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2011年8月25日（木） ▼28日（日）
25日（木）・26日（金）ビジネスステージ
26日（金）・27日（土）・28日（日）パブリックステージ
幕張メッセ ▼ 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

  interpets innovation awards（主催者企画）
interpets出展製品の中から、斬新でユニークな製品・
サービスにアワードを授与し、表彰します！

インターペット実行委員会が初日に会場内を回って出展各社の製品、サービスを審査
し、アワード受賞製品を選定。同日夕方に発表し、授賞式にて表彰楯を贈呈します。受賞
者は二日目より、出展製品を来場者により効果的にアピールできます。

  interpets etcetera（協賛企画）
他にも協賛団体や企業による
バラエティーに飛んだ企画が満載！

観賞魚の人への効用のプレゼンテーション「アクアリウムライフ」、また、先日の震災後
対策が急がれている人とペットの防災対策についてのトークセッション「今、考えるペッ
トのいる家庭の防災」等、まだまだ多彩な企画が進行中です。詳細プログラムは随時、
interpetsウェブページにアップしていきますので、ご期待下さい。

  interpets special area（会場内常設特別展示エリア）
          

  interpets arena（ペット運動場）
interpetsでは、来場者がご自分のペットと共に楽しめる”ペット運動
場”の設置も忘れてはいません。でもひと味ちがうのは、そのプロ
デュース・運営を、世界に通用するドッグトレーナーを育成する
NPO法人日本ペットドッグトレーナーズ協会（JAPDT）が担当する
ことです。これによりペット運動場が、単に来場者がペットと自由に
遊べる空間から、ペットとの生活に必要な知識を体得できる”学び”
の空間にグレードアップします。JAPDTは、interpetsの多数の協賛
団体とコラボレーションすることにより、会期中、様々な体験講座や
セミナー、レッスンを展開する予定です。もちろん、プログラム開催
以外の時間帯は、来場者はご自分のペットとご自由に、思う存分お楽しみいただけます。
詳細プログラムは随時、interpetsウェブページにアップしていきますのでご期待下さい。

 interpets collaboration（コラボ企画）
interpetsでは、多くの愛犬家の支持を受ける「ホリプロ アイドルドッグ.jp」と「わんチャ
ンネルTV」とのコラボレーションを実現。「Enjoy with Dogs - 愛犬との暮らしを楽しむ」
をテーマに特別イベントを開催し、ニッポンを元気にします。

犬の笑顔でみんなを笑顔に「ワンコの笑顔」フォトコンテスト
犬の笑顔は、犬を飼う人も飼っていない人をも笑顔に
してしまうパワーを持っています。事前に募集した笑
顔写真を貼り出し、来場者投票によりグランプリを決
定します。
犬の力でニッポンを元気にする「ワンメッセージ」
東日本大震災後にアイドルドッグ.jpが始めた被災地支援プログラム「ワ
ンメッセージ」活動。話題の犬たちからもメッセージが寄せられ、その
輪が広がっています。会場では今まで寄せられた「ワンメッセージ」を
展示すると共に、会場でも撮影受付いたします。

ファッションを楽しんで被災地支援
おしゃれドッグ ファッションタウン

「おしゃれドッグ」は、愛犬と飼い主さんが一緒にショッピングやイベン
トを体験できる、わんチャンネルTVの人気イベント。小型犬洋服ブラン
ドやグッズなどオシャレで可愛いわんこグッズのワゴンを多数配置した
「ファッションタウン」を実現します。

＊interpets collaborated with:                    　　　　　×

  interpets accente（フードコート）
出展者にとっても来場者にとっても、展示会での楽しみの一つはお食事。反面、展示会
場ではなかなか美味しい食事にめぐり合うことが少なく、悩みの種でもあります。ひと味
ちがうinterpetsはここでも工夫を凝らし、展示会にaccente（アクセント）を与えます。
最近その食事のクオリティや洗練されたスタイルにより巷で人気の屋台村。その屋台村
を、九段下「food & bar garden」オーナーの大島秀幸氏がプロデュース、お洒落なダイ
ニング空間を展示会場内に構成します。更には、ペット栄養管理士
とのコラボレーションにより、ヘルシーなペット用メニューも豊富に
準備。同伴のペットと共に美味しいお食事に舌鼓をうちながら、豊か
な時間をお楽しみいただきます。

＊interpets accente／プロデュース

25
（木）

26・27・28
（金・土・日）

  interpets fashion show（協賛企画）
本邦初公開！
犬と子どものファッションショー
“Dogs and Children Recital”

26日　「Show & Contest」
27日　「Show & Contest」
28日　「Show & Contest／表彰式」

“犬と子どもがともに学び絆を深めたことを、ファッション
ショーを通して発表”をコンセプトに開催されるユニークな
イベント。「動物愛護教育の啓発及び社会性豊かな子ども
を育てる」、そして「家庭犬の適正飼育の啓発啓蒙」を目的
に、Project M4により企画、プロデュース。子ども達が数ヶ
月間、犬を通して様々なことを学び、ともにウォーキング、ト
リックなどの練習を得てファッションショーに挑みます。ま
た、犬と子どもが着用するファッションを提供する企業と連
携し、ウェブ・携帯サイトを通して購入等の情報を来場者に
提供する予定で、製品を提供していただける企業（出展者
に限る）を募集中です。詳しいお問合せはインターペット
事務局まで。

＊Project M4: 的場美芳子氏（NPO法人ヒトと動物のかかわり研究会副理事長）／鹿
野正顕氏（（株）アニマルライフ・ソリューションズ代表取締役）／長谷川成志氏（（株）
アニマルライフ・ソリューションズ取締役営業統括）／伊澤都氏（ヒトと動物の関係に
関する教育研究センターコーディネーター）

  interpets professional pet shows（協賛企画）（予定）
各協賛団体プロデュースによる
プロフェッショナル・ペットショー！

26日　「小鳥・小動物プロフェッショナルショー」
27日　「猫プロフェッショナルショー」
28日　「犬プロフェッショナルショー」
小鳥・小動物、猫、犬それぞれの専門協賛団体等のプロ
デュースによる、見ごたえのあるプロフェッショナル・ペッ
トショーです。

26・27・28
（金・土・日）

26・27・28
（金・土・日）

  interpets agora（会場内特設ステージ）
agora（アゴラ）とは、古代ギリシャで“広場”の意味で使われていた言葉。会場内に
設置されたこの特設ステージでは、interpetsがそのメッセージを伝えるバラエ
ティー豊かな主催者企画のトークショーが行われる他、協賛団体、企業による様々
なプログラムが開催されます。
なお、ゲストと内容は変更する可能性があります。 

  interpets talk show（主催者企画）
interpetsのメインテーマ「ペットが運ぶ心と体の健康」や、「人とペットとの共生」を切り
口に、各方面より著名ゲストをお招きしトークショー形式で進行する主催者企画です。
　〈総合司会〉

ペット業界で働く誰もが知っておきたい
「共生＆効用の最新事情を紹介！

第一部　「人と動物のかかわり最前線」
―ただの癒しではなく我々の暮らしに効用をもたらしてくれる存在としてペットを見直す。―
♠林良博先生　
　東京農業大学農学部バイオセラピー学科教授
　（財）山階鳥類研究所所長
♠石田戢先生　
　帝京科学大学アニマルサイエンス学科長
♥山崎恵子先生
　ペット研究会「互」主催 優良家庭犬普及協会常任理事 AATコーディネーター

第二部　「動物愛護管理法を理解し、守る」
―見直しを前に注目が高まる「愛護法」。現行法を遵守することで業界のレベルアップを図る。―
♠林良博先生　
　東京農業大学農学部バイオセラピー学科教授 （財）山階鳥類研究所所長
♠環境省自然環境局総務課動物
　愛護管理室から講師を予定
♠米山由男氏　
　一般社団法人全国ペット協会会長
♥山口千津子先生　
　獣医師 （社）日本動物福祉協会調査員

第三部　「獣医師の役割」
♠山根義久先生 獣医師 日本獣医師会会長

第四部　「食を守る獣医師の役割」
♠北村直人先生 獣医師 農場管理獣医師会会長

第五部　「ペットフード安全法」
―「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）」に関する講習。―
♠農林水産省消費・安全畜水産安全管理課愛がん動物飼料対策班から講師を予定

第一部は商談目的のビジネスマンに向け、第二部は
犬と暮らす家族に役立つ情報を提供！

第一部　「ペットの気持ちを理解する」
―言葉を話すことが出来ないペットですが、
　そのメッセージを読み取るためにペットを知ろう。―
♠須崎大氏　ヒューマンドッグトレーナー DOGSHIPキャプテン
♠加隈良枝先生　帝京科学大学
　生命環境学部アニマルサイエンス学科講師
♠柳生博氏　俳優 日本野鳥の会会長

第二部　「ペットと暮らす環境」
―人もペットも快適に暮らすための住居空間とはどういうものなのか。―
♥柴内裕子先生　獣医師 赤坂動物病院院長 　
　人と動物の相互作用国際学会プロジェクト委員
♥金巻とも子氏　
　一級建築士 金巻・こくぼ空間工房主宰
♠兵藤哲夫先生　
　獣医師 ヒョウドウアニマルケア代表

青木さくら
ラジオーパーソナリティードッグライフカウンセラー
／ドッグヨーガインストラクター

松本秀樹
お笑いタレント 浅井企画所属
ドッグライフコンサルタント

25
（木）

27
（土）

28
（日）

26
（金）

＊interpets talk show: 監修 　　　　　　　　　　／プロデュース

老若男女誰しもが楽しむことが出来る、多彩なゲストを
招いたバラエティコンテンツ！

第一部　「ペットの食育」
―ペットの食事は多様化しています。
　どうやって食事を選べば良いかをゲーム形式で進行。―
♠大島誠之助先生　倉敷芸術科学大学 客員教授
♥清水宏子先生　清水動物病院院長

第二部　「ペットと子ども」
―子ども向けデモンストレーション。犬との付き合い方、触れ方を学んでもらうステージ。―
♠太田光明先生　
　麻布大学獣医学部教授　
　ヒトと動物の関係学会会長
♥山崎薫先生　学校法人ヤマザキ学園
　ヤマザキ動物看護短期大学理事長
♠轡田隆史氏　ジャーナリスト

老若男女誰しもが楽しむことが出来る、多彩なゲストを
招いたバラエティコンテンツ！

第一部　「人と動物の共生のために」
―人とペットの共生社会とは。その理想を大いに語る。―
♠石田卓夫先生　獣医師 
　赤坂動物病院医療ディレクター 日本動物病院福祉協会会長

第二部　「ペットが病気を防ぐ・直す」
―ペットと暮らす魅力とは。介助犬デモンストレーションも実施。―
♠日野原重明先生　
　医学博士 聖路加国際病院理事長 
　聖路加国際病院名誉院長
♠佐々木伸雄先生　東京大学大学院 
　日本獣医学会理事長
♥高柳友子氏　内科医師・医学博士 
　日本介助犬アカデミー専務理事

【主催】一般社団法人ペットフード協会、メサゴ・メッセフランクフルト株式会社

【後援】農林水産省、環境省、外務省、文部科学省、厚生労働省、千葉県、千葉市、
出展国大使館（以上申請中）

【協賛】ペットフード公正取引協議会、一般社団法人全国ペットフード・用品卸商
協会、日本小鳥・小動物協会、一般社団法人全国ペット協会、社団法人日本獣医
師会、一般社団法人日本小動物獣医師会、公益社団法人日本動物病院福祉協会、
一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム、財団法人動物臨床医学会、日本ペット
栄養学会、社団法人日本動物用医薬品協会、財団法人日本動物愛護協会、社団
法人日本動物福祉協会、公益社団法人日本愛玩動物協会、NPO法人動物愛護社
会化推進協会、社団法人ジャパンケネルクラブ、アジアキャットクラブ、インターナ
ショナルキャットクラブ、シーエフエイ ジャパン リジョン、TICA Japan、ヒトと動
物の関係学会、NPO法人ひとと動物のかかわり研究会、ヒトと動物の関係に関す
る教育研究センター 、社団法人日本警察犬協会、財団法人日本盲導犬協会、財
団法人アイメイト協会、NPO法人全国盲導犬施設連合会、社会福祉法人日本聴
導犬協会、社会福祉法人日本介助犬協会、NPO法人日本介助犬アカデミー、公益
財団法人日本補助犬協会、社団法人天然記念物北海道犬保存会、優良家庭犬普
及協会、公益財団法人日本野鳥の会、社団法人東京都家庭動物愛護協会、NPO

法人日本ペット里親協会、NPO法人日本アニマルトラスト、NPO法人日本ヒューマ
ン・アニマル・ネイチャー・ボンド・ソサエティ、ペット研究会「互」、動物との共生
を考える連絡会 、ペットとの共生推進協議会、NPO法人動物福祉推進協会、公益
社団法人Knots、社団法人千葉県獣医師会、千葉市獣医師会、社団法人東京都
獣医師会、社団法人埼玉県獣医師会、社団法人神奈川県獣医師会、日本動物病
院会、NPO法人高齢者のペット飼育支援獣医師ネットワーク、一般社団法人日本
動物看護職協会、NPO法人日本動物衛生看護師協会、ヤマザキ学園大学、学校
法人シモゾノ学園、専門学校ちば愛犬動物学園 、一般社団法人日本動物専門学
校協会、社団法人全国動物薬品器材協会、中央ケネル事業協同組合連合会、
西日本ペット用品卸商協会、協同組合ペット・サービスグループ、NPO法人日本
ペットドッグトレナーズ協会、NPO法人日本ペットシッター協会、日本ペット宿協会、
日本ペットマッサージ協会、全国ペット霊園協会、日本ペット訪問火葬協会、日本
チェーンドラッグストア協会、社団法人日本医師会、アメリカ・ペットフード協会
（以上申請中）

【コラボレーター】株式会社JPR

【海外パートナー】PETglobal、PetsGlobal、moderndog、CIPS

【特別協賛】社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

2011.8/25（木）・26（金）・27（土）・28（日）
幕張メッセhall7･8
10:00～18:00（最終日のみ～17:00）
25日（木）・26日（金） ビジネスステージ
26日（金）・27日（土）・28日（日） パブリックステージ
入場料: ビジネス来場者1,500円
 （招待券持参者・事前登録者無料）
 一般来場者1,500円
 （割引チラシ持参者1,000円・小学生未満無料）

  ＊入場料の一部は東日本大震災の被災ペット支援のための
  　義援金として寄付させていただきます。

同時期開催: 

（社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 主催）


