
 

 

 

 

 

 

 



COMPANION 

ANIMAL 
という言葉、ご存じですか？ 

茅ヶ崎支社長  上野 洋一郎 
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事業所の名称     株式会社ワンズクエスト          

事業所所在地     神奈川県茅ヶ崎市中海岸 1-7-11 三橋ビル 2F 

動物取扱業の種別   保管・訓練                

登録番号       [保管]動愛第 200066号,[訓練]動愛第 200067 号

登録年月日      2020 年 5 月 25 日                

登録有効期限の末日  2025 年 5 月 24 日                

動物取扱責任者    影山 慧美、木田 和也

 

 

 

 

 

犬と人は、もっと Happy になれる 
メインキャストは、犬と人をワクワクさせる時間・空間・仲間づくりをサポートします。 
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弊社専属のドッグフォトグラファーが、愛犬の魅力を最大限に引き出し、最高の写真を撮影します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンちゃんとトレッキングをしたり、川遊びをしたり、愛犬と一緒に楽しむイベントです。四季折々、
様々なイベントを企画いたします。 

誰でも気軽に参加できるドッグスポーツを開催。 
「ドッグタイムレース」は犬の 50m走。  
完走率は 99％。タイムを測定する記録会も多数開
催しています。 
 

 

適切なしつけやコミュニケーションの取り方などを、専門のインストラクター                

がお教えします。「ドッグライフカウンセリング」では、個別に対応させて                 

いただくことで、それぞれのご家庭にマッチする解決方法を知ることができます。             

楽しいドッグライフを送るためのセミナー「犬しるべ」もご用意。 

犬関連施設を新しく始めたいけどノウハウがない、今ひとつ集客が伸びない              

などのお悩みを抱える企業様向けに、最適なノウハウをご提供。増加する              

飼い主様と犬を飼っていない方とのトラブル、飼い主同士のトラブルを                 

未然に防ぐためのルール作りもサポートしています。 
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犬の保険会社主催イベント  撮影会のみ参加  昭和記念公園  300 頭  

ららぽーと東京ベイ主催イベント  ベストバッテリー  ららぽーと東京ベイ  30 頭  

所沢航空公園主催しつけ教室  しつけ教室講師  所沢航空公園  50 組  

ホテルニューオータニ幕張主催イベント  ピッチ＆ゴー  ホテルニューオータニ幕張  200 名（2 日間）  

お台場ヴィーナスフォート主催イベント  愛犬撮影会のみ参加  ヴィーナスフォート  50 組  

イオンモール茨木主催イベント  ドッグラン運営  イオンモール茨木  300 組（3 日間）  

モデルルーム運営会社主催イベント  ドッグラン・しつけ教室  モデルルーム施設内  50 組  

ダイナースカードクラブ主催イベント  会員向けドッグパーティー・ハイキング  飲食施設・群馬水上  20 組  

DEC チャンピオンズリーグ  ドッグスポーツ全国大会  秋ヶ瀬公園  2000 組  

ハウスメーカー主催イベント  営業社員向け犬連れ顧客対応セミナー  ハウスメーカー会議室  100 名  

パナソニック主催イベント  新商品イベントの犬部門担当  ドッグカフェ  100 名  

任天堂  任天堂ＤＳ「ニンテンドッグス」モデル犬コーディネート      

食品メーカー   犬用食事コンサルティング       

サイエンスヒルズ主催新商品告知イベント  犬と一緒にダイエットイベント企画及び講師  お台場綱吉の湯  60 組  

軽井沢プリンスホテル  愛犬撮影会・ハイキング  軽井沢プリンスホテル  定期開催  

軽井沢プリンスショッピングモール  ドッグスポーツ  ショッピングモール内  100 組  

ベンツ品川主催イベント  愛犬撮影ブース担当  ベンツ品川店舗内  100 組  
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イベント実績 

 
 



横浜本牧山頂公園主催イベント  ドッグイベント担当  横浜本牧山頂公園  400 組  

お散歩不足解消プロジェクトイベント  犬と行くハイキング・遠足  関東一円  定期開催  

運動不足解消プロジェクト  ドッグスポーツ・ドッグプール  全国  定期開催  

アニマルプラネット主催イヌリンピック  ドッグスポーツ・出店・しつけ教室など複合大型イベント  八景島シーパラダイス  20,000 人（３日間）  

西武百貨店池袋本店主催屋上イベント  ドッグスポーツ・モデル犬コンテストなど複合イベント  西武百貨店池袋本店屋上  2,000 人（３日間）  

港北東急ショッピングセンター主催イベント  一芸コンテスト・出店・愛犬撮影会など複合イベント  港北東急ＳＣ屋上  1,500 人（2 日間）  

北総花の丘公園主催イベント  ドッグスポーツ・出店など複合イベント  北総花の丘公園  1,000 名  

柏の葉公園主催イベント  ドッグスポーツ・出店など複合イベント  柏の葉公園  700 名  

西武園ゆうえんちイベント  愛犬と一緒にアトラクションに乗るイベント  西武園ゆうえんち  30 名  

TOYOTA DOG サークル主催イベント  ドッグスポーツ・撮影会・しつけ教室などを担当  トレッサ横浜  500 名（2 日間）  

TOYOTA DOG サークル主催イベント  しつけ講演会・イベント運営  茨城トヨペット  100 名（2 日間）  

ドギーズアイランド主催イベント  ワンワンプール、水泳教室、愛犬撮影会  ドギーズアイランド  100 組  

富士急行主催イベント  ワンワンプール、水泳教室、ドッグラン講習会  遊園地ぐりんぱ  300 組  

富士急行主催イベント  ぐりんぱ杯ドッグタイムレース、愛犬撮影会  遊園地ぐりんぱ  300 組  

ALBION 主催イベント  ドッグフォト講習会  ALBION ビーチハウス  14 組限定  

ガリバーインターナショナル主催イベント  ガリバーフェスおでかー紹介担当  HUNT 木更津  200 組  

つま恋ワンダフルフェスタ  ドッグタイムレース担当  ヤマハリゾートつま恋  200 組  

サマーランド主催イベント  愛犬撮影会  Wonderful Nature Village  100 組  

浜名湖 DOG フェスティバル ワンワンスポーツ検定を担当 浜名湖レークサイドプラザ 80組 110頭 

箱根プロモーションフォーラム主催イベント ドッグタイムレース、わんわんプール、ドッグランなどを担当 箱根ネイチャーフェスタ 100組 

ピンフェス ドッグタイムレースを担当 こもれび森のイバライド 600名 400頭 

髭犬祭 ドッグタイムレースを担当 ドギーズアイランド 1700名 1200頭 

株式会社シブヤテレビジョン主催イベント 愛犬撮影会 WANCOTT 限定 14組 

ららぽーと豊洲主催イベント 愛犬撮影会 ILIO豊洲店 限定 10組 

 2018年 1月現在 
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株式会社ワンズクエスト                 

本社  〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 2-16-18 ロックダムコート 2F 

TEL 03-3411-5215 FAX 03-5779-6441 

茅ヶ崎支社 〒253-0055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸 1-7-11 三橋ビル 2F 

TEL 0467-82-9771 FAX 0467-38-6179 

http://www.doglife.info/ 

https://www.ones-quest.co.jp/ 


