
 

 

 
 

 

主催 住之江公園管理事務所／わんにゃんマルシェ＠住之江公園実行委員会 
運営協力 大阪動物専門学校 
 
協賛 ロゴスコーポレーション／株式会社フェリーさんふらわあ／セラヴィリゾート泉郷わんわんパラダイスグループ 
   明治安田生命｢えがおのペット｣／株式会社フェニックス・アインツェル／加賀屋の森／アスマインド株式会社 
協力 住之江区わんにゃんパトロール隊／兵庫介助犬協会／犬のようちえん®／工房スイーピー／K’s smile かみのかよ 
      YORISOTTO／関西わんこ／HappyLife／あいこのおうち／BCRN & DSRN／いちねんいぬぐみ（順不同） 

2022 11/13（Sun） 

10:00〜16:00 
住之江公園球技広場 
※小雨決行（荒天中止） 

●コロナ感染症予防対策にご協力ください● 

買う 知る 遊ぶ！

Vol.3 

わんにゃんとの暮らしをまじめに楽しむ 
マルシェの今年のテーマは 

食べるコト	

	 	 生きるコト	

入場料 

500 円 
※３歳以上 

 

大阪メトロ住之江公園 
①出口より徒歩3分 
※駐車場は限りがあります。 
近隣駐車場のご利用ください。 

Marché. Welfare. Event. Food. 
 

わんにゃんマルシェ＠住之江公園は 

楽しくて幸せな人とわんにゃんの 

暮らしを応援します！ 

ペットと暮らせる介護施設で, 
穏やかに笑顔で自分らしい生活を	
 

特別養護老人ホーム 
加賀屋の森 

大阪府大阪市住之江区 北加賀屋 5-4-23  06-6686-5301 
受付時間 10:00～18:00 

ハガキで当たる 

いっしょ旅 

その場で当たる 

わんにゃんグッズ 

＜ご来場の皆様へのお願い＞●排泄物などのマナーは守りましょう。●リードは必ず着用

してください。●ワンちゃん同士やお客様同士でトラブルにならないようにご注意くださ

い。※わんにゃんのための手作りマーケットです。フリーマーケットではありません。 

※トラブルに関して、主催者や出店者、関係各位は一切の責任を負いません。 

お問い合わせ 住之江公園管理事務所 
06-6685-9521 

〒559-0015	 大阪市住之江区南加賀屋 1-1-117	

一緒に行こう！応援キャンペーン 

クイズ正解者の中から抽選で各１組に当たる！ 

A 賞 わんパラ８店舗共通 

１泊２食ペア宿泊券 

B 賞 さんふらわあ 
往復ペア車付き乗船券 

11 月 13 日は「わんにゃんマルシェ＠〇〇〇公園」へ！ 
〇〇〇に答えを入れてハガキで応募 

利用はわんわんパラダイスグループのカレンダ

ー指定日に依る。 【期間】 〜６ヶ月 

【等級】 大阪志布志便：DX２名ウイズペット室 

     または、神戸大分便：SD２名ウイズペット室 

【期間】 2022/11/15～2023/4/15 

       （2022/12/23～2023/1/4 除く） 

<応募要項>ハガキに①クイズの答え ②郵便番号 ③住所 ④電話番号 
⑤氏名 ⑥性別 ⑦飼っているペットの種類（犬/猫/その他/飼っていない） 
⑧ぺットの数 ⑨当選発表でお呼できるハンドルネーム ⑩ご希望のコース
名(A 賞/B 賞)を記入の上、下記の宛先までご応募ください。 
<宛先> 〒559-0015 大阪市住之江区南加賀屋 1-1-117 
     住之江公園 管理事務所「マルシェ de キャンペーン」係 
<締切> 2022 年 11 月 7 日（月） ※当日消印有効 
<当選発表> わんにゃんマルシェ＠住之江公園 Vol.3 当日抽選会にて抽

選。ハンドルネームを公表の上、発送をもって当選のお知らせとします。 

ご来場に感謝！スピードくじで当たる 

一緒に楽しむ！⼤抽選会 

本部横 特設会場にて 
10:00〜16:00 

入場券の半券 1 枚で 1 回抽選 

出店ショップの人気商品が当たる！ 

＊いっしょ旅への応募に際してのご注意＊ 
※お１人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ 1 枚につき 1 口とさせていただき

ます。※はがきでご応募される場合は、お手数ですが所定の郵便料金の切手をお

貼りください。※ご当選はお１人様 1 回限りとさせていただきます。※賞品のお届け

日の指定は出来ませんので、予めご了承ください。※ご応募に関する必要事項に記

入漏れがある場合、またご当選者様のご住所、移転先、電話番号が不明、長期不

在などの理由により連絡・配達が出来ない場合は、ご当選の権利が無効となる場合

がございます。※賞品のお届け先は、日本国内に限らせていただきます。※ご当選

の権利を他の方へ譲渡・換金は出来ません。 

 
Charity 
Event 

抽選会場横にて、有志に
よるチャリティグッズ
の販売を行っています。 
売り上げの一部は動物
福祉の充実のために使
わせていただきます。 

あみぐるみ パラコードグッズ 缶バッジ などなど 



 
 

 

大抽選会 

わんにゃんのより良い毎日を応援する ステージイベント 

アニマルコミュニケーション 

※ペットちゃんとのお
話はお写真でもできま
す。希望の方は正面を
向いているお写真をお
持ちください。 

大好きなうちの子たちの気持ち、 
気になりませんか？ 
あなたの想い，ペットちゃんの想い… 
大切にお届けいたします。 

<受付> 
10:00 よりブースにて 
（先着順/状況により受付制限有） 

ドラマティックな 
ペットポートレート  
オンラインお渡しプラン 

5 カット 
2,000 円/税込 
LINEなど、オンラインでお渡し 
※お渡しまで１週間程度 

SnapShot of photography  

Dog 
Run 
（無料） 

●小型犬用● 
●中・大型犬用● 
※30 分総入替制 

※イベント参加には別途入場料が必要です。※事由により出店者が変更またはキャンセルとなる場合があります。※当日の状況によりイベント内容が変更となる場合があります。 

●大心本舗（ひとくちカステラ）  

●TERRACECAFE&（クレープ） 

●GOOD BENTO（弁当） 

●CAMPHERO（唐揚げ丼、唐揚げ） 

●cielo kitchen（カレー、米粉ドーナツ） 

●ライオンパーラー(クレープ) 

●ホルモン焼キング（ステーキ丼） 
●coopy（タコライス。ポテト） 
●きっちんよこ田くん 

        （焼きそばパン） 

●御崎屋酒店（飲料） 

マルシェ「でも」できるコト、マルシェ「だから」できるコト 

●wan-site(ドッグフード、おやつ) 
●Jimmy’s Paw（ペットフード、おやつ） 

●WAN LIFE（わんこ服、雑貨） 

●TASHIKA（鹿肉フード、おやつ） 
●ハッピーグロウ（犬フード、おやつ） 

●havepet（牛／馬ジャーキー） 

●山猫本舗（ペットキャリー、 

     猫じゃらし、虫除けペンダント） 

●chattytail（ペットグッズ） 

●pafelle（鶏胸肉／魚／野菜ジャーキー） 

●NONO WORKS.（木工雑貨） 

●maromokoprincess 
         （犬ごはん、雑貨） 

●田舎の逸品本舗（鹿肉フード） 

●Dog care Rian（犬の歯磨き） 

●re:Born shop（犬着物、バッグ） 

●neminaco （チョークアート） 

●AYR（ペット服、アクセサリー） 

●アニマルサポートオフィス 

 ・ミーチョ（鹿／猪ジャーキー） 

●Rumon（メモリアルグッズ等） 

●ELECO（犬のおやつ） 

 

●SHAM＋SHAM 
（うちの子キャラ化イラストグッズ） 

●すきっき（犬服） 

●ローラの森（木工品、雑貨） 

●BROOK NOA（犬服、犬用品、   

          ペット用食品） 

●しば・さくら（羊毛フェルト） 

●鹿肉工房（鹿肉おやつ） 

●わんころ（犬服） 

●Lieb（スヌード、帽子、バッグ） 

●maronco（スリング） 

     可愛いだけでは済めへんよ		

    看取りの覚悟 その知恵 
 
⽝⽤⾞椅⼦製作を⾏う⼯房スイーピー代表で、動物看護師
でもある川⻄仁美先⽣に、ウチの⼦を看取る覚悟や、うま
く看取るための知恵についてのお話を伺います。 

 

     きょう食べるものは未来への貯金		

    犬の薬膳という考え方 
 
きょう⾷べるご飯は未来の⾝体を作るという考えのもと家族
と愛⽝の体調を毎⽇のご飯で整えてきた薬膳師が、スーパー
で揃えられる⾷材でできる⽝の⾷育についてお話しします。 

 

食べるを 

学ぶ 
 

生きるを 

学ぶ 
 

           明治安田生命 presents 

            えがおのペット杯 

    ちょっと待って！大会 
絆を 
深める 

 

       人生を支える 
             働く犬の仕事に触れる 

     介助犬デモンストレーション 
共に 

支える 
 

●HAMOCHILD（犬服、リード） 

●Dog*Fabric（ドッグベット等） 

●wapoo（おやつ、帽子、雑貨） 

●salon de N（服、スヌード） 

●Birthday（木工雑貨） 

●LEO THA CAT.  
  BON THA DOG（うちの子雑貨） 

●胡麻家〜柴犬〜（柴犬陶器） 
●mille plus（リード、首輪） 

●ピクルとププルの 

  こねこねくらぶ（粘土細工） 

●BLUE MOON 
（ビーズリードペットマッサージ） 

●TAKEMAKI DELI（犬フード） 

●eddie-lala わんこ服（犬服） 

●無添加おやつ工房ふぉれすと     

      （犬用パン、フード） 

●わが家のぼくちゃん 
      （犬服、雑貨、首輪） 

●Happy charity pani pani 
  （犬の知育玩具、首輪＆ポスター） 

●大辞典.com（犬用品、雑貨） 

みんなの前で待てるかな？？いろんな誘惑があるけれど、 
制限時間をみごとに耐えきろう！ 
 
① 第１回 11:30～12:30 
② 第２回 14:30～15:30 
 
<参加費> 無料 
<開催場所> 会場内 特設ステージ 
<定員> 各回 20 組（飼い主おひとり様につき１頭で１組） 
<受付> 明治安田生命ブースにて受付。先着順。当日受付のみ。 
    ①…開場～11:00 ②…12:00～14:00 
       （満員になり次第受付終了） 

犬のようちえん⭐︎ 
愛犬と楽しい 
レッスン体験 

手や足が不自由な人の手助けをする介助犬がどのようなサポ
ートをしているのか。また、普段介助犬たちがどのような方法
で訓練されているのかについて実演を交えてご紹介します。 
 

多くの方に 

広く正しく 

知ってほしいから… 

 

特定非営利活動法人 兵庫介助犬協会 

 

2,500 円/ 

20 分(1 頭) 
 

ペット似顔絵コーナー 

カロリー計算会 
 

 急いで GO！ 
30 m タイムレース 

わん
 

●あいこのおうち 
●HappyLife 
●いちねんいぬぐみ
●BCRN&DSRN 
 

にゃ
ん 

会いに来てね 

①11:00 ②13:00 ③15:00 
 

犬のようちえん®堀江教室 

飼い主の健康は、わんこの幸せ。 
同じ空間で同じ時間に健康ケア。 

人もわんこも一緒に整う 

身体の周波数を読み取り、健康状態をチェックして
整えていくことができます。今注目の身体整う最先
端の健康ケア体験を元気へのきっかけに！ 

明日の元気へ！ ドッグスキャン 

犬種、体重、生活スタイル。
うちの子の毎日に必要な 
カロリーを計算します。 

無料 

＊ATUMARU＊ 
＊たまちゃん＊ 
＊ふらっぷ‘s＊ 
＊水晶横丁の似顔絵屋＊ 

500 円～ 
2,000 円 

※作家さん、大きさなどでお値段が変わります 

3,000 円／20 分(1 頭) 

体幹をサポートするネックバンド 
「歩けるくん」の体験会も同時開催！ 

予約受付 090-4657-1257 
月～土 11:00～19:00 

 (限定 各 4 組／ドッグスキャン、マッサージ)  

それぞれ 3,000 円／約 30 分 
(total 6,000 円) 

※人ひとり、犬１頭セットでの申込になります  

 ①10:00 ②10:40 ③11:20 ④12:00 
  ⑤13:00 ⑥13:40 ⑦14:20 ⑧15:00 

シニア 
注目 

 

	

足つぼ食育 
飼い主さんには 

ボディケア 
わんちゃんには 

予約方法は後日インスタグラムにて発表します	

わんにゃんマルシェ＠住之江公園の除菌消臭には 
アスマインド(株)の US CARE を使用しています 

Marchéの楽しみ！ 
フォトスポットも多数 

当日 
受付 

観覧 
無料 

愛犬との絆を深める。 
わんことの生活を豊かに！ 
ワンポイントレッスン！ 
 

各回 
６組 

500 円/45 分(1 頭) 
※１頭につき２人まで同伴可 

足つぼから身体に合った食事をアドバイスします！ 
 ①10:00 ②10:30 ③11:30 ④12:00 
  ⑤13:00 ⑥13:30 ⑦14:30 ⑧15:00 

予約受付 0120-074-115 
火～土 10:00～18:00 (限定 各３組) 

おなか 
ペコペコ 
スペシャル 
おやつ持参 
で来てね！ 

フォトグラファーによるスナップ撮影 

①11:00～11:30 
②14:00～14:30 

① 第１回 10:00～10:30 
② 第２回 13:00～13:30 

① 第１回 10:30～11:00 
② 第２回 13:30～14:00 

工房スイーピー 

 

当日 
受付 

講演後、特設ブースにてミニグループ講習会も開催！	

＜介護／看護＞看取りの知識 限定８組/各回 
① 11:30～12:10 ② 14:30～15:10  
※体調に無理がなければ、わんこ同伴でお越しください 
個別相談も受け付けております 

 予約方法は後日インスタグラムにて発表します	

講演後、特設ブースにてミニグループ講習会も開催！	

季節と食 今食べさせたいもの    1,000 円/1 組 
① 11:00～11:40 /限定８組 
シニア必見 腎をいたわる食べ物   1,000 円/1 組 
② 14:00～14:40 /限定８組 
 予約方法は後日インスタグラムにて発表します	

当日 
受付 

わんちゃんたちが 
全力ダッシュ！ 
スポーツの秋を満喫しよう。 
目指せ！スーパーわんこ♪ 

500 円/1 頭 

イベント開催時間内、随時開催 

記録証と	
がんばりました
缶バッジ進呈	

わん 
ダッシュ 
後日 Instagramで成績チェックができるよ！ 

K’s smile かみのかよ 
 

＊12:00～12:45 にはしつけ相談会を開催！ 
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