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2020.11.14 sat & 15 sun
10:00 - 15:00

会場：Ｅゾーン
入場：無料

小雨決行・荒天中止
中止のお知らせは
当日 AM
A M 8 時半まで
にHPにて掲載します
〇駐車場の入場制限をする場合があります。
〇車でのお客様はお帰りの際（特にイベント終了
間際）に大変込み合い時間がかかる場合があ
ります。ご理解のほどよろしくお願いします。
〇駐車場はコインと1000円札のみのご利用です。
1万円札の両替はご遠慮ください。
コロナ対策にため従来のワンワンフェスタより
コロナ対策のため従来のワンワンフェスタより
規模を縮小した開催です。
攻撃的なわんちゃんは入場できません。万が一会場内でトラブルが発生した場合は当事者同士で話し合いください。
駐車場内における事故盗難お客様同士等のトラブルについては一切の責任を負いませんのでご了承ください。
北総花の丘公園管理事務所
〒270-1341印西市原山1-12-1
TEL:0476-47-4030
（代）
FAX:0476-47-4032
《指定管理者》北総花の丘公園パートナーズ

駐

金

準中型車
普通車

4時間以内

300円

4時間超8時間以内

600円

8時間超1時間ごと100円増

大型車・中型車 1回

2,400円

東関東自動車道路「千葉北IC」より国道16号経由で約15km
常磐自動車道路「柏IC」より国道16号経由で約20km

原山中

内野小

東京基督教
大学

コンビニ

銀行

島田台

千葉ニュー
タウン中央駅
イオンモール

至柏

時間 8:30 ～ 17:30（夏時間18:30 7/1-8/15）

http://www.seibu-la.co.jp/hokusou/

島田

キリスト教大学
西側交差点

コンビニ

数 Eゾーン155台 （身障者用3台・大型車4台含む）

コストコ
カインズ
モール

線

台 Bゾーン250台 （身障者用2台・大型車2台含む）

至千葉
電話局

北総

お車でお越しの方

料

場

至成田

消防署

電車でお越しの方

北総線 「千葉ニュータウン中央駅」下車、南口から徒歩10分
または「千葉ニュータウン中央駅」南口からレインボーバスで
「北総花の丘公園」下車、徒歩1分
Ｅゾーンへは「高花行き」のバスで「電話局」下車、徒歩8分
または、駅から徒歩20分
JR成田線「木下駅」下車「津田沼駅行き」バスで
「北総花の丘公園」下車徒歩1分 Ｅゾーンへは徒歩15分

車

アクセスMAP

至新鎌ケ谷

インフォ

魅力的なショップが盛りだくさん
BonDeChoco（ボンデチョコ）

フォルムが可愛いリボンワンピ大型犬サイズが登場。ドッグカフェ

おさんぽ日和

うちのこグッズがたくさん。ワンちゃん用サングラス等。

1 首輪職人かいわれ

可愛い丈夫なアウトドアコードで首輪、ハーネス、リードを作成

2 Pet-Cool

無添加お手入れPet-Coolと健康サポートベジカリをご紹介

3 BUDDY'S HOUSE

着やすい着せやすい服ハンドメイドしてますサイズ等ご相談下さい

4 A demain アドゥマン

A demain(アドゥマン)のお洋服で特別な1日に

5 dogwear.ozy

両手が離せるリード/がま口/マットがお勧めパラリード/おやつ

6 玉利ようこ イラストレーションズ

アナタの自慢のわが子、お散歩バッグやエコバッグに描きます♪

7 AwanDy

アメリカンTシャツのリメイク犬服、お散歩グッズ、マナー商品。

8 しっぽはともだち

一つ一つ手作りの無添加ジャーキー。

9 Noccies*

犬の皮膚や被毛に負担をかけずに洗える、無添加の犬用石けん。

10 手作り首輪とリードのお店Bowone

高品質な皮革の手作り首輪とリード・ハーネスのお店
ペット服やバックにキラキラのラインストーンでお名前を入れます

12 ペット似顔絵専門店 by

ペット似顔絵専門店【お一人様10分：1000円～】

13 京丹波自然工房

京都丹波の里山のジビエ専門愛犬フードショップ。

14 OINUSAMA

手仕事でつくるワンライフを楽しく快適に過ごせるアイテム。

15 Lovestyle

消臭マナーポーチ専門店。大型犬用もあります。お試しください。

16 Cocolatte

茂原市で縫製工場から生まれた犬服、リード、雑貨ブランド。

17 maronco

スリング専門店（サイズ、色柄豊富！！）

18 tekuteku

小型犬の服販売。（３S～Mサイズ）

19 無添加おやつはる工房

ヒューマングレードにこだわった無添加おやつ。

20 ミスターバックマン(株)さわの

熟練職人オリジナルペット用キャリーバッグ背負えば違いが分かる

21 蓼科 茶花茶花

お写真を見ながらわんちゃんに似せて作るガラスのアクセサリー。

22 くるりんshippo

国産生地をつかった可愛くて着やすいハンドメイドの犬の服。

23 nico

デンタルケア（当日受付）

24 NanaRin*House（14日出店）

ヘンプで編んだ手作りのかわいいワンコチョーカー。

24 miLmiL（15日出店）

オリジナルドッグウエア

25 611

軽い素材で作るオリジナルチョーカー、迷子札。

26 あしあと木工 WONDER WOOD

あしあと（肉球）くり抜きがポイントの手作り木工雑貨、布小物。

27 Princess-Closet

お洒落なワンコ服、バッグ、ポーチのお店。（雑誌掲載商品多数！）

28 わんわんニットKinu

おしゃれで着心地の良い手編みの犬用ニット服。

29 LODIWORKS

あなただけのオリジナルプレートお作りいたします！

30 more more TREATS!

「シンプルにおいしく。」犬のためのおやつとスープのお店です。

31 INO株式会社

フランス製オーガニックシャンプー＆ケア『BIOGANCE』

32 kazamabag

気管を圧迫しないメガネハーネスの販売（試着もできます）

33 pupu jeje

快適なお出かけのためのカートインナークッション専門店。

34 株式会社パーパス

日本の気候や住環境、生活環境を考慮して開発。愛犬の為のフード

35 ぷぅくる

「ちゃんちゃんこ」と「クールベスト」とオリジナル犬種グッズのお店

36 fairy tale

無添加でつくる「シンバのおやつ」。ワンコアクセサリーも。

37 株式会社 ＷＡＮセルフ

愛犬撮影会と愛犬の健康手帳(WANSELF2021)販売。

☆ 北総タイムレース

タイムレース。走る前に愛犬のタイムを予想、で順位が決まる！！

花の広場

全ての行事は、
コロナ感染拡大防止に
基づいて運営されております。
なるべく滞在時間を少なくする
ようご協力お願いいたします。
〇お互い2ｍ離れましょう。
〇店舗に設置してある消毒液を
ご利用ください。
〇体調が悪い時は出かけない。

イベントのお問い合わせは
ハンドメイド犬部 担当：ボンデチョコ
info@inu-bu.net 043-312-2666

登録に必要なもの
ドッグラン
入口付近

①犬鑑札
②狂犬病予防注射済票
前年度または今年度の市区町村に
登録した際に交付される金属のプレート

③愛犬の写真 横2.5㎝×縦3㎝
④登録料 1頭につき 650 円
（ホルダー代 150円を含みます）

⑤昨年度のドッグラン登録証明書 継続の方のみ
上記のものが1つでも確認ができない場合は
手続きができませんので、 ご確認ください。

3密を
避けるため
ビンゴや
ゲーム等は
ありません

わんダフルマナーにご協力ください！

パラコード製のハンドメイドの首輪とリードと無添加おやつの販売

11 LinoTail（15日出店）

ドッグラン登録受付

うんちは持ちかえります！ リードをつけてお散歩！
おしっこの場所を気をつけます！

11 Diange（14日出店）

イベント開催中は E ゾーンにて登録します。

