#クライムチャレンジ #klimbchallenge
This is

この春、日本に上陸したクライム KLIMB！

Fun♥

ドッグトレーニングに効果抜群！え？ 何に使うの？ど
んな風に？犬を乗せるだけじゃないの？ それはあなた
の工夫次第。使い方は無限大・・・
The long awaited KLIMB is now in Japan! Highly effective for
Dog Training! Oh!? Not only for sit and stay training? How?
Yes! It’s up to you! The usage must be countless!

Play with your dog? Train your dog? Feed your dog?
Sit on? Sleep there? Coffee time? Have lunch? Read? Chat?
Let’s Enjoy!!
色々な使い方を Facebook 上で大募集！
何でもあり！ あなたのクライム KLIMB を使った動画を Facebook
に投稿しましょう！
手作りクライム KLIMB でも参加可能。
We want you to share your ideas on Facebook！Anything OK! Please post your
video using KLIMB on Facebook!
DIY KLIMBs accepted.

期間中に、Facebook に投稿された、クライム KLIMB や手作り
クライム KLIMB を使用した動画の中から、
へぇ～！ おおぉ~！ わぁ～素敵！ えっ？ そんな！ マジで!? と
いうようなものを表彰いたします♪ し・か・も！
アメリカのクライム KLIMB メーカー『Blue-9 Pets Products』 と
『ドグタウン工房』 によるダブル表彰！
We will pick some among the videos using KLIMBs or handmade KLIMBS
posted with specified hashtags on Facebook during the dates below, and we
will award them. They would be such as ･･･
Great！ Wooow！ Awesome！ What？ No way！ Really!? ones.♪
We have Double awards from KLIMB Manufacturer “Blue-9 Pets Products”
and “Dogtown Factory” !!

ブルー9 ペッツプロダクツ賞：アメリカの KLIMB メーカー『ブルー9 ペッツプロダクツ』 より
クライム KLIMB を差し上げます♪

ドグタウン工房賞 ：ドグタウン工房 より クライム KLIMB を差し上げます♪
その他各賞
：賞品は・・・わくわく♥お楽しみ♥
Blue-9 Pets Products Award : KLIMB from Blue-9 Pets Products♪
Dogtown Factory Award

: KLIMB from Dogtown Factory♪

Other Fun Awards

: Wait till you see it♥

募集期間：今から～8 月 31 日
参加方法：クライム KLIMB や手作りクライム KLIMB を使用して撮った動画を、必ず下記の
ハッシュタグを付けて Facebook に投稿してください。ハッシュタグが記載されていない
場合は表彰の対象になりませんので、ご注意ください。
ハッシュタグ：#klimbchallenge #dogtownfactory
または、#クライムチャレンジ #ドグタウン工房
発表・表彰方法：9 月 20 日 ドグタウンカップス（※）表彰式にて発表、表彰を行い、その後
ドグタウンホームページ、Facebook 上にアップします。賞品はその後、お送りします。
※ドグタウンカップス Dogtown Cups は、ドグタウン工房が主催し、群馬県にて開催される、
オープントーナメントと国際招待選手権を同時開催した国内最大のディスクドッグイベントです。
Term

: Today to Aug.31

How to join : Take a video using KLIMB(s) or DIY KLIMB(s) and post it on Facebook
with the hashtags below. Without the hashtags your video might be
excluded from the awards.
【 Hashtag : #klimbchallenge #dogtownfactory 】
Results Announcement：At Awards Ceremony of DOGTOWNCUPS* on Sep.20.
After that the result wil be uploded on Dogtown Factory
Website and on Facebook. Prizes will be sent to all winners.
* DOGTOWNCUPS : Annulal bigiggest Discdog event hosted by Dogtown Factory in Japan.
In the event Open discdog tournament and International Invitational tournament are held
at the same time. The information of DOGTOWNCUPS will be postd on Dogtown Factory
website and on Facebook.

手作りクライムの作り方はこちら！
how to make a DIY KLIMB!

https://youtu.be/XKJfnjoUeec

さあ、あなたはクライム KLIMB をどう
使う？楽しい、素敵な、面白い、すごい
使い方を見せてください！

Now how do you use your KLIMB?
Show us Happy, Cool, Funny,
Amazing or Unexpected usage!

