イベント・プログラムのご案内
特設ステージ プログラム

2017年1月31日現在

※タイトル、
講演内容

などは変更になる場合がございます。

来場者が楽しみながら参加できるプログラムが満載です。

3 月 31 日（金）
10:30─12:00

4 月 1 日（土）
主催：公益社団法人日本獣医師会

ビジネスフォーラム①

ビジネスフォーラム③
ペット業界の課題と機会

10:30─12:30

星 旦二

首都大学東京 名誉教授
放送大学 客員教授

～動物介在活動・療法・教育の現場紹介、セラピー犬と共に～

高橋 一彦

一般社団法人全国ペットフード・用品卸商協会 代表理事会長
エコートレーディング（株）代表取締役会長

則久 雅司 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 室長
高橋 一彦 一般社団法人全国ペットフード・用品卸商協会 代表理事会長

超高齢化社会における人とペットの共生の実現にむけて

イオンペット（株）代表取締役社長
小玉 毅
濱野 佐代子 帝京科学大学 生命環境学部 准教授・博士（心理学）
進行：越村 義雄 一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会 会長

12:30─14:00

受賞者：前田敦子さん（女優）

中村 真弓

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
愛玩動物用飼料対策班 課長補佐

15:30─17:00

ビジネスフォーラム②

動物愛護と動物福祉 / 日本と西洋の法律の違いを考える
則久 雅司 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 室長
弁護士・司法書士
渋谷 寛
ポール・リトルフェアー BA HonFCOT FRSB
英国王立動物虐待防止協会 国際部長

進行：林

良博

進行：北村

めざせ！アクティブシニア犬
介護ゼロプロジェクト

ペットフード安全法のキーポイントについて

国立科学博物館長 東大名誉教授

アリーナプログラム

ぐらんわん！ 編集長

世界のペットフード・ペット用品市場トレンド
ユーロモニターインターナショナル リードアナリスト

飼い主のスマホ利用事情と
企業の最新活用事例

（株）PECO

ペットと楽しく暮らそう

直人 公益社団法人日本獣医師会 顧問、衆議院前議員
鴨下 一郎 衆議院議員
自民党どうぶつ愛護議員連盟事務局長 三原 じゅん子 参議院議員
公益社団法人日本獣医師会 藏内 勇夫 会長
自民党どうぶつ愛護議員連盟会長・元環境大臣

16:00─17:00

力に頼らない犬とのコミュニケーション
須﨑 大 DOGSHIP（同） ヒューマン・ドッグ トレーナー
ゲスト：篠原 信一 柔道家

15:30─17:00

12:00─13:30
一般社団法人つむぎpresents

第4回ペットメディア・プロジェクトファッションショー
佐藤 貴紀 白金高輪動物病院・中央アニマルクリニック 総院長
井上 貴文 目黒洗足動物病院 副院長
渋沢 一葉 タレント
ハニカム.トーキョー アーティスト
カリスマトリマー
菊池 亮
イズミカワソラ シンガーソングライター
東 ちづる 女優（※VTR出演）

14:00─15:00

ペットとお出かけ 快適ドライブ術&
愛犬ドライバー大集合
青山 尚暉 ドッグライフプロデューサー
モータージャーナリスト

ビジネスフォーラム④

愛犬ドライバーの皆さん

星 旦二

首都大学東京 名誉教授
放送大学 客員教授

15:30─16:30

宗像 守

一般財団法人日本ヘルスケア協会 事務総長
日本チェーンドラッグストア協会 事務総長

人とペットのヘルスケアについて

ペットなんでも相談室
清水 宏子
兵藤 哲夫

太田 光明 東京農業大学 農学部 教授
安藤 孝敏 横浜国立大学 教育人間科学部 教授
ヤマザキ学園大学 理事長・学長
山﨑 薫
進行：越村 義雄 一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会 会長

3 月 30 日（木）

14:20─15:10

Coming Soon!

清水動物病院 獣医師

ヒョウドウアニマルケア 代表

日毎に替わるテーマでお届けします。

13:20─14:00
竹村 真理子

赤坂動物病院 総院長

12:30─13:30

14:00─15:00

14:30─15:00

柴内 裕子 公益社団法人日本動物病院協会 相談役

14:00─15:30

いぬPHOTO プロデューサー

4 月 2 日（日）
10:30─11:30

病棟で活躍するセラピー犬

池野 隆光 ウエルシアホールディングス（株）代表取締役会長
藏内 勇夫 公益社団法人日本獣医師会 会長
進行：越村 義雄 一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会 会長

杉本 正樹

授賞式&プチトークショー

古川 明

エコートレーディング（株）代表取締役会長

犬の笑顔フォトコンテスト授賞式&応募作品の紹介

第3 回インターペットアワード

www.interpets.jp

聴講無料！事前予約不要です

ビジネスに直結する業界動向から、一般の

3 月 30 日（木）
10:30─12:00

最新情報・詳細は

3 月 31 日（金）
11:30─12:30

同犬種ワンちゃん撮影会①

※インターペット公式カメラマン撮影あり。

参加希望の方は公式ウェブサイトでご確認ください
13:00─15:30

子犬からシニア犬まで！
今、話題のノーズワーク

～デモンストレーションと体験会～

（株）プレイボゥ

16:00─17:00

いぬ PHOTO ワンコモデルレッスン！

聴講無料、一部事前要予約です

10:30 ─ 16:30

4 月 1 日（土）
要事前予約

キッズ獣医師体験
＠
協力：公益社団法人日本獣医師会
一般社団法人家庭動物愛護協会

興味を持ったお子様たちに
獣医さんのお仕事を一緒に
体験していただくプログラムです
対象 小学生以上

参加希望の方は公式ウェブサイトでご確認ください

4 月 2 日（日）
10:50─11:30

聴覚障がい者の心と生活を支える聴導犬
社会福祉法人日本聴導犬協会

11:50─12:30

介助犬デモンストレーション
社会福祉法人日本介助犬協会

12:50─13:30

同犬種ワンちゃん撮影会②

※インターペット公式カメラマン撮影あり。

参加希望の方は公式ウェブサイトでご確認ください
13:50─15:10

要事前予約

愛犬の才能発掘〜アジリティー編
須﨑 大

DOGSHIP（同） ヒューマン・ドッグ トレーナー

参加希望の方は公式ウェブサイトでご確認ください
15:30─16:10

災害救助犬デモンストレーション
ピースウィンズ・ジャパン

16:30─17:00

意外と知らない？正しいペットの食事
徳本 一義

ヘリックス（株）代表取締役社長 獣医師
一般社団法人ペットフード協会 新資格制度実行委員会 委員長

