お問合せ先／Tel.050-3591-3030（わくわくペット&グリーンフェスタ実行委員会）

キッズに大人気のふわふわ遊具、ホエールくんと
スライダーコンボでみんなで楽しく遊ぼう。
キッズに大人気のふわふわ遊具、ホエールくんと
スライダーコンボでみんなで楽しく遊ぼう。

八戸市新井田西四丁目1－1

テクノルアイスパーク八戸会場：
AM9:30～PM4:30 駐車場の台数に制限がありますので、公共の交通機関をご利用ください。

6月4日 ・5日土 日

●主　催／わくわくペット&グリーンフェスタ2016実行委員会
●特別協賛／株式会社　　　　　　　  http://wakuwaku-sunday.com
●後　援／ATV青森テレビ　
●寄付先／公益財団法人 日本盲導犬協会

SUNDAY

八戸

【動物取扱登録情報】
■氏名又は名称　株式会社D&C　事業所の名称　わくわくペット&グリーンフェスタin 八戸　D&C
事業所の所在地　青森県八戸市新井田西四丁目１－１　動物取扱業の種別　販売、展示
登録番号　第１５１０２２号（販売）　第１５５０１８号（展示）　登録年月日　平成２８年３月３０日　
有効期間の末日　平成３３年３月２９日　動物取扱責任者　渡辺富男
■氏名又は名称 岡村淳市　事業所の名称 テクノルアイスパ-ク八戸　事業所の所在地 青森県八戸市新井田西四丁目1-1
第1種動物取扱業の種別 展示　登録番号 第155016号　登録年月日 平成28年3月28日
有効期間の末日 平成33年3月27日　動物取扱責任者 岡村淳市

洋らん植え替え実演
＆講演会!!
洋らん植え替え実演
＆講演会!! シンビジウム・胡蝶蘭・

カトレアなどの植え替え
実演&講演を行います。

シンビジウム・胡蝶蘭・
カトレアなどの植え替え
実演&講演を行います。

小人（高校生以下）600円
※乳幼児及びペットは入場無料
※小人料金は3歳以上高校生以下となります。　
※入場料の他、参加料がかかるコーナーが
　ございます。　
※イベント内容は動物なので、予告なしに
　変更する場合があります。ご了承ください。

Pコード 990241

Lコード 21502

〈当日券〉

〈前売券〉　大人 800円　小人 500円

大 人 900円

ライオン提供:ペットオーラルケア相談会開催!!

わくわく
ペット&グリーン
フェスタ 2016



ファッションコンテストであなたが各賞にふさわし
いと思うペットの番号をご記入下さい。
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キリトリ線 キリトリ線

ペットフード・ペットグッズ
園芸用品、メーカー多数出展！
ペットフード・ペットグッズ
園芸用品、メーカー多数出展！

ペット販売会
わんちゃん、ネコちゃんをはじめ

両生類から爬虫類、
小動物までいろんなペットが大集合！！

イベント限定品！
お買い得品多数！

同時
開催

★ステージイベント★ステージイベント

★一般参加コーナー★一般参加コーナー

★お楽しみコーナー★お楽しみコーナー

金魚すくいコーナー

ふれあいフライト!!

わんちゃん、ネコちゃんと一緒に遊ぼう！ ウサギやモルモット、可愛い動物た
ちと仲良くなろう。ジャンボウサギも
やってくるよ。

スナネズミレース 犬猫ふれあいコーナー 小動物ふれあいコーナー

わんにゃん
フードコート

同伴の犬・猫のフードが食べ
放題!!試食して自分のペット
に合った
フードを
さがそう。

わくわくフードコート

キッズコーナー

弘前公園で桜の見回り隊をしたハ
リスホークのあかねちゃんが登場。
飛んでくる鷹を腕にとまらせたり、
記念撮影が出来ます。
人数限定の参加型ステージ。1日2
回限定。是非、ご参加ください。

警察犬と災害救助犬の違いを知っ
ていますか?　1日2回限定。

第1回
ペットファッション
コンテスト!!

災害救助犬
デモンストレーション!!

優　秀　賞

かわいいで賞

おもしろいで賞

ペットの飼主

ペットの種類

ペットの名前

ペットの特技

番

番

番

犬・猫・その他（　　　　　　）

あなたの飼っているペットの参加を
お待ちしています!!
お客様の投票による
各賞のプレゼントを
ご用意しております。

無料 10分100円
10分
100円

1着になるスナネズミを予測しよう！
見事、当った人には、粗品をプレゼント
するよ！　1日1回の限定イベント。
お見逃しなく！！

●災害救助犬デモンストレーション

●ふれあいフライト

●バルーンアート

●ペットファッションショー

●災害救助犬デモンストレーション

●ふれあいフライト

●バルーンアート

10:30～11:00

11:15～11:45

12:00～12:30

13:00～14:00

14:15～14:45

15:00～15:30

15:45～16:15

無料

TIME SCHEDULE
タイムスケジュールタイムスケジュール

10:30～
14:15～

11:15～

12:30～

15:00～

13:00～

ネコちゃんグッズ大量入荷！

おいしい食べ物・飲み物
あります。

猫グッズ販売コーナー

※商品は変更になる場合が
　あります。
　写真はイメージです。

1回50円

●会場内では飼い主の方はペットから離れないでください。混雑の際は、ペットを抱いて入場していただく場合があります。●ペットが
怪我などしないように管理をお願いします。●出展者サイドの動物との接触は絶対に避けてください。●会場内の出展スペース、観覧
スペースでは一部ペットの入場が出来ない場所があります。●万が一、会場内でトラブルが起こった場合は当事者同士で対応して頂
きます。●他のお客様に迷惑がかかる場合は、入場をお断りする場合があります。人や他の犬を見て攻撃的になるわんちゃんは入場
できません。●会場内にはペットの一時預かり所はありません。●会場内外での糞尿は各自で処理をお願いいたします。

ペット同伴のお客様へのお願い

10分100円

キッズに大人気のふわふわ遊具、ホエールくんとスライダ
ーコンボでみんなで楽しく遊ぼう。

※乳幼児及びペットは入場無料　※入場料の他、参加料がかかるコーナーがございます。　
※イベント内容は動物なので、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

【動物取扱登録情報】
■氏名又は名称　株式会社D&C　事業所の名称　わくわくペット&グリーンフェスタin 八戸　D&C
事業所の所在地　青森県八戸市新井田西四丁目１－１　動物取扱業の種別　販売、展示
登録番号　第１５１０２２号（販売）　第１５５０１８号（展示）　登録年月日　平成２８年３月３０日　
有効期間の末日　平成３３年３月２９日　動物取扱責任者　渡辺富男
■氏名又は名称 岡村淳市　事業所の名称 テクノルアイスパ-ク八戸　
事業所の所在地 青森県八戸市新井田西四丁目1-1
第1種動物取扱業の種別 展示　登録番号 第155016号　登録年月日 平成28年3月28日
有効期間の末日 平成33年3月27日　動物取扱責任者 岡村淳市

駐車場の台数に制限がありますので、公共の交通機関をご利用ください。

八戸市新井田西四丁目1－1テクノルアイスパーク八戸会場：

AM9:30～PM4:30

お問合せ先／Tel.050-3591-3030

大人 900円 小人（高校生以下）600円

●主催／わくわくペット&グリーンフェスタ2016実行委員会　●特別協賛／株式会社
●後援／ATV青森テレビ　●寄付先／公益財団法人 日本盲導犬協会

SUNDAY
（わくわくペット&グリーンフェスタ実行委員会）

6月4日 ・5日土 日

八戸わくわく
ペット&グリーン
フェスタ 2016

ATV青森テレビのマスコット
「じん子ちゃん」&
サンデーキャラクター

「サン子ちゃん」の撮影会

わくわく
ペット&グリーン
フェスタ 2016


