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は、一般社団法人日本ペット用品工業会ほか、同賀詞
交歓会世話役の一般社団法人ペットフード協会、ペッ
トフード公正取引協議会、一般社団法人ペットフー
ド・用品卸商協会、日本観賞魚振興事業協同組合、日
本小鳥・小動物協会、一般社団法人全国ペット協会の
７団体である。2011 年ペット業界の前途を祝し、東京

会場４３６名、大阪会場２８７
名が参加した。

2011年の事業活動
一般社団法人　日本ペット用品工業会

会長　林明雄

当工業会は一昨年6月に一般社団法人化され、昨
年はその社会的な責任の重さが大きく増大したなか
での事業活動となりました。

そのなかで、当工業会が呼び掛けを行い、多くの
関連団体にご賛同をいただき「ペットとの共生推進
協議会」というペット界における横断的組織が発足
しましたことは大きな成果であると考えておりま
す。この会は、ペット飼育の効用や正しいペットの
飼育方法について研究、調査、情報公開を行い、ペ
ットとの共生を推進することを目的としています。
このテーマはペット界が一致団結して進める性格の
もので、今後「みんなで進めよう!ペットとの共生」
をスローガンに、関連団体、関連企業をはじめ一般
の方々にも広く参加を呼び掛けてまいります。

さて、2011年の事業ですが、まずは大きなイベン
トであるジャパンペットフェアの実施です。3月24
日～27日の4日間、幕張メッセで開催します。1986
年から当工業会がペット業界の振興と発展を目的に
主事業として取り組んできたもので、今回で13回
目、初開催から25周年を迎えます。出展企業は１５
０社を予定いたしており、これは過去最多となるで
しょう。今回の開催テーマは「見つけよう!ペットと
暮らす喜びを」です。ペットの普及と正しい飼育の
啓蒙と合わせてペット飼育における社会的意義をア
ピールして参ります。同時に、開催25周年特別企画
など、開催期間において出展社、来場者にビジネス

チャンスを数多く提供できると確信しております。
次に、2009年に第1期策定作業とし完成し既に業

界で活用されている「ペット用品統一表示ガイドラ
インⅠ－表示項目編」に続いて、第2期策定作業で
ある「表示内容の統一」の準備が進み、4月頃には
完成する見込みです。参加登録、認定マークも増え
て、この表示内容の統一が実施されれば、「ペット
用品統一表示ガイドライン」の普及はさらに進むも
のと思います。

「ペット用品取扱士検定制度」は、誤使用の防止
を含めてペット用品の正しい知識を啓蒙するために
企画したもので、2011ジャパンペットフェアのセミ
ナー会場において3月25日に第１回目の検定試験を
実施します。

この他、次世代のペット用品業界を背負う人材を
育成するＪＰ－ＮＥＸＴ部会による人間力開発研究
会も同会場にて開催いたしますし、統計委員会によ
るペット産業実態調査の平成22年度版を、2011ジャ
パンペットフェアの会場でアンケート調査を行い、
4月から5月をめどにまとめることなども予定いたし
ております。

また、来年の施行が計画されている動物の愛護及
び管理に関する法律の改正では、生体の保護の観点
に留まらず、ペット業界がさらに発展できる内容が
施行されることを、心から願っております。

さらに、ある調査によれば、ペット飼育未経験者
の71.7％が何らかのペットを飼ってみたいと思って
いる現状があって、その人たちがペットを飼う環境
を整えていけば、業界として大きく伸びることがで
きると思っております。

JPPMA だより

1/6-7　ペット業界７団体主催
ペット関連業界賀詞交歓会東京、大阪で開催

ペット関連７団体が主催する｢平成２３年ペット関連
業界賀詞交歓会」が１月６日東京ヒルトン、同７日グ
ランビア大阪の２会場において行われた。主催団体

東京会場 大阪会場 大阪会場式次第

2 JPPMA Briefs 2011.1 冬号



JPPMA Briefs 2011.1 第 2 号　3

JPPMA 会員

アース・バイオケミカル㈱
代表取締役社長　亀井　正治
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
TEL : 03-5207-6721 FAX : 03-5207-6723
http://www.earth-bio.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 蚊にも効くサンスポッ
ト・ペット用アースノーマット・ア
ースネットで虫こない・ハッピーペ
ットシャンプータオル・食べられる
歯みがきロープ。
会社PR 大塚グループの中にあっ
て、企業理念“ベストクオリティーで世界と共生" "変化を先取りし、優
れた商品を創造し続け、社会に貢献" を掲げ、人々が快適で豊かな生活
を実現する為に貢献したいと考えております。これからも当社は新規知
見を探求すると共に、これまで培ってきた技術とノウハウを活かし、世
界に通用する商品開発を行っていく所存です。

愛思克㈱
代表取締役社長　劉　祖豪
〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-7-4ﾂｲﾝｽﾞももち5Ｆ
TEL:092-841-6088 FAX : 092-841-6066
http://www.jp-aska.com/
業種　犬猫・観賞魚関連
営業品目 犬用スナック：ジャーキー、ガム（ホワイトガ
ム、デンタルガムなど）、猫玩具、猫砂：ベントナイト、
木粉砂、竹砂、水槽用カラ
ーストーン
会社PR 犬猫用品・食品

な ど 各 種 商 品 の 開 発 、 生
産、管理、流通まで、一環
した体制を整えています。

㈱アスク
代表取締役　金本　征可
104-0061　東京都中央区銀座2-8-19銀座aビル
TEL : 03-5159-7222 FAX : 03-5159-7226
http://www.asuku.jp
業種　犬猫関連
営業品目 スナック、ジャーキー類、アパレルを始めとす
る用品
会社PR フードは海産物を始めとした素材
系、デトックス効果のあるジャーキーなど、
原料にもこだわった商品を多数ご用意してい
ます。用品はデザイン性の高いアパレルやベ
ッドなどを提案します。

㈱アドバンクス
代表取締役　芹澤　陽代
〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷4-6-9-305
TEL:045-897-3278 FAX : 045-897-3279
http://www.advanx.jp/
業種　犬猫、小動物関連
営業品目 ＥＸシャンプリ
ン、水はみがき、肉球ケアク
リーム、ハーバルオイル
会社PR ペットの健康をオ
ーナー様の笑顔と喜びに！
「創造性豊かに、安全性、機
能性の商品創り」弊社の姿勢
と形です。

石井製作所＝アイワンペットフード
社長　石井　久巳
〒679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田1103
TEL:0791-63-4145 FAX : 0791-62-0112

業種　犬猫関連
営業品目 スナック、ガム

㈱イトウアンドカンパニーリミテッド
代表取締役社長　伊藤　範和
〒491-0831 愛知県一宮市森本5-17-27
TEL:0586-71-1925 FAX : 0586-72-3054
http://www.itoco.jp
業種　犬猫関連
営業品目 犬用スナック、犬猫用ドライフード・ウェット
フード・ペットシーツ
会社PR 弊社は皆さまの愛犬・愛
猫の健康を考え、自社製品の向上に
取組んでいます。良質なフードを追
及しながら、国内及び世界の一流品
をより安く、より早く皆様に提案し
ていきたいと思っています。

九州ペットフード㈱
代表取締役　岩田　澄博
〒811-0117 福岡県糟屋郡新宮町上府816−１
TEL : 092-941-5588 FAX 092-941-5585
http://www.kyushupet.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 おいしい「やわら
か細切り」「ミックスジャー
キー」「ふりかけ小粒」「サ
サミ巻きガム」ほか
会社PR 愛犬の健康を第一
に考え開発・製造・販売。今
後も “安心・安全・幸せ”
をご提供し続けます。

クニミネ工業㈱
代表取締役社長　國峯　保彦　
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5
TEL 03-3866-7251 FAX : 03-3866-2256
http://www.kunimine.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目
猫砂販売、猫砂原料提供（ベントナイト製造）
会社PR 農業、医薬品、医薬部外品、化粧品、動物用医薬
品及び動物用飼料添加物の製造加工、販売を60年間、手が
けています。

㈱ウィルインターナショナル
代表取締役　大路　哲男
〒530-0043大阪市北区天満4-14-19天満パークビル7F
TEL : 06-6353-0306 FAX : 06-6353-0541
http://www.willmall.com/
業種　犬猫関連
営業品目 海外メーカー collar・Leash／Dog Toy
オーナーズグッズなど
会社PR 海外から集めたワン
ランク上のペットグッズや
オリジナルグッズなど“海外
からいいものを…をモットー
に商品をご提案しています。

㈱岡野製作所
代表取締役社長　岡野　成紀
〒581-0802　大阪府八尾市北本町3-13-29
TEL : 072-922-0377 FAX : 072-998-8658
http://www.petokano.com
業種　犬猫関連
営業品目 犬猫首輪、犬の鎖、犬猫ステンレスディッシ
ュ、犬のチョークチェーン、犬猫ブラシ
会社PR  手造りの良さ・伝統の技術と品質価値ある製品を
より多くの人々に、それが私共メーカーの役割です。

㈱共立商会
代表取締役社長　小川　泰男
〒152-0021 東京都目黒区東が丘2-6-25
TEL : 03-5207-6721 FAX : 03-5207-6723
http://www.kyoritsu-shokai.com
業種　犬猫関連
営業品目
動物用医薬品、犬猫用栄養補助食品
会社PR ペットの健康、専門店、ペットサロンの発展を
応援します。

㈱キリカン洋行
社長　村松　忠尚
〒105-0014 東京都港区芝2-10-4電巧社ビル3Ｆ
TEL : 03-3457-0128 FAX : 03-3457-9669
http://www.nolvasan.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 ノルバサンⓇシャンプー
0.5、ノルバサンⓇオチック
ダーマケアー製品(アロビーン、ナチュ
ラルシャンプー)
会社PR 動物用薬用シャンプー・イヤ
ークリーナーでお馴染みの㈱キリカン
洋行です。

㈱ケーピーエス
代表取締役会長　柳原　伸明
〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4-20-22
TEL : 06-6997-1010 FAX : 06-6997-5063
http://kps-net.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 マウスクリーナー、シ
ェッドバスター、シェッドスリッ
カーＰＡＫO、ベータグルカンＥ
Ｘ、ＫＰＳスナップバックス
会社PR 大阪から日本全国へ、
ワンちゃんと飼い主様の豊かな生
活をサポートする商品を発信する
お役立ち企業です。

現代製薬㈱
代表取締役社長　山﨑　康憲
〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原8-4
TEL : 042-556-1971 FAX : 042-557-2516
http://www.gendai.ne.jp/
業種　犬猫、小鳥・小動物関連
営業品目 ビスカル、ソルビッ
ツ、犬猫の虫下し「ゲンダイ」
ピペゲン錠、ピペラックスシロ
ップ
会社PR これからもお客様に
信頼される「安心・安全」な製
品開発に努め、ペットを含めた
QOLの向上をめざします。

㈲かんさい
代表取締役社長　三浦　康守
〒557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋1-6-19
TEL : 06-6654-2521 FAX : 06-6654-2541
http://www.inugoyakansai.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 （犬舎）システムハイム８種類、タキメタル、
アルミ３段、アルミ輸送箱、（バ
ス）ラークバス、ラークバスバブ
ル
会社PR  グラスファイバー犬舎
は、掃除が簡単に出来る事を心掛
けています。入口のロックは猫ち
ゃんを預かっても安心です。

犬猫業種登録会員 観賞魚業種登録会員 小鳥・小動物、昆虫、爬虫類業種登録会員
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㈱コーチョー
代表取締役社長　渡邉　直
〒419-0201 静岡県富士市厚原字川窪295
TEL : 0545-71-2610 FAX : 0545-71-2047
http://www.kohcho.com
業種　犬猫、小鳥・小動物関連
営業品目 ペット用トイレシーツ、猫
砂、ペット用ウエットティッシュ、つ
めみがき、ペット用オムツ
会社PR 「やさしさをかたちに」した
商品創り。

㈱コンビ
代表取締役社長　大和　正男
〒543-0013 大阪府大阪市天王寺区玉造本町14-93
TEL:06-6768-2651 FAX : 06-6764-1988

業種　犬猫、観賞魚、小鳥・小動物関連
営業品目 元気ガム、ミルク風味
の元気ガム、謝さんの手作りガ
ム、猫爪みがき、おさかな快遊
AQUA GOODS
会社PR 「ペットの美と健康を
創造する」をコンセプトに､全て
のペットの幸せの為に､責任ある
物造りを心がけております。

㈱サノテック
代表取締役　佐野　宗弘
〒416-0909　静岡県富士市松岡315-1
TEL : 0545-65-1122 FAX : 0545-65-1133
http://www.sanotec.co.jp/
業種　犬猫、小動物関連
営業品目 ペットシーツ・猫砂・ウェットティッシュ・猫
のつめみがき
会社PR サノテックは最先端の技術を駆使し、人とペッ
トを結ぶ思い「い
たわり」の心を製
品化する努力を続
けます。

㈱サンメイト
代表取締役　三浦　武彦
〒104-0033 東京都中央区新川2-6-4
TEL:03-3523-1371 FAX : 03-3523-1373
http://www.sanmate.com/
業種　犬猫
営業品目 猫用トイレ砂、犬用ウエア、犬用おやつ

シーズイシハラ㈱
代表取締役社長　石原　公雄
〒417-0845 静岡県富士市大野100
TEL:0545-31-1120 FAX : 0545-31-1188
http://www.cs-jp.net
業種　犬猫関連
営業品目 ペットシート、猫
砂、ウエットティッシュ、紙
おむつ、トリーツ
会社PR 愛するペットとと
もに快適な暮らしのお手伝い
のため、ペットの衛生・介
護・健康をサポートいたしま
す。

清水電機工業㈱
代表取締役　山口　広記
〒579-8041 大阪府東大阪市喜里川町2-12
TEL:072-981-4426 FAX : 072-981-6885
http://www.speedik.co.jp/pet/
業種　犬猫関連
営業品目 スピーディク電気バリカ
ンＤＳＣ-8レガート、ＳＰ-3タピ
オ、コードレスバリカンＣＬ-50、
替刃
会社PR 昭和８年の創業以来７８
年、電気バリカン一筋の老舗です。
刃の製造、バリカンの製造を一貫し
て製造している確かな品質の国産メーカーです。

新東北化学工業㈱
代表取締役　松本　浩
〒178-0063 練馬区東大泉3-42-5-4F
TEL : 03-6914-1720 FAX 03-6914-1722
http://www.s-zeolite.com/
業種　犬猫関連
営業品目 スーパーDC8L、スーパーDCゴールド8L、ペ
ーパーズグリーン7L、カテキンサンド7L
会社PR 固まる猫砂
『スーパーDC』をは
じめ、数多くのライン
アップを誇る総合猫砂
メーカーです。

住商アグロインターナショナル㈱
代表取締役社長　岸本　和也　
〒104-6223 中央区晴海1-8-12オフィスタワーZ23階
TEL03-6221-3027 FAX : 03-6221-3044
http://hartz.jp/
業種　犬猫関連
営業品目
米「Hartz®」ブランド
犬猫用おもちゃ、おやつ、シャン
プー、消臭剤、犬具
会社PR 大切なペットがより健康
に、オーナーとの絆をさらに深め
ら れ る よ う に 。 確 か な 品 質 の 製 品 を 提 供 す る の が
Hartz®(ハーツ)の使命です。

㈱昭和化学
代表取締役社長　髙野　匠
〒174-0063 東京都板橋区前野町1-21-12
TEL : 03-3960-7291 FAX : 03-3960-4906

業種　犬猫関連
営業品目 コ・ペット薬用シャンプーシリーズ、コ・ペット
ハーブ＆ピュアシャンプーシリーズ、ドッグラックシャンプ
ーシリーズ、コ・ペットファインフレグランス（香水）
会社PR シャンプー、トリー
トメント等を主に化粧品、医
薬部外品、動物用医薬部外品
の製造販売業、OEM製造を行
っております。

ジョンソントレーディング㈱
代表取締役社長　鷲津　雅広
〒231-0023　横浜市中区山下町22山下町ＳＳＫビル
TEL : 045-640-2310 FAX :045-640-2312
http://www.johnsontrading.co.jp/ 
業種　犬猫関連
営業品目 ペットの紙パンツ・シリカサンド・アミノリン
スイン・シャンプー、ボディータオル、液体消臭剤

㈱スーパーキャット
取締役社長　新居　和吉
〒105-0012 東京都港区芝大門2-8-13
TEL : 03-3434-1122 FAX : 03-5408-8250
http://www.supercat.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目
猫砂を中心とするペット用品、スーパ
ーDC、スーパーブルー、AirDog

スターフォームエンジニアリング㈱
代表取締役　伊藤　幸二郎
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-9-19梶山ビル7階
TEL : 03-3866-0619 FAX : 03-3851-1951
http://www.starform.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 スーパーアボ、スプ
レートレーナー、ブルソニッ
ク、ジェントルリーダー、イー
ジーウォークハーネス
会社PR 創業以来２０年間、
ペットのしつけ用品のパイオニ
アとして皆様のお役に立つ製品
をご提案致しております。

㈱ゼオライトジャパン
代表取締役　安川　洋一
〒178-0063 練馬区東大泉3-42-5あいおい損保大泉ビル
TEL :03-6908-1571 FAX : 03-5905-0221
http://www.zeolitejapan.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 猫砂、ペットシーツなど
トイレタリー製品

㈱ゼフィール
代表取締役　長谷川　悦子
〒932-0822 富山県小矢部市和沢180-2
TEL : 0766-67-0702 FAX : 0766-67-5132
http://www.idog.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 犬服及び関連雑貨（IDOG）、猫首輪及び関連
雑貨（ICAT）
会 社 PR HAPPY LIFE WITH
DOG＆CATSをコンセプトに富山県
でものづくりを行っています。

新東亜交易㈱
代表取締役社長　田部井　徹
〒100-8383 東京都千代田区丸の内3-2-3富士ビル7Ｆ
TEL : 03-3286-0486 FAX : 03-3286-0676
http://www.shintoa.co.jp/division/pet/index.html
業種　犬猫関連
営業品目 エバークリー
ン(猫用トイレ砂)、ユナ
イテッドペッツ(ペットグ
ッズ)、イージードッグ
(犬具)、ナチュラルライ
フ(ペットフード)
会社PR ペットとの暮らしに彩りを与える、付加価値の
高い用品やフードを取り扱っております。
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㈱ターキー
代表取締役社長　野々口　征治
〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-55-25
TEL :06-6905-1711 FAX : 06-6905-8111
http://www.tarky-jp.com
業種　犬猫関連
営業品目
犬具、猫具、おもちゃ、
デンタル用品、食器
会社PR ワンちゃん、ネ
コちゃんが楽しく安全に
お 散 歩 で き る 首 輪 ・ 胴
輪・引ひもやおもちゃな
どを販売しております。

第一衛材㈱
代表取締役社長　星川　光宏
〒769-1696 香川県観音寺市豊浜町和田浜1610-2
TEL:0875-52-3131 FAX :0875-52-2328
http://www.daiichi-eizai.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 マナーおむつ／男の子＆女の子のためのマナー
パッド／男の子のためのマナーホルダー／女の子のための
マナーホルダー／サラ・シート各種
会社PR ペットは家族の一員！
ペットケア用品の開発・改良を
通じ、優しい心を形にするのが
「P.one」の願いです。

㈱ダイシン
代表取締役　古川　文勝
〒470-0207　愛知県みよし市福谷町清水道28-6
TEL : 0561-36-6500 FAX : 0561-36-6511
daisin@piano.ocn.ne.jp
業種　犬猫関連
営業品目 ペットフード各種輸
入、ペットセンタートリーツ
会社PR 有名ブランドペットフー
ドの直輸入。安定供給を目指し、
常に新鮮なフードを全国へお届け
します。

㈱トーアコマース
代表取締役社長　林　雄一
〒111-0051 東京都台東区蔵前4-25-１
TEL:03-3851-7831 FAX :03-3851-7871
http://www.toa-com.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 ペットの牛乳、ネコちゃん
の牛乳、粉ミルク、駆除・虫よけエア
ゾール、シャンプー・リンス
会社PR １９５９年に創業以来、ペット用品のメーカーと
してペットに愛される商品を製造、輸入、販売をしてまい
りました。この間、上記、製品以外にも多岐にわたる商品
を企画、開発、輸入、販売をしてまいりました。

トーラス㈱
代表取締役　赤津　功一
〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上１-28-26
TEL:0467-71-0131 FAX : 0467-71-0132
http://www.taurus-net.co.jp
業種　犬猫、小鳥・小動物関連
営業品目 しつけ用品、サプリメント、
デンタル用品、お手入れ用品、スナック
会社PR
本年も、地道で「存在感」があり、
タイミング良く「提案」できる会社として
少しずつ前進させて頂きます。

ドギーマンハヤシ㈱
代表取締役会長　林　明雄
〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南１-16-14
TEL:06-6977-6711 FAX :06-6977-8521
http://www.doggyman.com/
業種　犬猫、小動物、昆虫関連
営業品目 ヘルシージャーキー、紗シリーズ、無添加良品
シリーズ、ドギーウォーカ
ー、ペッツテクトプラス
会社PR 『ペットライフ
のよきパートナー』として
ペットの快適な生活をトー
タルにサポートする総合ペ
ット企業です。

㈱バイオ
代表取締役　後藤　伸樹
〒520-3222 滋賀県湖南市吉永141−3
TEL : 0748-71-2511 FAX 0748-71-2510
http://www.kk-bio.com
業種　犬猫関連
営業品目 ペットのしつけシリーズ（食
ふんヤメて、いたずらヤメて、いたずら
ヤメて、むだ吠えヤメて、トイレここ！
しつけ液、腰振りヤメて、穴掘りヤメ
て)、ニュードリンクノズル、B-styleシ
リーズ、ペットのサプリ。シリーズ）
会社PR 便利なアイテムをご提案いた
します。

㈲B＆G
社長　岩崎　源次郎　
〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-12-12
TEL 06-6453-1487 FAX : 06-6453-1488
http://www.bi-petland.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目
アボダーム、アクティブ
ケア、ピナクル、アフロ
ート、タフ･ティース･ス
ティック
会社PR 「自然であること」「健康であること」「安全で
あること」を基本に、安心してお客様におすすめできる商
品を取扱っています。

豊田化工㈱
代表取締役社長　澤田　勝治
〒470-0431 愛知県豊田市西中山町向イ原49-38
TEL : 0565-76-2121 FAX : 0565-761564
http://www.toyotakako.com
業種　犬猫、小鳥・小動物関連
営業品目 システマサンド・極
み・ワンダフルサンド・ワンガー
ドα・キズ汚れ防止シート
会社PR 当社はシリカゲルの特
徴である吸湿・消臭を生かしペッ
トの環境をより快適にする事をモ
ットーとしております。

内外製薬㈱
代表取締役　米田　和子
〒639-2200　奈良県御所市1568
TEL : 0745-65-1156 FAX : 0745-63-1978
http://www.naigai-pet.com/
業種　犬猫関連
営業品目 動物用医薬品、動物用医薬部外品

パナソニック電工㈱ビューティ事業部
事業部長　田岸　弘幸
〒105-0021 港区東新橋1-5-1パナソニック電工東京本
社TEL : 03-6218-1345 FAX : 03-6218-1337
http://www.mew.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 ペット用バリカンほか

㈲バンノーサンド社
代表取締役　篠山　壽子
〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼1121-22
TEL : 048-766-2350 FAX :048-766-3202

業種　犬猫関連
営業品目 猫用トイレ砂、エコーサンド・スーパーDC・エ
コーDCS・モアレット・ベストレット

常陸化工㈱
代表取締役社長　井坂　公俊
〒313-0007 茨城県常陸太田市新宿町664
TEL :0294-72-2288 FAX : 0294-72-2297
http://www.hitachi-kakou.com
業種　犬猫関連
営業品目 スーパーウッディー、流せる木製猫砂、おから
の猫砂グリーン、流せる紙製猫砂、ファインブルー、紙の
消臭ペレット、木の消臭ペレット、炭の消臭シート、プロ
の消臭剤
会社PR トレンドに合った新製品、隠れたニーズを引き
だす本物商品を開発し、お役に立てる企業、百年続く感動
企業づくりをめざしています。

ヒルズペットニュートリション　
アジア-パシフィック日本支社

会長　越村　義雄
〒135-0016 東京都江東区東陽3-7-13
TEL :03-5683-1021 FAX : 03-5683-1022
http://www.hills.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 プリスクリプション・ダイエット、サイエン
ス・ダイエット、サイエンス・ダイエット<プロ>

ニッケペットケア㈱
代表取締役社長　前田　圭一郎
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-9
TEL : 03-5821-7700 FAX : 03-5821-7710
http://www.nikkepetcare.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 ファース
トチョイス、エグゼチ
ョイス、チョイッスプ
ラス、ハンドラー、ド
ッグラボ
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㈲ファーストインターナショナル
アソシエイト

代表取締役　伊田　喜隆
〒135-0003 東京都江東区猿江2-8-7
TEL : 03-5600-7121 FAX :03-5600-7122
http://www.fiat.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目　クリッパー、ペット
用毛髪乾燥機(ドライヤー)、シ
ャンプー、替刃はさみ等の専用
オイル、マジックタオル
会社PR 弊社は創業２０年の若い
会社ですが、一筋にペット専門の美容器具用品の取り扱いを行っ
ています。特にクリッパーの企画と製造委託生産しています。

㈱ファンタジーワールド
代表取締役社長　杉本　禎紀
〒578-0956 大阪府東大阪市横枕西7-29
TEL:072-960-5115 FAX : 072-960-5116
http://www.fanta.co.jp
業種　犬猫、観賞魚、小鳥・小動物、昆虫、爬虫類関連
営業品目 ファンタジーワールド プ
ライベートブランド、オーブンベー
クド、サプリメントＩＮ、イブ・サ
ン・ベルナルド、Ｄｒ．クラウダー
会社PR ペットは「家族の一員」をコ
ンセプトに商品セレクトし、鳥、小動物、猫、犬、観賞魚分野
への事業展開にたゆまぬ努力を積み重ねております。多用化す
る消費者ニーズ、生活環境の変化に対応して、世界からの一足
早い情報発信、商品供給に努めます。

㈱プラッツ
代表取締役　吉村　聡
〒186-0003　東京都国立市富士見台3-25-15
TEL : 042-576-9692 FAX : 042-576-9836
http://www.platzcorp.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 JW ＰｅｔＣｏｍｐａｎｙ・The Sporn Com-
pany・Pet rageous designsなどのペットトーイ、グッズ、
食器
会社PR JW社・スポーン社をは
じめ世界中で認められた高品質で
優れたデザインの商品を集めまし
た。愛犬・愛猫だけでなくオーナ
ー様にもきっとご満足いただける
商品を提案させていただきます。

㈱ペッツルート
代表取締役社長　中西　克司
〒581-0818 大阪府八尾市美園町4-154-2
TEL:072-997-8561 FAX : 072-929-1502
http://www.petz-route.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 ペット用品、スナ
ック・フード、専門店用「ペッ
トの衣食住」に関するグッズ
会社PR 各地域に根付いてお
られる専門店様に拘りの品をご
提案できますよう努めます。

㈲ペテック
代表取締役　笹木　伸子
〒940-0024 新潟県長岡市西新町2-5-16
TEL:0258-33-1167 FAX : 0258-36-1076
http://www.petech.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 業務用ドライヤー
油圧式テーブル　ドッグバス
会社PR ドライヤー・テー
ブル等、ペット用美容器具の
製造を柱に機能的でおしゃれ
な用品を販売しております。

ペパーレット㈱
代表取締役　乙黒　昇太郎
〒426-0003 静岡県藤枝市下当間422
TEL:054-643-2943 FAX : 054-644-6513
http://www.peparlet.com
業種　犬猫関連
営業品目 ブルーノ、カタピー、ピピジャン、ナチュレッ
ト、ポプリ、ラブリン、チャップ、キャッチャー、ニャン
プチ
会社PR １９７５年、世界で初めてネコの紙砂を完成さ
せたのはペパーレット株式会社です。紙砂、紙の砂、ペー
パーサンド、またはこれに類似するものは、ペパーレット
株式会社の登録商標です。

㈱ヤマヒサ ペットケア事業部
常務取締役事業部長　山田　武史
〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町3-25
TEL : 06-6311-1031 FAX 06-6367-0850
http://www.petio.com/
業種　犬猫、昆虫関連
営業品目 ササミ巻きガム、ミックスキューブ、乾しカ
マ、リールリードライトスター、シャカシャカ通りぬけ袋

ライオン商事㈱
代表取締役社長　小森　衛　
〒130-0015 墨田区横網1-2-26
TEL 03-3621-6911 FAX :03-3621-6937
http://www.lion-pet.jp/
業種　犬猫関連
営業品目
「ﾆｵｲをとる砂」、「ｸｲｯｸ&ﾘｯﾁ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
ｲﾝ ｼｬﾝﾌﾟｰ」、「除菌できるｳｪｯﾄﾃｨｯｼ
ｭ」、「ｵｼｯｺ専用汚れ・ﾆｵｲ強力消臭ｽﾌﾟ
ﾚｰ」、「ﾍﾟｯﾄｷｯｽｵｰﾗﾙｹｱｶﾞﾑ」
会社PR 当社は、ペットの健康と、ペ
ットオーナー様の生活環境を清潔で快適な環境に貢献する
製品を提供しています。

㈱ボンビアルコン
代表取締役　山本　洋介
〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通4−14−36
TEL : 072-369-3111 FAX : 072-369-2225
http://www.bonbi.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 ペット用品全般。キャリー、ケイジ、ベッド、
クッション、室内ハウス、オモチャ、ツメトギ、トイレタ
リー、ペットシーツ、猫砂、アクセサリー、業務用品
会社PR 1970年、創業。自社ブランド「I LOVE
PETS」 のペット用品を中心に、ペット愛好家に幅広く支
持され、現在に至る。

㈱マインドアップ
代表取締役　山村　敏
〒400-0069　山梨県甲府市中村町２−１１
TEL : 055-222-4618 FAX : 055-222-4620
http://www.mindup.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 犬用オーラルケア用品「犬口ケア」シリーズ
猫用オーラルケア用品「猫口
ケア」シリーズ
会社PR  一歩進んだオーラル
ケアをやさしくサポートし続
けていきます。

優美社産業㈱
代表取締役　松田　泰治
〒553-0002大阪府大阪市福島区鷺洲4-１-16
TEL : 06-6458-3174 FAX : 06-6458-7649
http://www.yubisha.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目
キャリーバッグ、消臭シーツ、オリジナルファッションバ
ック、旅行ケース、ペット用カート　その他
会社PR ベースの色、デザインなどを分析し、さらにマー
ケットの動きをプラス。感性と、市場を追いかけているの
でもないYubi独自のコンセプトをもつ商品へと仕上げてい
ます。

ユニ・チャーム㈱
取締役副社長執行役員　二神　軍平
〒108-6326 港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビ
ル西館26階
TEL : 03-6722-1122 FAX : 03-6722-1120
http://www.uc-petcare.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 愛犬元気・ねこ元気・
銀のスプーン・デオシート・デオ
トイレ
会社PR 当社は、「清潔と健康
でペットの暮らし快適に」を理念
としています。

㈱ライトハウス
代表取締役社長　前田　泰志
〒567-0829 大阪府茨木市双葉町10-1茨木東阪急ビル
403
TEL : 072-630-5290 FAX : 072-630-5291
http://www.pag-net.com
業種　犬猫関連
営業品目 フレキシリード、ドグルズゴ−グル及びサング
ラス、FIDOの犬用おもちゃ

ラジオシステムズコーポレーション
代表　ランディ・ボイド
〒104-0032 中央区八丁堀3-25-9KSKビル西館1階
TEL : 03-3553-8440 FAX : 03-3553-8441
http://www.petsafe.net
業種　犬猫関連
営業品目 むだぼえ防止装置、しつけ用品、給餌器、ケー
ジ、おもちゃ等
会社PR 米国テネシー州に本社があ
る ペ ッ ト 用 品 専 業 メ ー カ ー で す 。
1991年創業。日本ではこれまで、む
だぼえ防止装置「バークコントロー
ル」を中心に代理店経由で販売を行っ
ておりましたが、2010年に日本支社
を設立して直接販売を開始しました。

㈱マルジョー＆ウエフク
代表取締役　上杉　俊章
〒671-0255 兵庫県姫路市花田町小川540
TEL : 0792-53-0317 FAX : 0792-53-2104
http://www.marujyo-uefuku.co.jp/
業種　犬猫関連
営業品目 フード・スナック類、ハウジング類、玩具、首
輪、引き紐、食器類
会社PR ジャーキー、スナック、ガム類の専門メーカー
として、長年績みあげてきた実績・ノウハウをバックヤー
ドに最新技術により、消費者ニーズに対応した高品質製品
を開発・製造しております。

犬猫業種登録会員 観賞魚業種登録会員 小鳥・小動物、昆虫、爬虫類業種登録会員
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㈱リッチェル
代表取締役社長　蓮池　浩二
〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136
TEL : 076-478-2155 FAX : 076-478-2259
http://www.richell.co.jp
業種　犬猫関連
営業品目 ペットバギーラコット・
スライド木製サークル・おくだけゲ
ート・ビジーバディ
会社PR リッチェルは使いやすさと
品質が確かで、愛着を持って長く使
って頂けるペットグッズをお届けし
ます。

Ｙ.Ｋ.エンタープライズ㈱
代表取締役　黒田　治夫
〒678-0239 兵庫県赤穂市加里屋磯1120-117
TEL:0791-42-9933 FAX :0791-43-8377
http://www.ykenterprise.co.jp
業種　犬猫、小動物関連
営業品目 ANF・カリフォルニアナチュラル・イノーバ・
エボ・カルマ
会社PR ア
メ リ カ か ら
の 輸 入 を 行
っ て い ま
す。

アズージャパン㈱
代表　張　麗華
〒242-0029　神奈川県大和市上草柳8-2-29
TEL : 046-200-1221 FAX :046-200-1226

業種　観賞魚関連
営業品目 ミニ水槽、蛍光灯、フィッシュフード、コンデ
ィショナー、出版・生体
会社PR 海外からより良い商品を日本市場へ。日本市場
より高品質商品を海外へ。OEM商品取扱い。常に国内、
外を見て商品開発に専念

㈱イトスイ
代表取締役　伊東　靖夫
〒177-0045 東京都練馬区石神井台７-22-15
TEL:03-3920-2736 FAX : 03-3594-2277
http://www.itosui.co.jp/
業種　観賞魚、小動物、昆虫関連
営業品目 猫用マタタビ、猫の爪研ぎ、金魚の主食、カメ
の主食、カメのおやつ、熱帯魚用フード
会社PR 国内初の「金魚のエサ」発売以来、観賞魚フー
ド、カメフード、熱帯魚フードなど多くの新企画製品を提
供し、ペット飼育者の賛同を得ている。

英光㈱
代表取締役社長　大野　光男
〒658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町
TEL:078-821-5858 FAX : 078-821-5939

業種　観賞魚関連
営業品目 観賞魚用ヒーター、エアポンプ、アクセサリー
ほか

㈱エヴァリス
代表取締役　小松﨑　尊久
〒110-0015 東京都台東区東上野1-8-1布施ビル201
TEL:03-5688-4741 FAX : 03-5688-4743

業種　観賞魚関連
営業品目 観賞魚用／ヒーター関連器具・冷却関連器具・
水温計・その他アクセサリー
会 社 PR 日 本 自 社 工 場 発
“MADE IN JAPAN”を
主力とした独自の開発製品を
展開中。

寿工芸㈱
代表取締役社長　瀬川　豊
〒580-0043 大阪府松原市阿保2-122-４
TEL : 072-333-2208 FAX072-333-0369
http://www.kotobuki-kogei.co.jp
業種　観賞魚関連
営業品目 レグラスシリーズ
（水槽）、プロスタイルシリ
ーズ（キャビネット）、パワ
ーボックスSVシリーズ（外部
式フィルター）、Ｐ・カット
シリーズ（ケミカル商品）
会社PR 弊社は、水槽をはじめ、フィルター、ライトなど
アクアリウム用品を製造・販売する総合メーカーです。

㈱スドー
代表取締役　首藤　勝彦　
〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川2-10-7
TEL 052-935-9310 FAX : 052-937-0944
http://www.sudo.jp/petproducts/
業種　観賞魚、小鳥・小動物、爬虫類関連
営業品目
サテライト・ピンクサンド・
主食生活・フルーツ王国
会社PR 独自の発想とこれ
を具体化する企画力をもと
に、世界中のメーカーと協力
体制をとり製品開発を行いま
す。

神畑養魚㈱
取締役社長　神畑　道子
〒670-0912 兵庫県姫路市南町9
TEL : 0792-88-1431 FAX : 079-282-8294
http://www.kamihata.co.jp/
業種　観賞魚、昆虫、爬虫類関連
営業品目 生体（観賞魚、水草、爬虫類）、観賞魚器具
（ターボツイストZ、　ヴォルテス、　ファンネル2など）
会社　生体の輸入・
養殖及び生体飼育器
具の輸入

㈱キョーリン
取締役社長　神畑　道子
〒670-0912 兵庫県姫路市南町9
TEL : 079-289-3171FAX : 079-282-8294
http://www.kyorin-net.co.jp/
業種　観賞魚、小動物、爬虫類関連
営業品目 ベビーゴールド・ひかり・飼育教材メダカのエ
サ・カメプロス・ひかりフレーク熱帯魚用
会 社 PR  観 賞 魚 の エ サ
“Hikariブランド”を、開発
から製造まで国内自社一貫生
産。世界約40カ国で販売。

ジェックス㈱
代表取締役社長　五味　健
〒578-0903 大阪府東大阪市今米１-14-15
TEL : 072-966-0053 FAX : 072-966-0357
http://www.gex-fp.co.jp/
業種　観賞魚、爬虫類、小動物、犬猫関連
営業品目
金魚のお部屋、グラステリアシリ
ーズ、トップブリーダーシリー
ズ、Cat it（キャットイット）シリ
ーズ、エキゾテラシリーズ
会社PR 観賞魚、犬猫、小動物、爬虫類用品を製造販売。「この
やさしさを人と社会へ」のスローガンのもと、癒しとやすらぎあふ
れるペットとの安心・安全な暮らしづくりをお手伝いします。

水作㈱
代表取締役　小川　創市
〒110-0016 東京都台東区台東1-9-6
TEL : 03-5812-2777 FAX : 03-5812-2558
http://www.suisaku.com
業種　観賞魚関連
営業品目 水作エイトシリーズ、プロホースシリーズ
会社PR 「魚づくりは水づくり」をコンセプトに水の濾
過による「水づくり」の研究に取り組み、常にオリジナル
な着眼点から発想をカタチにしてきました。。

津路薬品工業㈱
取締役社長　西田　照三
〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木1-13-19　
TEL : 03-3694-5231 FAX : 03-3694-0975

業種　観賞魚関連
営業品目 動物用医薬品（ハイ・トロピカル、トロピカル
ゴールド、トロピカルN、サンエース）

水質調整剤（ゴールデンA、ハイトロA、ハイトロ・ク
リーン、酵素パワー夢の水

テトラ ジャパン㈱
代表取締役社長　茶薗　章三
〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21アルト伊藤ビル
TEL : 03-3794-9909 FAX : 03-3794-9912
http://www.tetra-jp.com/
業種　観賞魚、犬猫、小動物、爬虫類関連
営業品目 熱帯魚ﾌｰﾄﾞ「テトラミン」金魚用ﾌｰﾄﾞ｢テトラフィ
ン｣水生カメ用ﾌｰﾄﾞ「レプトミン」水質調整
剤「ﾃﾄﾗｱｸｱｾｲﾌ」犬用しつけ･知育玩具｢コン
グ｣犬猫・小動物用「8 in 1」
会社PR 2011年テトラは、創立60周年を
迎えました。皆様のご支援心より感謝いたし
ます。これからも観賞魚用製品とｺﾝﾊﾟﾆｵﾝｱﾆﾏ
ﾙ用製品ともに、より良い製品の提供にます
ますの努力を続けていく所存でございます。

クマガイ電工㈱
代表取締役社長　熊谷　康正
〒581-0077 大阪府八尾市西久宝寺190−１
TEL : 072-992-6611 FAX : 072-993-7772
http://www.kumagai-dk.jp
業種　観賞魚関連
営業品目 ヒーター，サーモスタット，オートヒーター，
バイメタルサーモ
会社　高品位な商品作りで
安全・安心を提供します。

犬猫業種登録会員 観賞魚業種登録会員 小鳥・小動物、昆虫、爬虫類業種登録会員
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㈱トリオコーポレーション
代表取締役社長　宮崎　忠泰
〒531-0041大阪市北区天神橋7-6-12グレーシィ天神橋ビル2号館6Ｆ

TEL : 06-6351-2633 FAX : 06-6351-2666
http://www.trio-corp.jp
業種　観賞魚、爬虫類、犬猫、小鳥・小動物関連
営業品目
犬猫循環式水飲み器：｢フレッシュファウンテン
コンパクト｣、観賞魚水槽：｢クリスタルセイル
ワイドビュー各種｣、鳥用ケージ：｢ビジョン各
種｣、爬虫類用ケージ「レプロケージ各種」紫外
線ランプ｢レプロＵＶＢスパイラル各種｣
会社PR「観賞魚、爬虫･両生類、小鳥、犬、
猫、」フード・用品メーカー。｢陸地と水中の自
然を表現する｣を基本コンセプトにしています。

ナプコリミテッド 日本支社
代表　安彦　雅弘
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-1-5-5Ｆ
TEL:03-3623-8760FAX :03-3623-4270
http://napqo.jp
業種　観賞魚関連
営業品目 人工海水、水中ポンプ、スキマー、殺菌灯
フィッシュフード
会社PR 海水魚用品を中心に
初心者からマニアまでの商品
をヨーロッパから輸入。全国
卸店経由海水魚取扱店を中心
に販売展開している。
。

日本動物薬品㈱
代表取締役　吉田　隆一
〒124-0025　東京都葛飾区西新小岩4-37-9
TEL : 03-3694-1725 FAX :03-3694-1666
http://www.jpd-nd.com
業種　観賞魚、犬猫、小動物関連
営業品目 グリーンＦ・アクアマスターズ・ノンノイズ・
ミラクルシャンプー・メディラビ
ット
会社PR 観賞魚用治療薬のパイ
オニアとして、長年の経験を生か
した製品開発・販売を行っていま
す。

㈱フレックス
代表取締役　藤井　善博
〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-11-3
TEL:06-4801-7451 FAX : 06-4801-7810
http://www.flex-web.com
業種　観賞魚、爬虫類その他関連
営業品目 麦飯石溶液、ろ過材、
バクテリア育成マット、スクレー
パー、サプリドライ、大型魚・爬
虫類用エサ缶詰GEO-CAN
会社PR
Mother nature inside

㈱アラタ
代表取締役　　新海　誉久
〒475-0916 愛知県半田市柊町5-5
TEL:0569-22-3822 FAX : 0569-23-6731
http://www.arata-jp.com/
業種　小鳥・小動物、犬猫、観賞魚関連
営業品目 国産豚肉付きボーン4本、ねこにチーズ・うさ
ぎの牧草チモシー、ベーシックバードむき餌、皮つき餌
会社PR ペットの健康を考えた商品をお届けします。

㈱川井
代表取締役社長　川井　英
〒324-0502 栃木県那須郡那珂川町三輪13-2
TEL:0287-96-2292 FAX : 0287-96-2215
http://www.kawai-cat.com
業種　小鳥・小動物、昆虫関連
営業品目 わらっこ倶楽部・バードネスト・竹カゴ
会社PR 安心・安全にこだわ
り商品提供をしております。
オリジナリティにこだわり、よ
り良い製品作りに努めていま
す。

ハイペット㈱
代表取締役社長　橋本　馨
〒555-0044 大阪府大阪市西淀川区百島2-1-181
TEL :06-6472-6057 FAX 06-6473-0285
http://www.hipet.co.jp/
業種　小鳥・小動物関連
営業品目 パスチャーチモシー、　チモシーズレシピ31、
プチクッキー
会社PR 小動物フード、用品、犬用スナック専門メーカー
です。

㈱ペッズイシバシ
代表取締役社長　石橋　伸孝　
〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-22
TEL 072-976-1484 FAX : 072-976-3852
http://www.pets1484.co.jp
業種　小鳥・小動物関連
営業品目 クオリス　小鳥のエサ皮ムキタイプ・クオリス
小鳥のエサ皮ツキタイプ・クオリス　ハムスターミックス
オリジナルブレンド・クオリス
ハトのエサ
会社PR いつもお客様によろ
こんでいただける商品を製造販
売してまいります。

㈱黒瀬ペットフード
代表取締役　黒瀬　昭典
〒720-2124 広島県福山市神辺町川南396-１
TEL :084-963-5005 FAX : 084-963-5001
http://www.kurose-pf.co.jp
業種　小鳥・小動物関連
営業品目 マニアシリーズ
会社PR 私たちのつくるごはんで人と小鳥をハッピー
に。いつもこの想いを胸に抱きながら、安心安全な製品を
作 っ て お り ま
す。

㈱三晃商会
代表取締役　右田　裕三
〒562-0035　大阪府箕面市船場東2-3-54
TEL : 072-728-3001 FAX : 072-728-3131
http://www.sanko-wild.com/
業種　小鳥・小動物、昆虫関連
営業品目 ルックルック(ハムス
ター飼育キット)・ハムポット（ハ
ムスター飼育キット）・イージー
ホームシリーズ（小動物、小鳥飼
育ケージ）・プラスシリーズ（小
動物プレミアムフード）・クリー
ンケース（昆虫飼育ケース）
会社PR 生き物を愛する気持ちで、ペットと向き合い、ペッ
トと人を結ぶ、飼育環境の創造と提案を、続けていきます。

㈱フォーテック
代表取締役社長　北村　維梓
〒649-7144 和歌山県伊都郡かつらぎ町志賀708
TEL :0736-26-0881 FAX : 0736-26-0021
http://www.fortech.co.jp
業種　昆虫関連
営業品目 Ｇポットスタ
ウトシリーズ（クワガタ
幼虫飼育用フード）、カ
ブト１番（カブト幼虫育
成用フード）
会社PR 主に全国のペッ
トショップチェーン店様へのクワガタ・カブト幼虫フード
の製造・販売と昆虫用品全般の販売。

㈱フジコン
代表取締役　仲　秀和
〒563-0351 大阪府豊能郡能勢町栗栖92-9
TEL :072-734-2122 FAX : 072-734-3309
http://www.fkon.co.jp/
業種　昆虫関連
営業品目 くぬぎマットふるさ
と、ワイドカップ樹液の森、幼
虫腐葉マット、ワイドカップフ
ルーツの森、バイオゼリーPro
会社PR 昆虫用品・生体製造
販売のトップメーカー。

豊栄金属工業㈱
代表取締役　羽根　洋亮
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町根浦14-3
TEL : 0561-36-0101 FAX :0561-36-1257
http://www.hoei-cage.co.jp
業種　小鳥・小動物、犬猫関連
営業品目 小鳥用ケージ、犬舎、
猫舎、小動物用ケージ、小鳥・小
動物用品
会社PR 全製品が自社生産で
す。製品のメッキは動物に優しい
三価クロム処理で、安心と安全を
届けます。

㈱マルカン
代表取締役社長　松本　幸彦
〒577-0013 大阪府東大阪市長田中5-3-13
TEL :06-6744-0633 FAX : 06-6744-4832
http://www.mkg.jp
業種　犬、猫、小鳥、観賞魚、小動物、昆虫、爬虫類関連
営業品目 犬、猫、小鳥、観賞魚、小動
物、昆虫、爬虫類関連のフードおよび用
品
会社PR 「ペットと人のベストパート
ナーシップを築く」を掲げ、総合ペット
メーカーとして業界を牽引していきま
す。

ナチュラルペットフーズ㈱
代表取締役社長　小川　進弘
〒309-1342 茨城県桜川市間中512-27
TEL : 0296-70-8777 FAX :0296-70-8880
http://www.naturalpetfoods.co.jp/
業種　小鳥・小動物、犬猫関連
営業品目 エクセルおいしい小鳥の食事シリーズ、エクセ
ル専用食シリーズ、エクセル5シリーズ
会社PR 世界の国々から厳選された素材を輸入し常にペ
ットに安心して与えられる製品作りを目指しております。

犬猫業種登録会員 観賞魚業種登録会員 小鳥・小動物、昆虫、爬虫類業種登録会員
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㈱ミタニ
代表取締役社長　三谷　克佳
〒300-0122 茨城県かすみがうら市西成井311-1
TEL : 029-898-3264 FAX : 029-840-8164
http://www.e-musi.co.jp
業種　昆虫関連
営業品目 くぬぎ純太くん　メガ発酵マ
ット　ストロング50　のぼり木朽木　
スーパーアクアNEO
会社PR 当社は国産・外産昆虫生体及び、
飼育用品の開発をしており、幅広いユーザ
ー層から支持を頂いております。

(株)ダイシン
(株)トーアコマース
トーラス(株)
ドギーマンハヤシ(株)
豊田化工(株)
内外製薬(株)
ニッケペットケア㈱
(株)バイオ
パナソニック電工(株)
(有)バンノーサンド社
(有)B&G
常陸化工(株)
ﾋﾙｽﾞﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ日本支社
(有)ﾌｧｰｽﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｱｿｼｴｲﾄ
(株)ファンタジーワールド
(株)プラッツ
(株)ペッツルート
(有)ペテック
ペパーレット(株)
(株)ボンビアルコン
㈱マインドアップ
(株)マルジョー＆ウエフク
(株)ヤマヒサ　ペットケア事業部
優美社産業(株)
ユニ･チャーム(株)
ライオン商事(株)
(株)ライトハウス
ラジオシステムズコーポレーション
リッチェル(株)
Y.K.エンタープライズ(株)

【観賞魚業種登録会員】

アズージャパン(株) 会員数９1社 50音順(平成23年1月現在)

(株)イトスイ
英光(株)
(株)エヴァリス
神畑養魚(株)
(株)キョーリン
クマガイ電工(株)
寿工芸(株)
ジェックス(株)
水作(株)
(株)スドー
津路薬品工業(株)
テトラ ジャパン(株)
(株)トリオコーポレーション
ナプコリミテッド日本支社
日本動物薬品(株)
(株)フレックス

【小動物･小鳥･昆虫・爬虫類業種登録
会員】

(株)アラタ
(株)川井
(株)黒瀬ペットフード
(株)三晃商会
ナチュラルペットフーズ(株)
ハイペット(株)
(株)フォーテック
(株)フジコン
(株)ペッズイシバシ
豊栄金属工業(株)
(株)マルカン
(株)ミタニ

犬猫業種登録会員 観賞魚業種登録会員 小鳥・小動物、昆虫、爬虫類業種登録会員

【犬･猫業種登録会員】

アース･バイオケミカル(株)
愛思克(株)
アスク(株)
(株)アドバンクス
石井製作所＝アイワンペットフード
(株)イトウアンドカンパニ－リミテッド
(株)ウィルインターナショナル
(株)岡野製作所
(有)かんさい
九州ペットフード(株)
(株)共立商会
(株)キリカン洋行
クニミネ工業(株)
(株)ケーピーエス
現代製薬(株)
(株)コーチョー
(株)コンビ
(株)サノテック
(株)サンメイト
シーズイシハラ(株)
清水電機工業(株)
(株)昭和化学
ジョンソントレーディング(株)
新東亜交易(株)
新東北化学工業(株)
(株)スーパーキャット
スターフォームエンジニアリング(株)
住商アグロインターナショナル(株)
(株)ゼオライトジャパン
㈱ゼフィール
(株)ターキー
第一衛材(株)

一般社団法人日本ペット
用品工業会はペット用品
の表示統一化を推進、適
合製品には認定マークを
発行しています。

詳細は事務局まで。

新入会員を募集しています。
募集要項は事務局までお問い
合わせください。



2011 ジャパンペットフェアニュース

３月２４日～２７日の 3 月
24 日～27 日の 4 日間、幕張メ
ッセで開催する 2011 ジャパン
ペットフェア(2011JPF)のポス
ターが完成した。店頭用ポス
ターとして制作したもので、
全国の卸業者、小売業者に配
付して店頭などで掲示され
る。

今回は、150 社を超える出展
社一覧を新たに設け、動員効
果を上げる。

また、２４日、２５日のビ
ジネスデーの入場は、今回か
ら事前登録制に変更、ホーム
ページ上で事前登録の受付を
開始している。

ジャパンペットフェア実行
委員会によれば、「ビジネスデ
ーの業者様入場につきまし
て、混雑の解消、より円滑な
運営、適切なパスカード発行
を目的に、今回から事前登録
制に変更致します。当日登録も可能ですが、登録作業等によ
り待ち時間が長くかかる場合がございますので、お手数では
ありますが、期限までに事前登録をお願いします」と、各方
面に協力を呼び掛けている。

事前登録の手順
●パソコンで登録
１．パソコン入力　
２．返信メールにて登録番号発行　
３．登録番号が明記された画面をプリントアウト
●会場受付にて
１．プリントアウト（登録番号が明記されたもの）した用
紙と、名刺１枚をあわせて提出
２．パスカード（入場証）発行
３．入場
●事前登録受付期限
２０１１年３月１７日２３時５９分まで
●事前登録入力ＵＲＬ
①https://ssl.j-p-f.jp/jpf_user/entry.php
以下の方からも登録画面アクセス可。トップページとリン
クしています。
②JPF（http://www.j-p-f.jp/）,
③JPPMA(http://www.jppma.or.jp)

またビジネスデーイベントの一つとして、売場ディスプレ
イ日本一コンテストの実施概要を発表、以下要領にて募集を
開始した。

●参加要領　
①ベット関連商品(用品、フード、生体)を取扱っている全
国の小売店。
②応募は 1 店舗につき 1 作品（写真）。
③店舗単位での応募とし､個人での応募は不可。
④作品は未発表のものに限定｡作品画像に対して､背景も
含めて加工は禁止。
⑤作品の売場ディスプレイは、平成 22 年４月以降、１か
月以上の陳列期間があること。

●応募方法
メールに限定｡郵送での応募は不可。
応募メールアドレス　pets@jppma.or.jp
①売場ディスプレイをデジタルカメラにて撮影。　
②データサイズの目安
JPEG 画像 画素数 3M(2339 ピクセル×1668 ピクセル)程
度
③メール本文に下記内容をご記入のうえ､上記アドレスに
メールにてご応募。
店舗名/担当者名/住所/電話番号/作品名(テーマ)/作品説
明/お店の PR コメント

●審査基準
①機能性②効果③色彩感覚④創造性⑤企画力
2011 ジャパンペットフェア開催期間中、受賞作品を発

表。一次審査を通過した作品は､各店舗毎に写真パネルにし
て会場内に掲出し最終審査をする。また受賞作品は JPPM
ホームページにも掲載。
●賞

優秀賞/売場支援金 10 万円(1 作品)と記念盾、準優秀/売
場支援金 1 万円(3 作品)と記念盾
●応募締切り

2011 年 3 月 8 日到着分まで有効

なお、2011 ジャパンペットフェア会場でのビジネスデー
イベントは下の表。

また、一般公開日に行われるイベントは以下の通りであ
る。

JPPMA トピックス・インフォーメーション
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●第１回ジャパンペットアワード
●ＪＰＦカップ
①ＰＡＷＦＥＣＴドッグダンス　②トリミングコンテスト
③ドッグタイムレース　④全国金魚すくい選手権　千葉幕張
予選大会　⑤アクアリウムレイアウトコンテスト⑥クワガタ
ムシのレスリング「クワレス」　
●新製品コンテスト　
●店頭ディスプレイ日本一コンテスト　
●ベストブースコンテス
●さかなクンおもしろトークショー
●カイくんがやってくる
●昆虫触れ合いコーナー
●小鳥・小動物ゾーン
●ほか

◀◀20112011JPF 実行委員会　委員▶▶
委員長 柳原　伸明             ㈱ケーピーエス

秋山　悟 寿工芸㈱
石田　輝久             ㈱トリオコーポレーション 　　　　
石橋　伸孝　　　　㈱ペッズイシバシ
加藤　裕昭 神畑養魚㈱
五味  直也 ジェックス㈱ 
笹木　伸子 ㈲ペテック   
清水　淳史 清水電機工業㈱ 
髙野　匠 ㈱昭和化学 
谷　雅冨 ヒルズニュートリション
三谷　克佳　　　   ㈱ミタニ

ペットとの共生推進協議会スタート
スローガン決まる

昨年１１月に発足したペッ
トとの共生推進協議会（林明
雄会長）は１月２４日第１回
理事会を開催、活動スローガ
ンを決めた。

同協議会は活動目的に以下
の３テーマを掲げ活動を開始
したもので、正会員および賛
助会員として広く参加をよびかけるためにスローガン「みん
なで進めようペットとの共生」を取り決めたものである。

１．いかにペットが人間にとって大切かを啓蒙ならびに研
究調査事業
・医療効果
・生活向上効果
・教育効果
・医学会へのアプローチ
２．人の高齢化での飼育問題とその有効な手段の検討
・研究調査事業
・高齢者にとって難しいペットの終生飼育に対するサポー
ト事業

JPPMA トピックス・インフォーメーション

・高齢者に適合するペットの案内、情報提供事業
３．生体の健全な安定供給体制への協力・支援
・供給体制の研究調査
・健全な繁殖および管理対策と支援
・感染症対策
・愛護・管理対策
・サポート事業
なお、正会員は団体会員として、設立発起団体が理事、監

事に就任している。役員は以下の通り。（敬称略）
会長　林明雄（一般社団法人日本ペット用品工業会会長）
副会長　永村武美（社団法人ジャパンケネルクラブ理事長）
副会長　越村義雄（一般社団法人ペットフード協会会長）
理事　相関雅信（日本小鳥・小動物協会会長）
理事　森光栄一 （一般社団法人全国ペットフード・用品卸

商協会会長）
理事　須田沖夫（社団法人東京都家庭動物愛護協会会長）
理事　大聖寺谷敏 （一般社団法人日本動物専門学校協会

理事長）
理事　竹内庸皓（協同組合ペットサービスグループ理事長）
監事　米山由男（一般社団法人全国ペット協会会長）
監事　福森美由紀（中央ケネル事業協同組合連合会代表理事）

同協議会の事務局は会長団体に置かれることになってお
り、一般社団法人日本ペット用品工業会事務局が担当する。

なお、入会金および会費は以下の通り。
１．年会費
正会員（団体）一口５０，０００円で一口以上
賛助団体　　　一口５０，０００円で一口以上
賛助企業　　　一口５０，０００円で一口以上
個人・一般　　　　　５，０００円以上
※期の途中で入会した会員の年会費は月割り。
２．入会金
正会員　　５０，０００円
賛助団体　５０，０００円
賛助企業　５０，０００円
個人・一般　なし

また、同協議会の事業活動を含めた告知活動の一つとして
ポスターの制作が検討された。

3/25 ペット用品取扱士検定試験実施
幕張メッセ JPF・セミナー会場で１時から

製品開発、流通ならびに販
売現場における技術・知識の
向上と業界人としての地位の
向上と、ペット用品の誤使用
予防、適正的確なペットオー
ナーへの指導やサポートを行
うことを目的として準備を進
めてきた「ペット用品取扱士」
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スターを作製する。

◀◀ 表示委員会　委員▶▶
委員長 佐野　裕志　　　　ニッケペットケア㈱

福井　邦茂 ジェックス㈱
竹内　宏次 ㈱三晃商会
桑田　和明            神畑養魚㈱

相談役 川上　和樹 ㈱キョーリン

次世代育成 JP-NEXT 研修会
3/25 JPF 会場で開催

１２月１４日に行われたJP-NEXT委員会で、第５回「人
間力開発研究会」の内容が決定した。

場所：ＪＰＦ会場内イベントステージ
開催日時：平成２３年３月２５日（金）8:00～11:00
８：55～ ９：00　三谷委員長挨拶
９：00～ ９：50　第1回講演（ＪＰＦ出展業者向け）
テーマ：「展示会で役立つ！商談ノウハウ」
講師：（株）ケーピーエス柳原英次社長
10：10～11：00　第２回講演（ＪＰＦ来場者向け）
テーマ：「今の時代に役立つ！接客ノウハウ」
講師：（株）ケーピーエス柳原英次社長
参加料：無料

◀◀ JP-NEXT 委員会　委員▶▶
委員長 三谷　克佳 ㈱ミタニ

柳原　英次 ㈱ケーピーエス
井坂　公俊 常陸化工㈱
清水　淳史 清水電機工業㈱ 
奥山寮市朗 アース・バイオケミカル㈱
浜川　弘茂 ライオン商事㈱
田井東誠司 ㈱マルジョー＆ウエフク 

顧 問   柳原　伸明 ㈱ケーピーエス

統計委員会、産業実態統計調査実施へ

今回で8回目となる統計委員会（二神軍平委員長）による
「ペット用品産業実態調査」の概要がほぼまとまり、経済産
業省の協力を得た後、調査を開始する運びとなった。2月中
に詳細をまとめ、業界内外関係業者に案内する予定である。

JPPMA トピックス・インフォーメーション

第１回第 3 級検定試験を、2011 年 3 月 25 日午後 1 時から、
2011 ジャパンペットフェア会場(幕張メッセ)において実施す
る。

この3級検定試験は、ペット業種7カテゴリー全てを対象に
した内容で、ペット用品全般にわたる基礎知識を修得するク
ラスである。生体の一般常識、初期導入するときの基礎知
識、用語解説などをまとめた専用テキストと講義により、そ
の修得にあたる。

次のクラスである2級は、専門性を高めたものとして、ペ
ット業種3カテゴリー（犬・猫、観賞魚・爬虫類、小鳥・小
動物・昆虫）に分けて実施する。1級ではさらに7カテゴリー
に分けて検定試験行う予定。

第1回3級検定試験募集は2月14日に開始予定で、ホームペ
ージ、案内パンフレットを配布して行う。

検定試験対象者は以下の通り。
①メーカー：マーケティング・商品管理・企画開
発・営業担当者他
②流通：仕入・商品管理・企画・営業担当者他
③小売店：マネージャー・バイヤー・売場担当者
④専門学校：生徒　
⑤その他一般
なお、ペット用品取扱士の英名は、
Pet Goods Master、略称P.G.Mである。

◀◀ペット用品取扱士制度委員会　委員▶▶
委員長 小川　泰男 ㈱共立商会

秋山　悟 寿工芸㈱
今泉   泰徳　　 ジェックス㈱
大曽根健史 ドギーマンハヤシ㈱
中村　敏明 ㈱マルカン
石川　秀樹 ㈱ヤマヒサペットケア事業部

ペット用品統一表示
第２期策定事業・表示内容の統一化進む
一部製品では品質表示に踏み込み準備

表示委員会では第2期表示ガイドライン策定事業を実施、
中間報告を行っている。

①ペット用品統一表示ガイドラインの材質に関する注意書
きを以下のように訂正する。
（現行）注１　材質は主要なもの（全製品の５０％以上使用
しているもの）を記載する。
（改正）注１　材質は累積で５０％まで、多い順に表示す
る。

②歯磨き粉などのデンタル材は、上記注意書きによらず、
水を除くすべての内容物を多い順に表示することとした。

③表示者名に電話番号を追加することとし、全会員の意見
を聞くこととした。

また、同表示委員会に安全対策小委員会を新設して、首
輪、胴輪、引き紐、おもちゃ、観賞魚用ヒーター等の一部ペ
ット用品において品質表示を検討することになった。

ペット用品統一表示を業界内外への告知として、店頭用ポ
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