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新世紀の新年を迎えうれた皆さんいかがお過ごしでしようか。

昨年はJFA発足ア年目にして初めてジャパンファイナルを関西地区で開催をする事もできました。そし

て関西の会員を中心としたスタッフの協力で成功のうちに無事終了することができました。初めての関

西でのファイナルということもあり観戦者数はおよそ3000名と関東ファイナルのおよそ半数という結

果に終わりましたがファイナルにふさわしい、すばらしいプレーが随所でみうけられました。今年度から

はルールやコートサイズがかわりますがレベルアップをはかり皆さんと楽しんで行きたいと思います。

新世紀を迎えるにあたり協会といたしまして2001年は何か画期的なことを実施したいと考えていた

矢先、 JFA名誉会長ピーター・ブルーム氏より昨年暮れに1通のメッセージ、がアメリ力よりJFA本部に届

きました。

そこには今迄には想像もできない事が明記されていました。それは新世紀にあたり2001年よりJFA

グランドチャンピオンに対しワールドファイナルへの招待(見学)とJFA公式フリーフライト選手権優勝、

準優勝チームに対しワールド、ファイナル(ワシントンDC広場9月予定)出場への権利を与えるというもの

でした。アメリ力圏内に於いても 12チームしか出場できないという狭き門がついに21世紀に聞きまし

た。フリスピード、ック、プレーヤーの一つの夢と目標、更なる世界大会発展の為、快くピータ一氏に感謝と

承諾を致しました。

JFAと致しましてもノミネ-トチームに対し出来る限りのパックアップを行ない、もっと多くのフリス

ビ、ード、ック、ファンシャーで、大きな世界大会に繋がるべく努力をして行きたいと思います。

2001年1月吉田

日本フリスピード、ツグ協会

代表(会長)山田 仁

2001年度 ピーター・ブルーム氏(手口255223)
来日大会及び講習会の実施公式選手権開催予定

ジャパンファイナル2001 2日間 来日期間 4月28日------5月68

公式シリーズ選手権 1 1戦 特別大会 4月28日------5月6日卜の選聞手に権年を必厨戦開催予定の
公式フリーフライト選手権 9戦 公式フリーのコE戦ライ 実施致し
公式オープン選手権 20戦 ます。こ でトータル得点の上位2チ

公式トーナメン卜選手権 20戦 ーム(優勝、準優勝)を特別に2001年度

公式レディース選手権 15戦 9月にアメリ力ワシントンDC広場で行なわ

公式ロングディスタンス選手権 30戦 れますフリスピードッグワールドファイナ
(男子/女子の部、各15戦) ルへ日本人では初のJFA日本代表チームと

公式選手権合計 ー 105戦 しピーター ・ブルーム氏の承認のもとノミ

ネ-卜されます。

その他の大会 100大会 講習会来日期間中に中級、初級インストラクター講

チャレンジ、大会/チャレンジトーナメン卜大会 習会を実施致します。また、期間中にフリー

小型犬大会/子供大会/チャレンジフリーフライト大会 フライト個人レッスンも開講致します。

フリスビービ、ギナ一大会/シニアド、ック‘大会/他 開催地区 4月28日------4月30日は現在検討中。

5月3日------5月6日 静岡県静岡市にて決定。

② 



JFA 
霞自由1隼

〈競技会参加費
十

競技種目 JFA会員

公式シリーズ選手権 5000円

公式フリーフライト選手権 6000円

公式オーブン選手権 4500円
公式トーナメン卜選手権 4500円

公式レディ-ス選手権 4500円

公式ロングディスタンス選手権 4500円
チャレンジ大会 4000円

チャレンジトーナメン卜大会 4000円
チャレンジフリーフライト大会 4000円

小型犬大会 4000円
シニアドッグ大会 3000円

フリスビ-ビギナ一大会 3000円
子供大会 2500円

a ※公式シリ ズ選手権は競技用フリスビ 2枚付。

荷量

JFA会員のみ

JFA会員のみ

6500円

6500円
6500円

5000円

5000円
5000円

5000円
5000円

5000円
5000円

3000円

※公式フリーフライト選手権は競技用フリスビ-5枚付。 CDを持参の事。

※チャレンジフリーフライト大会(フリスビ-1枚付)参加者も必す、CDを持参して下さい。

※その他の競技はフリスビ-1枚付。

※競技中に競技用フリスビーが破損した場合は1枚300円にて交換致します。但し、競技終了後に於いては交換

致しません。

※締切後の参加費の返金は致しません。

※会員であっても当日参加は一般価格となります。

※発情犬や狂犬病、伝染病予防ワクチン接種を行なっていない犬の参加入場はお断り致します。

申込先 FAX. 025-234-2101 
025-266-0610 

送付後の確認は月曜から金曜の

10:00-----18:00までに

JFA本部 025-234-2100 

払込の際には備考欄に

大会別、種目別の明記

をお願いいたします。

振込先郵便振込

口座番号00630-8-3421
口座名 日本フリスピードッグ協会

可広号l '_，0000円

静叫手島 国

ヲ『ぺcγ 斗ー可001"'¥

tt.すこ存 _，-A_ nOO開
有~V/... ....-・v_二ー.

払込票兼受領証
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公式遺事担

(公式シリーズ選手権 usコート

ディスタンス競技。60秒2ラウンド制。一方向制にて実施。

採点方法はエリア毎lこ0ポイント/1、2ポイン卜/3、4ポイント/5、6ポイント/7、8ポイン

ト/9、10ポイン卜に設定されているコートに60秒間でどのくらいポイン卜(得点)を加算するか

を競う競技。

高得点獲得チームが上位と芯る。地面に先に落ちたフリスビーやフェンスを超えたフリスビーは無効

となります。

参加数65チーム以上の場合、第1ラウンド獲得得点上位50チームが、第2ラウンドへ進出となる。

(第50位が複数チームの場合は第50位全てのチームが第2ラウンド進出)

決勝ラウンドは予選2ラウンドの合計得点上位アチーム限定で実施。

第7位が同得点にて複数チームの場合、第2ラウンド得点の上位チームを、第7位と致します。第2ラ

ウンドの得点が同得点の場合は第2ラウンドで高ポイン卜(最高10点)をあげているチームを上位と

致します。

決勝ラウンドは3位以上の決定戦以外は決勝ラウンド高ポイントルール(決勝ラウンドは高ポイン卜

獲得チームを上位とする)を適用致します。

3位以上の決定戦に於いては60秒の再戦を行ないます。

尚、決勝ラウンド進出は1家族1頭と致します。 1人で2頭の場合や1頭で2人の場合も認めうれませ

ん。この場合、決勝進出チームは予選2ラウンドの合計得点上位のチームと致します。尚、同一得点

の場合のみオーナーに選択権が与えられます。

〈公式オープン選手権・公式レディース選手権 usコート

公式シリーズ選手権との相違点

決勝ラウンド進出を5チームと致します。

〈公式才一フントーナメント選手権 usコート

トーナメント方式による競技。

同得点の場合、競技委員の判断に於いて再戦時間を決定、実施致します。

基本的には1回戦、 2回戦、準決勝 (6チーム)、決勝 (3チーム)にて実施致します。但し、参加チ

ーム数により競技方法が異なる場合もあ，ります。公式シリーズ選手権と同じく同一オーナーの複数頭

決勝進出は行なわれない。この場合準決勝戦に於いて高得点チームが決勝進出を行なうものとする。



JI!競技規定 ト

ぐ公式フリーフライト選手権

フアーストラウンドは5枚のフリスビーを使用、 60秒以上90秒以内で行なうフリースタイル競技。

人が犬に対してフリスビーを投げた時、または音楽が始まり 10秒経過した時点で競技開始とされま

す。

4名のジャッジが缶10点の得点を持ち各自の担当部門 (4部門)の審査を行なう。 1名のジャッジが

1つの部門のジャッジを行ないます。

競技終了後、 4名のジャッジの4部門の合計が行なわれ、そのチームのフリースタイル競技の得点が

決定されます。上位アチームがセカンドラウンドに進出となります。

採点、はディフイカルティー(技の難易度)工クセキューション(技の完成度)、リーピンク、(犬自身

の飛び、跳ね等)コンビネーション(ショーマンシッブ)の4部門 (4項目)を対象に行芯われます。

マウステイクやローラー除き、フリスビーが手から離れている状態、 Eつ、地面に落ちる前にキャッ

チしたものが採点対象となる。

技は全体で20以上行なう事が望ましく、その成功率なども考慮される。また、同じ技は連続技を除

き3回以上行なわない事が望ましい。

セカンドラウンドはusコートに於いて公式選手権ルールにてディスタンス競技 (60秒1ラウンド)

を行ないます。

ディスタンス競技獲得得点、の1/2得点がフアース卜ラウンドの得点、に合計され順位の決定を行ない

ます。

更に年間 (9戦)の中より各自の最高獲得得点をした2大会の合計得点上位15チームをジャパンファ

イナルヘノミネ-卜致します。

一一〉
45秒2ラウンド制にて実施。一番遠くでキャッチしたものを記録とし採用。スタートラインをフリス

ピーが通過する前に犬がスタートラインを越えた場合は無効となります。

① 
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公式戦コート(USコ-1')

25m 

14-9m一':

Zone2 
(3・4Points)

Zone唱
{唱・2Points)

OPoints 

-・1---52.5m 

;-45m 

-・・・1・・・ 37.5m

…30m 

-・ 22.5m

-・・唱5m

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
スローイングライン(スタートライン)
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会式

〈チャレンジ、チャレンジト四ナメント、小型犬、シニアドツ夕、音大会

ディスタンス競技。45秒2ラウンド制にて実施。

1、2ラウンドの合計得点上位チームを優勝とする。

チャレンジトーナメントは45秒制によるトーナメン卜方式大会。

採点は公式シリーズ戦に準するも最高得点工リアは7、8ポイン卜とする。

ジャッジの判断にて投げる方向を決定する。

前年度ジャパンファイナル出場チーム及び当年度ファイナルポイン卜取得チームは出場できません

(小型犬大会は除く)。 また、シニアドッグは7歳以上と致します。 、
小型犬大会には中型犬は出場はできません。尚、大きさについては犬種判断ではなく当日の運営委員

の判断と致します。

チャレンジコート

20-25m 

1・・・37.5m

一30m

..22.5m 

Zone2 
(3・4Polnts)

-・唱5m

Zone唱
(1・2Points)

OPoints 

-・・ 7.5m

l 
スローイングライン〈スタートライン〉

⑦ 
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③ 

〈チャレンジフリーフライト大会

60秒~90秒の間で行芯うフリーフライト競技。

5枚のフリスビーを使用。

3名のジャ ッジが各部門を審査。

獲得ポイントの高さで順位を決定。

〈子供大会・フリスビーピギナー大会 ビギナーコート

ディスタンス競技。45秒2ラウンド制にて実施。フリスピーを使用。

チャレンジ大会等の相違点は0ポイントエリアがない事である。

ジャ ッジの判断に於いてビギナーにとって投げやすいと思われる方向でスタートラインを決定する。

子供大会は中学生以下と致しますが中学生と小学生以下の部で表彰は行ないます。

ピギナーコート
(子供大会/フリスピーピギナー大会)

20，.....，25m 

Zone2 
(3・4Points)

Zone唱
{唱・2Points)

スローイングライン(スタートライン)

1・・・ 30m

一.22.5m

-・・唱5m

-・7.5m

l 



l -競技規定

迫害事現

糞尿行為による失格
競技中に糞尿の行為があった場合は、その場で競技は中止となりますが糞尿行為前に獲得をした得点

は有効となります。

フリーフライトに於いては糞尿後、競技再開とする。但し糞尿時でも時間は止めない。

フットフォJレト
競技中に於いてスローイングの際にスタートラインを踏んだと見られた場合、もしくはスタートライ

ンよりはみだした場合、そのスローイングは無効となります。

ファール
レディ-ゴ-(競技開始)の合図の前に犬がスタートラインを超えていた場合、そのスローイングは

無効となります。但し、犬がスタートライン内に戻れば有効となります。

競技中、 1投毎に犬もスタートライン内に入らなければならない。

タイムアウト
競技中にフリスビーを取りに行く目的以外に犬が10秒以上コート外に出た場合、競技中止となりま

すが、それ迄に獲得した得点は有効となります。

発情犬

ジャパンファイナル選手権を除き出場はできません。

受付
受付確認時間内に本人の確認がとれない場合は棄権とみなします。

① 
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JFAフリスピードック‘ク‘ランドチャンピオンシップ

グランドチャンピオンには2002年アメリ力ワシントンDC広場で行芯われるワールドファイナルヘ招待。

航空券の他諸経費の一部をJFAより提供。

JFAフリーフライトチャンピオンシップ

優勝チーム及び準優勝チームは2002年アメリ力ワールドファイナルへ日本代表チームとしてノミネー卜。

航空券をJFAより提供。

JFA年間ファイナルポイント獲得者

2001年度ジャパンファイナルへ招待。

1泊2日 (2名)の宿泊と交通費の一部をJFAより提供。

ジャパンファイナル(関東地区にて11月3日/4日開催予定)について

公式選手権 ファイナルポイン卜上位 50チーム

公式フリーフライト選手権 年間2大会合計得点上位 10チーム

公式レディース選手権 ファイナルポイント上位 25チーム

公式ロングディスタンス選手権年間最長記録者上位男女各15チーム

公式敗者復活選手権 (2大会)

公式選手権ノミネート50チームが全て工ントリーの意志があった場合、最高10チームのノミネートを認

め、 2001年度グランドチャンピオンシッブは60チームによって行なわれる。

小型犬大会 各大会毎に於ける獲得得点上位 15チーム

子供大会(小学生以下の部) 各大会毎に於ける獲得得点上位 15チーム

子供大会(中学生の部) 各大会毎に於ける獲得得点上位 15チーム

シニアド、ツグ大会 各大会毎に於ける獲得得点上位 15チーム

子供フリーフライト大会 予選会を年間3回実施予選会上位 10チーム

商品代金お支払い方法の変更 i
従来商晶発送の際に郵便振込みにて代金のお支払いをお願いしていましたが12月20日より全て商品は代

金引換便にて実施する事になりました。

今後とも宜しくお願い致します。



今年一年、ピーターにとってはとても緊張した、そして有

意義な年だったはすです。それは、今年初めて大会ブロテ‘ユ

ーサーとして一年間の大会を任され運営することになったか

らです。去年の今頃、彼はとても興奮して抱負を語っていま

した。「今まで20年間のアメリ力のフリスピードッグの歴史

の中で何か新しい、自分5しい大会運営をしてみたい。」と。

残念ながら私は前の大会を一度も見たことはありませんでし

たが、一体どういう風に何を変えたのかと思っていました。

その彼にとって記念すべき年のファイナルに行けることにな

って私もとても興奮していました。早速ピーターに電話で聞

きました。

私 「今年はピーターらしさを出したいと言ってたけど、

ファイナルの場所をいつものワシントンocからピ

ーターの故郷であり、アメリ力の中心とも言えるニ

ューヨークのそれもセントラルパークでするという

のはその一つでしょ? ね、絶対そうでしょ ?J

ピータ- Iうーん、違う。ただワシントンocで日が取れなか

っただけ。」

私 「一 .0 (はすれた。)J

でも私は気を取り直して、ワクワクしながらNY行きの準

備を始めたのでした。

出発当日。会員の方々数名と約12時間の長旅を終え、私た

ちはニューヨークに着きました。到着は現地時間でもう夕方。

その日はホテルに直行して、夜、少しホテルの周りを見て回

っただけで終わりました。

次の日は大会前日。私たちは大会会場を見に行こうという

ことになり会場であるセントラルパークまで歩いて行くこと

にしました。お天気も良く、思っていたより暖かいNYの秋

でした。歩いていると汗ばんでくるほどで、 Tシャツ姿の人

も見かけました。いつもの年ですと大会前日には、ファイナ

リストたちがそこで練習をしているのでとても勉強になると

いうことでしたが、今年は違いました。それはこういう理由

です。セントラルパークはとても広い公園で長さが約4kmも

ありますが、フリスピーができるような平で芝生の場所が無

いそうです。そ乙で地面がアスフアルトで平らな広場に大会

当日の朝、人工芝の力一ペットを敷いて会場を作るので前日

に行っても誰もい芯いとのことでした。でも私たちは雰囲気

だけでも昧わいたいと歩いて回ったのでした。(ちなみに、こ

の力一ペッ トだけで約300万円したそうです。)

その日のお昼はピーターやアメリ力のスタッフとの昼食会

でした。出席者は、ピーター、ジ、工フ、工ルドン、ゲイリー

(元3年連続世界チャンピオン)、マーク(ヒューマンフリス

ビ、ーの口ンク、テ、ィスタンス記録保持者)、それとリン(ピータ

⑪ 



ーの奥様)。 彼等はピーターの良き友人であり、有能なスタッ

フです。チーム -スカイハウンズとして活躍しています。レ

ストランの前で待ち合わせをしました。さすがピータ一、私

たちより早く約束の10分前には到着していました。日本でも

アメリ力でも相変わらす、時間に九帳面な人です。

驚いたのはチーム-スカイ八ウンズで皆髭を生やしていた

ことです。これはギャグだそうですが、皆さんなかなか似合

っていましたよ。

食事の後は、ピーターの運転でパンに私たちも全員乗せて、

NYの町を少し案内してくれました。ニューヨー力一の運転

はスゴイ! 荒っぽし¥! でも、ピーターも負けてはいない。

日本ではいつも助手席に座っているだけ芯ので、初めてピー

ターの運転を見ました。なか芯か激しい。でももっと激しい

のは周りの連中。隣の車に追い越されたり、前に割り込みを

されたりしたら大変。車中ものすごいヤジが飛J3¥。中でもあ

まりに車が混んで前に進ます、自転車に追い越された時はも

う大騒ぎ。ピーターに罵声が飛び交っていました。ホン卜に

うるさくて陽気なチーム・スカイ八ウンズです。でもこの時、

ピーターは心から明日のことを心配していたはずです。ます、

お天気。天気が悪くて観客があまり来なかったり、中止にな

ったりしたら大変な損害です。照る照る坊主でも作りたかっ

た心境だったと思います。また、事件や事故でも起きたら

心配は尽き芯かったことで、しよう。

⑫ 

その後は、このツアーのほんの一時のフリータイム。リン

さんがNYの安いお居等を案内してくれました。やはりNYに

来たのですからショ ッピングも楽しまなければ。

いよいよ当日。大会は10時からでしたがピーターたちは8

時から行って準備をすると言うので私たちも行きました。と

ても良い天気でしたが、とても寒かった。それでも工ルドン

とゲイリーはTシャツと短パン姿。信じうれない。

セントラルパークに行くと世界の犬が見うれると聞いてい

ましたが本当でした。色々な犬が散歩にやって来ます。朝9



時頃までと夕方6時頃から(はっきりした時聞は定かではあ

りません)は犬とリード無しで散歩しても良いそうです。ジ

ョギングしてる人あり散歩してる人あり、世界の犬や野生の

リスまでいて映画のワンシーンを見ているようでした。

いよいよ開会が近づいてきました。ピーターも慌ただしく

動き回っています。やはり責任者の顔は遣う。日本の大会で

カメラを首にさげ、のほほんと歩き回っている顔とは明らか

に遣う。観客も集まって来ました。私たちはVIP席を用意し

ても5いました。スタッフの中にはあの第一回のチャンピオ

ンのアレックス・スタインもいます。観客には歴代のチャン

ピオンも何人かいました。数年前日本に来たメリッサの顔も

見えます。

いよいよ開始です。第一ラウンドはフリーフライト。今年

は大会数が少なく 12人のファイナリストの戦いでしたが、そ

の内女性が4人ほどいて、割合の高さを感じました。フリー

のレベルはやはり高いです。一人一人の内容や感想はここで

は言えませんが、それぞれ音楽や演技の内容がマッチしてい

て独自の世界を作っていました。全員安心して見ていられた

という感じです。第二ラウンドはディスタンスです。このフ

ィールドはピーターが考えて、今年から採用された形式です。

今までより正確さが必要とされるこの形式は、力の無い人や

女性、子供により平等な戦いができるようになったとされて

います。アメリ力ではディスタンスよりもフリーフライトの

方が重要視されていると聞いていました。それは実際その通

りですが、最後に勝敗を決めたのはこのディスタンス競技で

した。日本のポイントはジャンピンク、キャッチとラン二ング

キャッチの差は1ポイントですが、アメリ力は0.5ポイン卜と

あまり差がありません。それにもかかわらすとのディスタン

スで差がでたのです。今回優勝したポブ・工パンスは第一ラ

ウンドのフリーでは一位ではありませんでした。確か二位か

三位でしたが、一位との差が1か1.5ポイント程の僅差でした。

そして、ディスタンスをノーミスで終えました。第二ラウン

ド、が終わった時点でピーターと話す機会がありました。「現在

の時点でポブはアポイント近くリードしている。第三ラウン

ドを大き芯ミス無くいつも通りすれば、彼は逃げ切るだろう。」

ピーターの話ではボブはディスタンスは苦手だそうです。し

かし、このセントラルパークでは力一ペットを敷いたことや、

広さが取れなかったこともあっていつもの大会より少し狭か

ったことと、無風状態だったことが彼に幸いして、彼は何時

に無く高得点を取ることができたのでした。そしてその言葉

通り、彼は第三ラウンドをそつなく終え、優勝したのでした。

彼は乙の優勝で三つの記録を作りました。一つは最高齢記

録です。67歳のワールドチャンピオンの誕生です。二つ目は

犬の最年少記録です。犬の二ックは20ヶ月です。それまでの

記録はピーターがチャンピオンになった時で、彼の犬ウィザ

ードが22ヶ月だったそうで、す。三つ目は、彼が二度目のチャ

⑬ 



「ピータ一、何事も無く無事終わって良かったね。J
「本当に。 日違ってた5大変だったかも芯。昨日

の朝あの公園で殺人事件があったんだよ。J

「えっ…。 やっぱりNYは怖いね。ワシントンocの
方がいいんじゃないの?J

「でも、殺人事件の発生率はワシントンocの方が高

いんだよ。」

「一。 じゃあ、来年はどこにするの?J

「まだ決めてない。」

J¥ーティーでは私も色々な人からサインをもらったり、写

真を撮ってもらいました。すでにファイナルのビデオが編集

されてスクリーンに写しだされていました。楽しい一時を過

ごしました。

最後に、

私

ピーター

私

ンピオンに前と違う犬でなったことです。週去に二度、三度

チャンピオンに成った人はいますが、皆パートナーの犬は同

じだったそうです。

ポブは二年前にチャンピオンに成りましたが、その日寺の犬

の名はルークで二ックの父親です。ポブは親子二代の犬とチ

ャンピオンになったわけです。本当に素晴らしい事だと思い

ます。この事は、フリスビーは誰でもできるスポーツである

ととを教えてどくれ、皆を勇気づけてくれたと思います。彼の

フリーを思い返してみると、彼自身もフィールド中を駆け回

って、 67歳とは思えない活躍ぷりでした。どんどん記録を更

新してもういたいと思います。 ピーター

ノ々

私
J

ト

アメリ力はどこでも危険がいっぱいの様です。でも私たち

は何事も無く全員無事に帰って来ました。3泊5日の八一ドス

ケジ、ユールでしたがとても有意義な旅でした。忘れ5れない

思い出になりました。

夜は選手と大会関係者出席のパーティーがありました。日

本かうは私だけが出席でした。

何事も無く無事ファイナルも終わりピーターもホットして

いるようでした。なんと鷺いたことに、ピーターがネクタイ

にジャケット姿ではありませんか。日本でのTシャツやトレ

ーナ一姿とは少し想像ができません。「ピーターもとんな格好

するんだー・..J 

⑬ 

神戸市中央区中山手通3-10-12 078-231-3961 

JR元町駅東出口徒歩5分

http://www.dogcafe.co.jpkobe@dogcafe.co.jp 

中山手通り

生田新道

サンセット通り

ト
ア
ロ
ー
ド

鯉
川
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at kobe Dog Cafe 
<日本フリスピードッグ協会協力>

1月13日(土)--2月12日(月)
2001年2月にフリスビード‘ック‘の大会が開催されます。
その大会に合わせて、ド"Jク、カフェ神戸庖で、はフリスビードyク、の写真展を行います。

約1年問、様々な大会で活躍したフリスビードyク、を撮り続けた辻大助氏の写真展で、す。

是非お越し下さい。また、期間中神戸庖では一部商品のセールも行っております。

辻大助プロフィール
99年夏まではネイチャー (自然、風景写真)を中心に撮影。

99年夏から秋にかけ、河川敷で遊ぶ2匹のコールデヰにひかれて犬の写真を撮り始める。

99年秋から冬にかけフリスピードッグを撮り始め現在に至る。

フリスピードッグ写真展
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毎月開催中
層面回国画が 日程・会場など詳しくは、お問い合わせください。

WORLD NETWORK 

アニマルセラピーコーディネーター学科/3年

動物管理学科/2年:包活況弘二主2
動物看護士学科/2年

海洋生物・ネイチャーアクアリウム学科/2年できました。

国際ベットワールド専門学校
Tel.025・240・8321Fax.025・240・8931
〒950-0911新潟市笹口2・13-4(新潟駅南口から徒歩5分) 置 ・ 闘蹴麟朗報
E-mail wan@nsg.gr.jp ‘' 

新潟県で信頼と実績を誇る専門学校グループ。16校のわトヨてクが最高の教育環境をつくります。

⑬ 



国…一
栄養バランスにも、素材選びにもこだわりました。

1袋で良さがわかるフレミアムフードです二

一一一年齢に合わせて選べます。一一一

思

と
を両立した

|世代別|健康管理食

E~~~孟:r~・

ゑ

私たちが、年齢によって必要な栄養が異なるように、犬にも成

長段階に適した栄養バランスがあります。ファーストチョイスは、

獣医師が開発した、カナダ生まれの世代別健康管理食。おいし

さとヘルシーさを両立した理想的なド、ツク、フードで乱

.おいしくて消化吸収に優れた、鶏肉と食用コーンが原料。

・週剰な動物性脂肪を力ッ卜した、低脂肪/低カロリー食。

.病気の予防を考え、植物性油脂を使用した低コレステロール設計。

・皮膚の健康を維持し、美しい毛艶を作る、必須脂肪酸とミネラル配合。

⑮ ・腸内生菌を活性化し、便質を安定させる食物繊維と酵母入り。

たん白質

幼犬用・妊娠後期/授乳犬用

一一 成犬用

・・・ 高齢犬用

成長段階ごとに異なる栄養バランスの設計

(成犬用を100とした場合)

代謝
工ネルギー 肪巳

日

※ファーストチョイスには愛猫用の世代別健康管理食のラインナップもありままム

生活文化貢献商社 $ 蝶理株式会社 •_i温=医咽ii1õ&1:".....法当日 j，院生;'"~ [.1.] 0120・30・1249
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