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開催概要 及び 企画趣旨

『Sippo Festa 2021』テーマ

『 新しい楽しみ方をみつけよう ～NEW WAN LIFE～ 』

【開催概要】
本年は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、国営昭和記念公園でのイベントの他、

自宅にいながらイベントに参加することができるオンラインでのイベント開催も実施します。

【企画趣旨】
長引くコロナ禍において、生活様式の変化や気持ちの癒しをペットに求める中で、

「犬との暮らし」を始めた愛犬家がとても多くいます。
しかし、この2年間は人が集まることやイベント開催が制限され、このような方々への
啓発の機会が得られず、せっかく始まった犬との生活に苦慮する飼い主様の声や相談も
聞いてまいりました。

2年間で培った「withコロナ」に対応したドッグイベントを企画し、愛犬家に対する啓発
活動と都市公園などの公共の場所における、愛犬との過ごし方の提案や、マナー啓発、
さらに国営昭和記念公園内におけるペット同伴利用者のマナー向上、また全国の犬の殺処分
をゼロにするための啓発活動を目的に開催いたします。

リアルイベントとオンラインイベントの融合で、会場でも会場に来られなくても「参加して
いる」という満足感が得られるコンテンツを用意し、日本全国の愛犬家に訴求できるイベン
トを開催いたします。



イベント概要

名称 Sippo Festa 2021
開催日時 2021年11月20日（土）・21日（日） 2日間開催 ※雨天開催・荒天中止
開催場所 東京都立川市 『昭和記念公園みどりの文化ゾーンゆめひろば』

しっぽフェスタ公式ＨＰ等でのオンラインイベント
＜オンライン掲載は10月～（予定）＞※オンラインイベントは中止なし

入場料金 無料（駐車場代は有料）
主催 NPO法人ワンワンパーティクラブ
共催 国営昭和記念公園
協力 TCA東京ECO動物海洋専門学校
運営協力 株式会社withdog.jp

会場となる『みどりの文化ゾーン ゆめひろば』

昭和記念公園 あけぼの口 1日入場者数 50,000人

『みどりの文化ゾーン』を中心に設けられた芝生広場「ゆめひろば」は
約25,000㎡の面積を有し、通常は休憩や散策、軽い運動などの利用ができる
広場です。

昭和記念公園あけぼの口から立川口へと移動する通行路にもなっており、
公園内主要通路でもあります。



過去のイベント概要

名称／開催日 Sippo Festa 2019 ／ 2019年11月23日（土）・24日（日） 2日間開催
Sippo Festa 2020 ／ 2020年11月14日（土）・15日（日） 2日間開催

開催場所 東京都立川市 『昭和記念公園みどりの文化ゾーンゆめひろば』
（2020年）しっぽフェスタ公式ＨＰ等でのオンラインイベント

イベント
入場料金 無料（駐車場代は有料）

主催 NPO法人ワンワンパーティクラブ

共催 国営昭和記念公園

協賛 Honda Dog / 日本航空株式会社 /ユーカヌバ

協力 東京コミュニケーションアート専門学校（現 TCA東京ECO動物海洋専門学校）／
社会動物環境整備協会

運営協力 株式会社withdog.jp

来場人数・頭数 [Sippo Festa 2019] 11月23日(雨のち晴れ) 18,000人・8,000頭／ 24日(晴れ) 19,500人・9,000頭
[Sippo Festa 2020] 11月14日(晴れ) 500人・100頭／ 15日(晴れ) 750人・150頭

※2020年はしつけ教室・協賛品サンプリング・商品展示のみ開催

出店数 [Sippo Festa 2019] 出店数46ブース、キッチンカー8台 ※2020年度は出店等は無し

掲載メディア [Sippo Festa 2019] Hot Pepper Beauty /レッツエンジョイ東京 / 多摩てばこネット / PETTIMES / 
ユカヌバタイムス他



Sippo Festa 2019 イベント風景



Sippo Festa 2020 イベント風景

TCA学生によるレッスン動画
「目指せタレント犬」

わんわんサーカス
「Sippo Festa特別公演」

現地開催 しつけ教室

《オンラインイベント 動画コンテンツ 》

現地開催 しつけ教室会場内の様子

HONDA DOG 動画
「わんこと一緒にクルマでおでかけ」



【現地開催】

《来場者参加型コンテンツ》
※コロナウイルス対策として、一部催事を事前予約制にするなど参加人数の調整や把握、体調管理を実施します。

・ゲーム大会
・タイムトライアル！わんわん迷路
・愛犬撮影会
・エクストリーム体験会
・ 愛犬との暮らし方教室
・アニマルプロ×Sippo Festa モデルドッグオーデション 及び 人気タレント犬写真撮影会（予約制）
・出店エリア ＆ キッチンカー （お買い物と飲食ブース）

《本部・インフォメーション》
・ Sippo Festa パートナー企業 商品紹介 及び サンプリング
・無料宿泊券、豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンの実施

【オンライン開催】
・ Sippo Festa パートナー企業紹介
・ Happy Name × Sippo Festa キャンペーン（抽選で無料宿泊券等が当たる、オンライン参加型コンテンツ）
・ TCA東京ECO動物海洋専門学校 ドッグトレーナー専攻の学生による一発芸レッスン動画配信
・一発芸＆愛犬自慢！投稿キャンペーン（＃を使ったSNS連動の参加型コンテンツ）
・ エクストリームチャンピオンシップ 動画配信 及び 決勝大会生放送
・ わんわんサーカス(動画配信)

イベントコンテンツ（予定）



協賛企業 紹介実績 ①

【動画制作・紹介】
商品や企業を公式HPやYouTube
チャンネルで紹介します。

協賛プランにより、オリジナル
動画の作成もいたします。

【キャンペーン告知のご協力】
会員数増加を目的としたサービス
紹介やチラシ配布、協賛商品の
サンプリングなど、来場者に対し
目的に応じたご紹介をいたします。

【サンプリングのご協力】
来場者に対し、チラシや商品のサ
ンプリングを実施します。
サンプル商品やチラシの封入・
サンプリングは事務局で実施いた
します。

『HONDA Honda Dog』
ホンダ純正ドライブアクセサリー
の紹介動画を作成。Sippo Festa公式
HPとYouTubeで紹介を実施しました。

『日本航空株式会社』
JALペットファミリーの入会キャ
ンペーンを告知。サービス内容
の紹介及び会員登録のご協力を
実施しました。

『Eukanuba （ユーカヌバ）』
フードサンプルと製品チラシの
配布を実施しました。



協賛企業 紹介実績 ②

【HappyName✕SippoFesta】
コラボキャンペーン

「HappyName」に愛犬の名前の
由来を投稿した投稿者の中から
抽選で宿泊券や豪華賞品が当たる
キャンペーンを実施しました。

協賛企業様より無料宿泊券や協
賛商品をご提供いただき、イベ
ント内で紹介させて頂きます。
公式HPから企業URLへのリンク・
来場者へのパンフレット配布な
どを実施します。

協賛企業様のロゴ掲載・URLリンク
など、公式HPや提携サイトでの企
業紹介を実施します。協賛プラン
によっては、来場者が実際に商品
の良さを実感できるよう、会場内
で商品のご紹介をさせて頂きます。

Sippo Festa2020では、ambient lounge

（アンビエントラウンジ）様の商品を
会場内に置き、来場者の方々にラウンジ
ベッドの質感を実感して頂きました。

※『Happy Name』とは
飼い主に愛犬の名前の由来が
投稿できるオリジナルサイトです。
愛犬の名前には飼い主の愛情が
詰まっており、それを愛犬家と
共有することで「犬の飼育放棄
をなくそう」という思いで制作した
サイトです。



Sippo Festa 企業御協賛プラン ※お申込み1次締切 １０月２０日

■会場内でのPR ／ ■HPなどWEBでのPR ／ ■その他のPR

PR内容 プランA
100万円（税別）

プランB
60万円（税別）

プランC
30万円（税別）

■会場出店 特別枠（テント・テーブル等の備品付）※通常出店料10万円 〇

■動画制作（プランA） ※会場内モニターでの投影予定あり 〇

■動画制作（プランB） 〇

■YouTube「はっぴーているずチャンネル」にて企業紹介 〇 〇

■ペットサイト「equall」にてインタビュー記事掲載
※通常 記事制作費10万円（税別）

〇 〇

■イベントエコバッグに企業ロゴ掲載 〇 〇

■スタッフユニフォームに企業ロゴ掲載 〇 〇

■本部（インフォメーション）にてサンプリング 〇 〇 〇

■会場内にて貴社商品の展示紹介（個数限定） 〇 〇

■Sippo Festa HP内 協賛枠での企業紹介・URLリンク 〇 〇 〇

■Sippo Festaイベントチラシに企業ロゴ掲載 〇 〇 〇

■はっぴーているず会員にDM&サンプリング 約500名 〇 〇 〇

■寄七つ星ドッグラン＆カフェ来園者サンプリング
※（参考）2020年 年間来園組数 10000組以上

〇 〇 〇

動画制作ーペットサイト「equall」動画カテゴリーに掲載
プランA：取材あり／時間5ー10分 ※通常広告費30万円
プランB：取材無し／時間1－3分 ※通常広告費10万

企業向け 御協賛プラン



出店企業向け 御出店プラン

Sippo Festa 御出店プラン ※お申込み締切10月31日

通常出店プラン
1小間 10万円（税別）
スペース4m×4m+テント2.7m×3.6m 
四方横幕付

テント・横幕付き
※園路に車両を停め、設営が可能です

簡易出店プラン
1小間 7万円（税別） （A）テント持込で出店 [園路側]

※園路に車両を停め、設営が可能です

1小間 6万円（税別） （B）テント持込で出店 [園内側]
※関係者駐車場に車両を停め、手運びでの搬入となります

レンタルスペース

※10m×20ｍ予定

60分 1万5千円（税別） ・有料イベント可
・①10:00-11:00,②11:30-12:30,③13:00-14:00,
④14:30-15:30 60分×2枠 2万5千円（税別）

レンタル
スペース

20ｍ

10ｍ

（A）

（B）

通常出店プラン テント・横幕付
（イメージ）

出店場所（例）

※出店スペースのみ

4m×４ｍ



お問合せ先

お問い合わせ

ウィズドッグドットジェイピー

株式会社withdog.jp

東京都府中市天神町3-8-11ボヌール天神1F西
TEL:042-306-5639(はっぴーているずdogs room内)

Mail:sippofesta@gmail.com

担当:今村・杉田

(今村携帯番号:080-2562-7715)


