２０１７年１０月２２日（日）
Sunday,October,22,2017
静岡県浜松市「アクトシティ浜松」
〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町111-1

参加規定は、必ずお読みください。
エントリー受付期

エントリー確認
エントリー変更
ルール
エントリーに関する共通の注意事項

身体的欠陥

タイトルクラス共通
ブリーダー共通
ブリーダー＆レイトアルター共通
コンパニオン共通

審査に関する共通の注意事項
エントリーカード
ケージ・キャリーの設備
ＤＱ（失格）について

前期：２０１７年８月２０日（日）～９月３日（日）、後期：２０１７年９月４日（月）～９月１７日（日）
（エントリー料金は前期、後期で異なりますのでご注意ください。またエントリー料金の受領をもって最終受理とします）
※エントリーは先着順です。各部門とも、規定数に達し次第、締め切りとなります。
※エントリー料金etc、詳細につきましては、ホームページ及びチラシをご参照ください。
エントリー受付書はＥメールまたは郵送・ＦＡＸで送られます。エントリー料振込確認後、エントリー確認書が、同様に送られます。
最終エントリー締切日以降のエントリーフェレットの変更は、一切受け付けることはできません。
ただし、スペシャリティークラスのカラークラス変更は、ショー当日の朝、カラー変更デスクで変更可能です。
※審査が始まってからの変更は受け付けられません。審査はAM10:00開始予定です。
ライジングサンフェレットショー実行委員会が開催するフェレットショーは、AFAのルールに従って行われます。
同じフェレットが、タイトルクラスを2つ以上兼ねてエントリーすることはできませんが、タイトルクラスとスペシャリティークラスは
兼ねてエントリーすることができます 。
ただし、タイトルクラスとハンディーキャップクラスを兼ねてエントリーすることはできません。
以下のフェレットはエントリーできません。
※ショー当日時点で、生後１６週齢以下、または、６歳半以上の年齢のフェレット
※治療中のフェレット（必ず獣医師にご相談ください）
※雌の発情中、偽妊娠中（キャンセル後６週まで）、妊娠中、出産後の子育て中（概ね出産後１６週）
フェレットの誕生日は、生後１歳齢日もしくは生後４歳齢日がショー当日の場合は、該当する年齢のクラスのどちらかを選択できます。
正確な日付が不明な場合は、最も近い年と月を記入して下さい。
高齢のフェレットは、特に体調が変わりやすいため、絶対に無理をしてエントリー及び参加させないようお願いいたします。
各クラスにおいて、エントリー数が5頭に満たない場合、またスポンサーがつかない場合、そのクラスは中止されることがあります。
中止されたクラスのエントリー料は、返還されます。
出場不可：故意に切った犬歯、5cm以下の尾（ボブテール）、 出場可能：事故で折れた犬歯、5cm以上ある尾
出場不可：生後12ヶ月を過ぎたブリーダーフェレットで睾丸が片側のみ、または陰睾(いんこう)である場合
出場不可：白内障、緑内障、角膜障害、手足や根指の欠損、多指
出場不可：多指
出場可能：片方のみの白内障、根指の欠損（1本までOK）
※フェレットの体の欠陥が、タイトルクラス出場を認められるものかどうか分からない場合は、実行委員会へお問い合わせ下さい。
※身体的欠陥があっても、カラースペシャリティークラス、ハンディキャップクラスには、出場可能です。
ジャッジテーブルの後ろやジャッジテーブル前の立ち入り禁止ラインの中は立入禁止です。
ジャッジの取り違いを防ぐため、エントリーカードはできるだけ前面のすぐに見える分かりやすいところに貼ってください。
エントリーしたフェレットは、可能な限り1頭につき１キャリーへ入れて下さい。やむを得ず１キャリーに２頭以上入れる場合には、
フェレットの区別がつくように、必ずエントリーカードの表にフェレットのカラーを分かりやすく記載して下さい。
タイトルクラス・プレミア・ハンディキャップ・スーパーシニアスペシャリティの審査テーブルへお持ちいただく際には、
ハンモック、フード皿、水ボトルを外しておいてください。ただし、トイレと寝具（審査を待っている間に、フェレットが
もぐれる布などの寝具）は必ず設置してください。上記が守られていない場合は、減点対象となります。
ＡＦＡのショーシステムのＤＱ（失格）に関するルールとして、①ジャッジを噛んでしまった場合 ②ジャッジが危険と感じた場合
③ジャッジのスムーズな進行を妨げると思われる場合 ④ジャッジおよびフェレットに過大のストレスを与えると判断された場合には、
「ジャッジは可能な限り努力をすべきだが、上記に該当する場合は残念ながらジャッジの判断でDQ（失格）もやむを得ない」
というルールがあります。※ＤＱになるうる具体的な現象・・・噛む、攻撃的、キャリーから出せないetc
ＤＱになってしまったフェレットのオーナー様は、原則、リング１のジャッジによるコメントシートをご参照下さい。
当日は、できる限りその場でご説明させていただきますが、ショーの進行によっては、全ての審査が終了後、ご希望に応じて
ご説明させていただきます。
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ベストインショー
ベストオポジット
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ブリーダー、レイトアルター、コンパニオンホブ、コンパニオンジル、コンパニオンシニア
タイトルクラスにおいては、50エントリーを超える場合は、エントリー制限をしたり、クラスを分ける場合があります。
また、エントリー数が10エントリーに満たない場合は、クラスの統合を行います。
タイトルクラスの各クラスに共通して、アンゴラ系フェレットの出場はできません。
ただし、アンゴラ系フェレットが関連する交配で４世代の間を空けた場合は、エントリーが認められます。
ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までの、去勢・不妊されていないフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
※エントリー数によって、アドレッセント・アダルト・シニア及びホブ（オス）とジル（メス）に分かれることがあります。
※エントリー申込時に、必ずファーム名と母親、父親の名前をご記入下さい。
これは、繁殖可能なフェレットに対して、正しい繁殖の知識を普及する必要があるためです。
AFAにおいては、2004年現在、父母の不明なフェレットは、タイトルクラスのブリーダークラスへの出場を認められていません。
ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までの、生後３ヶ月以降に去勢・不妊したフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
※エントリー数によって、アドレッセント・アダルト・シニア及びホブ（オス）とジル（メス）に分かれることがあります。
※生後1ヶ月前後の早期去勢・不妊手術による将来的な病気（副腎疾患など）の要因を少なくする為に、フェレットの成長後に
手術を行うことを「レイトアルター」といいます。AFAでは、6ヶ月以降に手術を行うことを推奨しています。
ショー当日時点で、生後１６週齢から４歳までの、生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたフェレット。
※誕生日が2013年10月22日～201７年7月2日のフェレット。
オスのフェレット。
メスのフェレット。
※エントリー数によって、アドレッセント・アダルトに分かれることがあります。
ショー当日時点で、生後16週齢から１歳までの、生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたフェレット。
※誕生日が2016年10月22日～201７年7月2日のフェレット。
ショー当日時点で、1歳から4歳までの、生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたフェレット。
※誕生日が2013年10月22日～2016年10月22日のフェレット。
ショー当日時点で、４歳から６歳半までの、生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～2013年10月22日のフェレット。
※エントリー数によって、ホブ（オス）・ジル（メス）に分かれることがあります。
各クラスは３人のジャッジで３つのリングが組まれ、エントリーフェレットはリング１・リング２・リング３と、３回ジャッジされます。
・リング３と、３回ジャッジされます。※例えば、リング１では１位、リング２では３位、リング３では１位という入賞がありえます。
フェレットの性質（しつけ）、ケア、骨格、筋肉など、総合的な面での審査を行います。
トイレと、寝具の設備のないキャリーは、原点の対象となります。
出場したフェレットには、それぞれのポイント・評価コメントがジャッジカードに記入され、オーナー様へ渡されます。
各クラス毎に、１位～１０位、ベストインショー（該当クラスは、ベストオポジットあり）
各リング毎に、ポイントの高い順で、１位～１０位までが入賞。１位にはロゼッタと記念品、２位～１０位にはロゼッタが授与されます。
各リングで３人のジャッジが出した順位の平均が一番高いフェレットに与えられる最優秀賞で、ロゼッタと記念品が授与されます。
ホブ/ジル合同のクラスにおいて、ベストインショーに入賞したフェレットの性別と反対の性別のフェレットの中で、
３人のジャッジが出した順位の平均が一番高いフェレットに与えられる優秀賞で、ロゼッタと記念品が授与されます。
獲得したポイントは、AFAショーシステムにおいて管理・加算され、後日、タイトル証書が郵送されます。
※過去のAFAサンクションのフェレットショーの獲得ポイントが加算されます。
プレミアインビテーショナル、コンパニオンプレミアインビテーショナル、ブリーダークラシック
過去２年間のタイトルクラスの各リングで、1位またはベストインショーを受賞した経験をもつ、ショー当日時点で、
生後１６週齢から６歳半までのフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
対象となるフェレットショーは、ＤＲＦ主催：AutumnFerretShow2015、SpringFerretShow2016、
AutumnFerretShow2016、SpringFerretShow2017です。
規定数は40エントリーとさせていただきます。エントリー多数の場合、調整の可能性がありますのでご了承ください。
過去２年間のタイトルクラスの各リングで、1位またはベストインショーを受賞した経験をもつ、ショー当日時点で、
生後１６週齢から６歳半までの、生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
対象となるフェレットショーは、ＤＲＦ主催：AutumnFerretShow2015、SpringFerretShow2016、
AutumnFerretShow2016、SpringFerretShow2017です。
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規定数は40エントリーとさせていただきます。エントリー多数の場合、調整の可能性がありますのでご了承ください。
ブリーダー（未手術）、レイトアルター（手術済み）、コンパニオンと、クラスの違うフェレットが、
フェレットの性質（しつけ）、ケア、骨格、筋肉など、総合的な面で、それぞれのクラス別の視点で審査されます。
出場したフェレットには、評価コメントがジャッジカードに記入され、オーナー様へ渡されます。
各クラス毎に、ポイントの高い順で、１位～２０位までが入賞。
１位にはロゼッタと記念品、また、参加フェレット全頭にロゼッタが授与されます。
ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までの、以下の組み合わせの１つを有する直系世代のフェレット。３頭で１チームとします。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
※①基礎となるフェレット＋②２番目のフェレット＋③３番目のフェレット
Ａ.①基礎のホブ＋②その息子か娘＋③その孫
Ｂ.①基礎のホブ＋②その息子か娘＋③その異なる母の子
Ｃ.①基礎のジル＋②その息子か娘＋③その孫
Ｄ.①基礎のジル＋②その息子か娘＋③その異なる父の子
①は手術済みでも可。ただし②、③のフェレットは繁殖可能な状態であること。
フェレットのブリーディングがより良い血統になっていることを審査します。
アルビノ＆ダークアイドホワイト、ブラックミット＆ブラックローンミット、NEW!!ローン、ミット、ブラックセーブル、セーブルホブ、
セーブルジル、チョコレート、シャンペン、パンダ、ブレイズ、アメリカンポイント、サウスポイント、ファンシー、アンゴラ
スーパーシニア、コンパニオンスーパーシニア、ハンディキャップ、レスキュー＆シェルター
※エントリー数によって、ホブ（オス）・ジル（メス）またはアドレッセント・アダルトに分かれることがあります。
１つのクラスの規定数は、30エントリーとさせていただきます。
アンゴラ系フェレットは、アンゴラ部門、ハンディキャップ部門、スーパーシニア部門にエントリーできます。
カラースペシャリティー：各カラー・パターンごとに分けて、カラー・パターン、毛並みなどについて審査を行います。
スーパーシニア：フェレットの性質（しつけ）、ケア、骨格、筋肉など、総合的な面での審査を行います。
ハンディキャップ：ハンディを負いながらも日常のケアがしっかり行われているか、また コンパニオン・アニマルとしてのしつけが
なされているかどうかという点に重点をおき審査を行います。各カラー、パターンの色分けはありません 。
このクラスはそのハンディの度合いを審査するものではありません。
レスキュー＆シェルター：フェレットの性質（しつけ）、ケア、骨格、筋肉など、総合的な面での審査を行います。
出場したフェレットには、評価コメントがジャッジカードに記入され、オーナー様へ渡されます。
各クラス毎に、ポイントの高い順で、１位～２０位までが入賞。１位にはロゼッタと記念品、２位～２０位にはロゼッタが授与されます。
ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までのフェレット。去勢、不妊手術の有無に関わらずエントリーできます。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
フェレットのカラーについてよくわからない場合は、フェレットショー実行委員会までお問い合わせ下さい。
毛色：白～クリーム 目：赤～ピンク マスクなし アンダーコート：白～クリーム
毛色：90%以上が白 目：ルビー～黒 鼻：ピンク（混ざる毛色に応じたブチ模様の色は可）マスクなし アンダーコート：白～クリーム
毛色：10～40%がメイン（何色でも可） 目：ルビー～黒 鼻：ピンク（混ざる毛色に応じたブチ模様の色は可）ミットがあっても可
毛色：90%以上が黒 目：黒 鼻：まだら～黒 4本の足にミットがある
毛色：60～90%が黒 均一なローン（白い差し毛） 目：ルビー～黒 鼻：まだら～黒 マスクなし 4本の足にミットがある
毛色：40～60%がメイン（何色でも可） 均一なローン（白い差し毛）目・鼻は何色でも可 ミットはあってもなくても可
毛色はどのカラーも可 四肢に手首の位置で均等・左右対称に白いミットが入っているものが望しい
毛色：黒～茶黒 目：黒 鼻：黒～茶黒 マスク：フルマスク、逆Ｔマスク、ソリッド
毛色：こげ茶～茶黒 目：黒～こげ茶 鼻：黒～肌色、まだら、Ｔバー マスク：フルマスク・逆Ｔマスク Hob（オス）フェレット
毛色：こげ茶～茶黒 目：黒～こげ茶 鼻：黒～肌色、まだら、Ｔバー マスク：フルマスク・逆Ｔマスク Ｊill（メス）フェレット
毛色：チョコレート色 目：こげ茶～ワイン 鼻：ピンク～薄茶 マスク：フルマスク・逆Ｔマスク・ソリッド
毛色：シナモンまたはシャンペン色 目：ルビー～茶 鼻：ピンク～薄茶 マスク：フルマスク・逆Ｔマスク・Ｖマスク
毛色：何色でも可 首から頭全体が白 目：ワイン 鼻：ピンク マスク：なし・目の周り縁取り模様は可
毛色：何色でも可 頭に白いライン 目・鼻：何色でも可 マスク：なし・目の周り縁取り模様は可 ミット～ロングミット、ビブを含む
毛色：何色でも可 手足の色が濃くお腹とのコントラストがある 目・鼻：何色でも可 マスク：Vマスク（シャンペンポイントはマスクなしも可）
細すぎないVマスク：主にマーシャル、パスバレー、カナディアンなどアメリカ出身のフェレット
細いマスクもしくはノーマスク：主にニュージーランド、ミステック、ネザーランドなど出身のフェレット
いずれのカラーパターンにも属さないもの
アンゴラ系フェレット。セミロング・ショートヘアもＯＫ 。ファームファーム以外出身の長毛種も含む。
ショー当日時点で、5歳から6歳半までのコンディションの良いフェレット。去勢、不妊手術の有無に関わらずエントリーできます。
※誕生日が2011年4月22日～2012年10月22日のフェレット。
ショー当日時点で、5歳から6歳半までの生後３ヶ月以内で去勢・不妊されたコンディションの良いフェレット。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。

ハンディキャップ

レスキュー＆シェルター

フェレットのお手入れ

フェレットの入場

エントリーフェレットのチェックイン

マナー・エチケット

ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までのフェレット。去勢、不妊手術の有無に関わらずエントリーできます。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
タイトルクラスで失格または出場不可である身体的な要因を持っている（身体のあるべき部分が欠落していたり、病気、事故が原因で、
何か後遺症が残ってしまっているなど）フェレット、生活にあまり支障がないハンディのフェレットでもエントリーできます。
※手足の欠損、2インチ未満の尻尾、多四肢、多指など
ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までのフェレット。去勢、不妊手術の有無に関わらずエントリーできます。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
何らかの事情によりオーナー様が変わったフェレット、保護されたフェレットや、シェルターからお迎えしたフェレットなどが
エントリーできます。有償無償は問いません。ペットショップでの売れ残りを保護の目的で購入した場合など、オーナー様が
保護したと判断した場合も含まれます。
メンテナンスは最も重要なカテゴリーです。審査基準のかなりのパーセンテージを占めます。
歯石は、数週間前に除去することが望しいです。爪は、ショーの３日前に切ってください。
ショー前々日か前日には、シャンプーと耳掃除をしてください。
マイクロチップなどの埋め込みの義務はありません。
ショー会場に入場できるフェレットは、ショー当日時点で、生後１６週齢から６歳半までとします。
※誕生日が2011年4月22日～201７年7月2日のフェレット。
以下のフェレットはショー会場への入場はできません。
※ショー当日時点で、生後１６週齢以上～６歳半以外の年齢のフェレット。
※治療中のフェレット（必ず獣医師にご相談ください）。
※雌の発情中、偽妊娠中（キャンセル後６週まで）、妊娠中、出産後の子育て中（概ね出産後１６週）のフェレット。
ショー会場に入場するすべてのフェレットには、ジステンパーワクチンの接種をして下さい。
ワクチンの接種期間は、201６年１１月５日～201７年１０月８日までとします。
上記期間に該当しても、最終接種が１３週齢以下の場合は入場できませんので、上記期間内に追加接種を受けて下さい。
入場には、獣医師もしくは個人ブリーダーまたはフェレットファームが発行するワクチン接種証明書が必要となります。
当日のチェックイン時に証明書の提示を行ってください。口頭での申告は認められませんので、必ずショー会場にお持ちください。
当日の朝、獣医師による健康チェックがあります。ショー会場には病気のフェレットを連れてこないでください。
入場は、開始時間及び、早朝設営のボランティア様とそのフェレットの入場時間につきましては、後日郵送の書類または、
ホームページetcでご確認下さい。
エントリーされたオーナー様は、メディカルチェック及びチェックインを行ってください。
チェックイン時間ＡＭ9：00～10：00
朝のエントリー時間にどうしても間に合わない場合はお問い合わせください。スケジュールに支障がなければ、
PM12：00からのチェックインも受け付けます。ただし、必ず事前に申し込みが必要となります。
ケージ、キャリー、寝袋、ハンモック、トイレなどは、清潔にしておいてください。
汚れたウォーターボトルは使用しないでください。ケージやキャリーも、汚れたりさびたりしていない物を使用してください。
寝具に、新聞紙は使用しないでください。
エントリーカードの表側には、決してフェレットちゃんのお名前を記入しないでください。
テーブル数に限りがありますので、席はなるべく詰めて座ってください。
席がなく座れない方が近くにいたら、声を掛け合い譲り合って多くの方が座れるようご協力お願いいたします。
テーブルの上や周りに必要以上の荷物を置かないでください。大きなケージやサークルの持込みはおすすめしませんが、
大きなケージやサークルの持込みはおすすめしませんが、やむを得ず持ち込まれる場合は、迷惑にならないような設置を
お願いします。他のフェレットを混ぜたりしないよう会場内での感染予防のルールを守ってください。
会場内に出入りする際は必ず設置の消毒をご利用ください。
会場内の床や屋外の会場敷地内で、フェレットを歩かせないでください。（フェレットにとって大変危険です）
会場内、また屋外の会場敷地内では、各自が責任を持ってそれぞれ連れてきたフェレットを管理してください。
ショー会場に、フェレット以外の動物を持ち込まないでください。
寄生虫は持ち込まないで下さい。明らかな寄生虫が見つかった場合や病気に見えるフェレットは、入場をお断りすることもあります。
フェレットショー会場への危険物の持ち込みはご遠慮ください。
持ち込まれるフェレット、また物品は、各自責任を持って、管理してください。
お子様連れの方は、お子様の管理に責任を持ってください。会場内では、危険ですので、子供を走らせないでください。
小さいお子様の奇声や泣き声、またオーナー様同志の大きな声や笑い声は、審査中のフェレットちゃんが驚いて暴れることが
あります。審査に影響がでる可能性があります。特にジャッジエリアではご注意いただきますようお願いいたします。皆様が、
フェレットちゃんと一緒にリラックスできる空間です。周囲の皆様にご迷惑にならないよう、自己責任の上、くれぐれもご注意ください。

広告
ブース出展

お楽しみ抽選会
フェレットの販売
責任

AFA公認
宿泊
その他

ジャッジエリア近くで、ジャッジに聞こえるような声で話をしないでください。
また、ジャッジに話しかけることは禁じられています。すべての審査に関わる疑義はすべての審査終了後に文章にて受け付けます。
いかなる事情によっても、ジャッジの進行を妨げる事象は決して容認されません。
ショー会場は、禁酒・禁煙です。
ご自分のフェレットから出るゴミ、人間が出すゴミ、すべて、各自お持ち帰りいただきますようお願いいたします。
ゴミ出しのマナーやトイレ砂を会場内のトイレで流したり、洗面台を汚す方、会場サイドより注意を受けております。
次回もフェレットショーが開催できるよう、会場内のマナーをくれぐれも守っていただきますようお願いいたします。
ペット持込可能な会場が年々少なくなってきています。ショーの会場内は、ペット持ち込み可能な、貴重で限られた区域です。
お互いに礼儀正しく、また譲り合い精神にて行動してください。
会場内での出来事（トラブル）については、最終的にショーの責任者が適切な判断を下しますので、これに従ってください。
会場内でのルールを守れない場合は、責任者において退場をお願いする場合があります。
いかなる場合でも、会場ではお互いの迷惑や事故の起こらない様に、そしてフェレットに安全な状態を保ってください。
ショーカタログへの広告内容はフェレットに関係なく自由です。
広告サイズはA4の半分～A4 ２ページまであります。詳細は別途専用ページをご参照ください。
企業、個人ブース、クラブ、シェルターなどのブースを出展することができます。
基本的にフェレット・ペットに関係のある物の販売になります。ただし、飲食関係の出店は可能です。必ず、申し込みの際に申告してください。
１セット5000円です。（机１８０ｃｍ×４５ｃｍ：1個、椅子：2脚） 追加購入が可能ですが、セット販売のみとなります。
販売を目的としない展示のみのブースも可能です。その場合は、１セット2000円になります、
※パーテーションなどの貸し出しはありません。
ブース搬入の開始時間は、後日ご連絡致します。事情により遅れる場合は事前にお申し出ください。
各企業様、各個人販売者、各クラブなどのご提供による、楽しいフェレットグッズの抽選会を行います。
景品提供をしてくださる方をお待ちしています。ご協力をお願いいたします。
フェレットの販売は可能です。ただし、入場可能な年齢に限ります。また、販売のためにはブース出展をする必要があります。
フェレットの病気、またはショー参加者、ブース出展者、見学者の持ち物などの損傷や被害に対して責任を持ちません。
各自己責任において管理してください。フェレットに関連したすべてのトラブルは所有者の責任です。
場内での個人的トラブルに関しまして、実行委員会は一切の責任を負いません。
各自、自己責任の上、注意深く行動していただきますようお願いいたします。
ライジング・サン・フェレットショー実行委員会はAFA（アメリカフェレット協会）の公認のもと、フェレットショーを開催しています。
従って、AFAのガイダンスを厳守しなければなりません。AFAの規定に反する行為などがあった場合、当実行委員会は、拒否権を持ちます。
入場を拒否する場合もございます。その際は主催者の指示に従ってください。
フェレット宿泊可能な宿泊先をご紹介出来る場合もあります。ただし、すべて各個人での予約になりますので、宿泊条件などは各宿泊先に
お問い合わせ下さい。次回からも使用できるよう、常識的なマナーを順守していただきますようお願いいたします。
当日、悪天候により、公共交通機関が通行止めになった際は、止む終えずショーの開催を中止することがあります。
※当日、ショー開催会場にお問い合わせください。また、その際のエントリー費はすべて返却させていただきます。
ただし、個人の都合による急なキャンセルの場合は返却できない場合がございます。ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。
ショースケジュールはショーの２週間前に公開予定です。（ボランティア様には別途ご連絡させていただきます。）
ショー会場にはフェレット以外の動物を持ち込むことは出来ません。
ただし、盲導犬や介助犬などの入場は許可されます。必ず実行委員会本部席までお申し出ください。
フェレットショーのようなイベントへの参加に関して、あなたの大切なフェレットたちは常に伝染病の危機にさらされています。
会場でのフェレット同士の接触や、あなたのフェレットが他人に接触することは最小限にすることをお薦めします。
あらゆる点で不服、不満があれば書面にて受け付けます。ライジング・サン・フェレットショー実行委員会まで送付してください。

