後援：ロイヤルカナンジャポン

エントリー締切
2018 年

1 月 8 日（月）
24 時まで
エントリーリミット 225 頭

1 月 13 日(土)～14 日(日)
チャンピオンシップ/キツン/プレミアシップ/ベテラン/ＨＨＰ
1 月 13 日（土）

1 月 14 日（日）

受付開始

10：00

受付開始

09：00

審査開始

11：00

審査開始

10：00

審査終了予定

18：00

審査終了予定

17：00

Aki Tamura (AB)

Koji Kanise（AB）

Suki Lee (AB)

Pam DelaBar (AB)

Yukiko Hayata (AB)

Etsuko Hamayasu (AB)

会場

６×６リングショー

神戸サンボーホール

２階大展示場

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 5-1-32
TEL：078-251-3551
｢ポートライナー貿易センター駅｣ 下車すぐ。市営地下鉄 海岸線 ｢三宮花時
計前駅｣ 下車 徒歩 5 分。JR ｢三ノ宮駅｣ ｢阪急三宮駅｣ ｢阪神三宮駅｣ 下車
徒歩 10 分。
市営地下鉄 山手線 ｢三宮駅｣ 下車 徒歩 10 分。
神戸空港から ｢ポ
ートライナー貿易センター駅｣まで 16 分。｢新神戸駅｣からタクシーで約 10 分
※地下に神戸商工貿易センタービル地下駐車場がございます。

❤ 出陳料

早期エントリー＆入金締切

12 月 29 日

Wakako Nagayama (AB) Edward M Maeda (AB)

※早期締切日までにエントリーと入金が完了している方が対象

Yaeko Takano (AB)

John Webster (AB)

チャンピオンシップ/キツン/プレミアシップ

Yuko Nozuki (LH/HHP)

Mihoko Yabumoto (LH/SH)

Yayoi Satoh (SH)

2 日エントリー
1 日エントリー

22,000 円
15,000 円

12 月 29 日までの入金 20,000

円
12 月 29 日までの入金 13,000 円

ベテラン/ハウスホールドペット
❤ 出陳申込み 武藤 桂子 エントリークラーク
FAX：０５６８－５５－３８０２（24 時間 OK）
TEL：0568-32-7366（19 時～22 時）
E-mail：entrycfa@gmail.com
エントリーフォームの欄外に日本語で住所,氏名,電話番号,FAX 番号
をご記入ください

❤ ショーホテル申込み 櫻井 真喜子
E-mail：laholaho@gmail.com
TEL：090-3765-8860
部屋タイプ、宿泊者名、住所、電話番号を明記してメールかお電話に
てお申込みください。

❤ 広告申込み 松本 俊子
E-mail：loveneko2828@gmail.com
TEL：046-207-7110 携帯：090-7630-2324
PDF または JPEG にて上記メールアドレスにお送りください

❤ 出店申込み その他お問い合わせ
❤ 小泉 かよ子 ディレクター
TEL：046-228-9084 FAX：046-228-9743
E-mail：kayokocfa@wg7.so-net.ne.jp
❤ 上田 阿由美 セクレタリー
TEL：090-8239-1495 FAX：078-861-3626
E-mail：ganbat-a@kobe-catv.ne.jp

※当日各自お申込みください

2 日エントリー
1 日エントリー

15,000 円
9,000 円

12 月 29 日までの入金 13,000
12 月 29 日までの入金

円
7,000 円

※2 日エントリーで同一オーナー2 頭目から 2,000 円割引
※お弁当、カタログは 2 頭分まで

オプション ダブルケージ、マイダブルケージ、エンドオブロー

各 3,000 円
広告 クラブ 8,000 円
キャッテリー 10,000 円
業者（広告のみ）10,000 円 フルカラー広告 20,000 円
グルーミングスペース

出店料

20,000 円（広告代含む）

振込先 ゆうちょ銀行 記号 14550 番号 25773191
他金融機関からは 店名 四五八（ヨンゴハチ）
店番 458 普通 2577319
CFA ジャパンリジョン（シーエフエージャパンリジョン）
・このショーは Cat Fanciers’Association Inc. のショールールに基づいて行われます。ショール
ール日本語版は CFA ジャパンリジョン事務局から購入することができます。
・チャンピオンシップ、プレミアシップ、キツンへの出陳には CFA 登録番号が必要です。HHP
の出陳には記録登録が必要です。
（キツン、HHP は登録がなくても出陳は可能ですがアワードの
対象にはなりません。）チャンピオンシップ、プレミアシップ、キツンへの仮ナンバーでのエント
リーについてはお問合せ下さい。
・本ショーで獲得したポイントは、ナショナル、リジョナルアワードへの加算対象となります。
キツンクラスでのポイント加算には CFA 登録番号を記載したエントリーが必要です。HHP は記
録されている猫だけがアワードの対象となります。HHP はショー当日（審査開始前まで）に仮ナ
ンバーが発行できます。また、キツンクラスは CFA ナンバー（仮ナンバーを含む）のあるキツン
だけがオフィシャルカウントに計上されるようになりましたので、オフィシャルカウントと出陳
頭数が異なる場合があります。ベテランは国内賞の得点が加算されます。
・このショーでは獣医検診はありませんが、出陳可能な猫は生後 4 ヶ月以上の健康な猫に限られ
ます。ノミ、ミミダニ、皮膚病、伝染性疾患にかかっている猫は同一出陳者（エージェント含む）
のすべてのエントリーが退場となる場合があります。一般の 3 種混合ワクチンの接種の他、猫白
血病ウィルス検査を行い、結果が陰性であることが推奨されています。
・野生猫の遺伝子を含む猫種（ベンガルなど）は出陳できません。
・ショーカタログに記載されたエントリーには、実際の出陳の有無にかかわらず出陳料がかかり
ます。カタログ記載内容を審査開始前までに確認下さい。記載内容の修正は午後１時までにマス
タークラークにお申し出下さい。
・待機用ケージサイズは 45cm 立方体（シングル）、45×45×90cm（ダブル）ですが、サイズ差
のる場合があります。会場内はエアコンディショナーが設置されています。振込みを証明する書
類を必ずお持ち下さい。

