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Dear・Children 主催

PULLER COACH セミナー

概要

■セミナーの目的
現在、世界 52 カ国で販売している『PULLER』を生み出したウクライナから『PULLER』の開発者と
『DOG PULLER』国際連盟会長が来日します。
最近では、日本でも大変話題になっているこの『PULLER』の正確な知識と技術を参加者に教授し、
2020 年に開催される『アニマルピック 2020 in JAPAN』の正式種目となる『PULLER』のより一層の
普及を目的として、この度セミナーを開催させて頂きます。
4/2 国際審判検定試験開催
■開催日程

(※詳細な時間は変更になる場合もあります)

2017 年 3 月 31 日(金曜日)

9～17 時 セミナー①「PULLER 講習会」

2017 年 4 月 1 日(土曜日)

9～15 時 セミナー②「DOG PULLER 講習会」

関東

15～17 時 セミナー③(概要)「DOG PULLER 審判・大会運営講習会」
2017 年 4 月 2 日(日曜日)

9～17 時 セミナー③(詳細) 「国際審判認定試験」
セミナー④「DOG PULLER 大会開催実習」

2017 年 4 月 4 日(火曜日)

9～17 時 セミナー①「PULLER 講習会」

2017 年 4 月 5 日(水曜日)

9～12 時 セミナー②「DOG PULLER 講習会」

関西

15～17 時 セミナー③(概要)「DOG PULLER 審判・大会運営講習会」
■開催候補会場(※会場は変更になる場合があります)
≪関東≫セミナー①・②・③(概要)『ちば愛犬動物フラワー学園 おゆみ野ドッグサイト』
〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央 1-15-2 TEL：043-293-2811
セミナー③(詳細)・④(大会実習) 『ちば愛犬動物フラワー学園 長柄ドッグヒルズ』
〒297-0233 千葉県長生郡長柄町六地蔵 345-2

TEL：0475-30-6271

≪関西≫セミナー① 『大阪 ECO 動物海洋専門学校』
〒550-0013 大阪市西区新町 1-32-1 TEL：06-6536-7171
セミナー②・③(概要)『ワンユニティ』〒553-0001 大阪市福島区海老江 8-16
定員 各回 10 名程度

■セミナー①・②・③(概要)
セミナー③(詳細) 国際審判検定試験

定員

10 名程度

セミナー④(大会実習)

定員

20 名程度

■参加費

TEL：06-6346-3117

セミナー①

PULLER 認定サポーター 10,000 円 ／

一般 15,000 円

セミナー②＋③

PULLER 認定サポーター 10,000 円 ／

一般 15,000 円

セミナー④

セミナー①~③の参加者は無料 ／①～③の未参加者は上記同様金額
一般の大会エントリー費 2500 円（参加賞付）

※セミナー①・②に関しては、希望者はセミナー修了証(無期限)を発行致します。(各 5,000 円)
関東のみ開催するセミナー③(詳細)に関しては、今回は特別に国際審判ライセンスを発行(合格者のみ)致します。
(発行料 20,000 円)

また、PULLER 国際公認トレーナーの取得には、①②の修了証の所持は必須となります。

■参加資格１狂犬病予防接種済みであること。狂犬病予防接種済票のご提示が必要です。
２混合ワクチン接種済であること。接種済証明書をご提示ください。
（予防接種につきましては、共に接種後一年以内であること）
３ヒートの場合の条件。出血が見られなくなってから、4 週間を経過。

以上
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Serhii Shkot
1971 年 7 月 17 日生
DOG PULLER 国際連盟 副会長
1994 年からプロのドッグトレーナとしてウクライナで活動
2005 年から、犬の体力向上に特化したトレーニングを実施し、リハビリにも
力を入れて活動。
2007 年から COLLAR 会社と協力して PULLER を開発する。ウクライナで
は、ドッグトレーナーの第一人者である。

ワ ル ワ ラ

ペ ト レ ン コ

Varvara Petrenko
1986.年 1 月 15 日生
https://www.facebook.com/groups/dogpuller/
ウクライナでもっとも有名なドッグトレーナークラブ『イングリッシュ・スプリ
ンガー・スパニエル（English Springer Spaniel）
』のオーナー
DOG PULLER 国際連盟会長
子供の時代から犬に大変興味を持ち、色々な犬の服従訓練大会（Obedience, 犬のしつけ)に出場し優秀な成績
を収める。
そして、ウクライナ国内の数々のディスクドッグ大会、Dog Fitness 大会に出場し優勝をする。
ジョンフィッシャー心理学者の本「あなたの犬は何について考えるか？」に基づいて、犬を褒めながらトレー
ニングする方法を確立する。またいち早く Clicker Training (犬のクリッカートレーニング）を導入する。

来日セミナースケジュール
月日時
3/31(金)

セミナー内容

会

セミナー① PULLER セミナー

ちば愛犬動物フラワー学園

9～17 時
4/1(土)
9～17 時
4/2(日)

4/3(月)

場 候 補

おゆみ野ドックサイト
セミナー② DOG PULLER セミナー

ちば愛犬動物フラワー学園

セミナー③(概要) 審判・運営

おゆみ野ドックサイト

セミナー③(詳細) 国際審判検定試験

ちば愛犬動物フラワー学園

セミナー④DOG PULLER 大会実習

長柄ドックヒルズ

大阪 移動日

4/4(火)

セミナー① PULLER セミナー

大阪 ECO 動物海洋専門学校

4/5(水)

セミナー② DOG PULLER セミナー

ワンユニティ

セミナー③概要 審判・運営

セミナーの内容(概要)
セミナー内容

セミナー形態

その他特記事項

歴史・目的・練習・安全性について

1

2

3

PULLER セミナー

DOG PULLER セミナー

DOG PULLER 審判

座学と実習

座学と実習

座学と実習

PULLER のプロ的トレーニング

「実習」での愛犬同伴

とコーチング

は必須ですが、ご無

歴史・練習・規則・大会について

理な方は、要相談。

DOG PULLER の練習法と競技レベル 「座学」中、愛犬はク
アップ法

レート待機をしていた

審判のスキル習得

だきます。

大会運営のノウハウを教授

大会運営セミナー(概要)
3

DOG PULLER 審判

実習

国際審判のライセンス認定試験

大会運営セミナー(詳細)
4

DOG PULLER 大会開催

実習

大会への参加と運営ノウハウの教授

愛犬同伴

セミナーの詳細内容
※参加者の様子によりセミナー内容は変更する場合があります。

■1 日目

PULLER and

PULLER- Training

※受講者は、愛犬と PULLER、椅子、クレート、昼食を各自ご準備ください。
〇座学

(約 1 時間)

※理論的な授業なので、愛犬は同伴しない。

1. 来日者紹介 COLLAR 社関係者
2. COLLAR 会社について
3. PULLER の開発について（開発の目的と開発秘話）
4. PULLER についての詳細（基本的な特性について）
〇室内実習

(約 3 時間)

※理論的な授業が中心なので、愛犬は同伴しない。

室内のスペースで講師の説明に合わせて参加者が実習
1.PULLER

ジャンピング

2.PULLER

ランニング

3.PULLER

引っ張る練習

1.～3.の理論：犬の筋肉の発展及びメンタルのトレーニングにどのような影響を与えるかについて
そして練習の正しいやり方、安全性について
1.～3.の実習：PULLER の正しい掴み方、PULLER と正しい動き方、正しいテンポの練習
≪
〇実習

適 時

休

憩 ≫

(約 3 時間)

1.PULLER トレーニング及びスポーツ PULLER トレーニングについて説明（約 30 分）
犬とのトレーニング時間、頻度、トレーニングの際の休憩(休み)などについて
トレーニングの目的による訓練の特徴について
2.受講者の実習スタート（※愛犬同伴が必須）
受講者は愛犬とトレーニング実施。講師が個々に指導し、練習のやり方、トレーニングに関するアドバイス
3.質疑応答
以上

■2 日目

DOG PULLER セミナー

(審判・大会運営の概要を含む)
※受講者は、愛犬と PULLER、椅子、クレート、昼食を各自ご準備ください。
〇座学
1. 来日者紹介 COLLAR 社関係者
2. COLLAR 会社について
3. DOG PULLER について （発明の歴史、大会の目的、ミッション）

〇実習
1.DOG PULLER 大会の規則について
2.実習スタート
3.PULLER ランニング(1 時間程度)
フィールドで実習、メインミスの反省、説明、失敗例とその解決方法の例、好成績のコツをアドバイス
4.PULLER ジャンピング
フィールドで実習、メインミスの反省、説明、失敗例とその解決方法の例、好成績のコツをアドバイス
〇審判と大会運営の概要
1.審判についての概要
2.大会の際の安全性について
≪

適 時

休

憩 ≫
以上

■3 日目

DOG PULLER 大会実習(関東のみ)

(国際審判ライセンス認定試験を含む)
※受講者は、愛犬と PULLER、椅子、クレート、昼食を各自ご準備ください。
〇審判と大会運営の事前解説

4/2 国際審判検定試験開催

1.審判についての概要と国際審判ライセンスについて
2.大会の際安全性について
〇DOG PULLER 大会を実際に開催

(※国際審判の認定試験受験者は審判をサポート。大会の開催サポートをしながら、審査の流れ、特徴、
注意点など大会開催をしながら研修していく)
≪

適 時

休

憩 ≫

〇DOG PULLER 国際審判検定試験
審判についての理論講習 （約２時間）
合格者発表(合格者は DOG PULLER 国際審判に認定し正式に登録される。
以上
【※注意】セミナーの内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

≪セミナーのお問い合わせ先≫

〒161-0031 東京都新宿区西落合 4-9-12 Ｕフラッツ１階
TEL 03-6908-3170／Fax 03-6700-6625

担当／小林正希

携帯 080-6849-8760 (小林正希)
E-mail kobayashi@dearchildren.jp

