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会場内を巡るスタンプラリーで楽しくマナーについて学びましょう。
スタンプラリーをすべてクリアした方には、特製マナーグッズを進呈します。 
奮ってご参加ください♪

会場内でのご注意とお願い

来場当日に下記に該当する場合、イベント会場へのご入場をお断りいたします。
●マスクを正しく着用していない場合　●消毒液による手指消毒をしない場合　●入場時の検温で37.5度以上の発熱がある場合　●入場時に同意
書をご提出いただけない場合、または必要事項にご記入いただけない場合 　●咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状がある場合　●新型コロナウイルス
に感染し、感染症陰性結果が出てから2週間以上経っていない場合　●過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国・地域への渡航歴並びに当該在住者との濃厚接触がある場合　●過去2週間以内に外国から日本へ入国した場合　●その他体調がすぐれな
い場合（味覚・臭覚異常、疲労感や倦怠感を強く感じるなど）　●来場ペットの体調が優れない場合

来場当日に右記に該当する
方はご入場いただけません。
なお、前売り券の払い戻しは
いたしません。

インターペット愛知
ペットと楽しむクリスマス

皆さまに安心してご来場いただけるよう
対策を徹底いたします！ ご協力をお願いします。

みんなで気をつけて
しっかり楽しもう！
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2020年11月21日（土）–22日（日）
Aichi Sky Expo ホールF 10:00–17:00

AICHI

事務局使用欄

Good! マナーキャンペーンスタンプラリー 11月21日（土）－22日（日）開催期間

ペットのうんち、おしっこは、飼い主の皆さまによるクリーンアップを
お願いしています。

ホール内にペットトイレを設置していますので、ぜひご活用ください。

人もペットもソーシャルディスタンスを保ちましょう。

できるだけ抱っこやカートを利用し、リードでの歩行をお控えください。

カートやバギーをお使いの皆さまは、周辺の環境にご配慮いただき、
譲り合ってご通行ください。

GOAL

感染症対策アプリ
新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）
インストールのお願い

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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名鉄線「中部国際空港駅」

駐車場

手指をこまめに
消毒ください

必ずマスクを
着用ください

ソーシャル
ディスタンス
を保ちましょう

大声での会話は
控えましょう

ホールF
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11月21日（土）

11月22日（日）

ペットにかかわるお仕事学びまショー

ペットと楽しむ
クリスマスオリジナルグッズを作ろう！

【開催記念トークショー】
インターペット愛知へようこそ！

ワン学セミナー（犬について学ぼう！）
徳本 一義

松浦知香

へリックス（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

まつうら動物病院 獣医師
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター
JAHA認定こいぬこねこ教育アドバイザー

徳本 一義

松浦知香

へリックス（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

まつうら動物病院 獣医師
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター
JAHA認定こいぬこねこ教育アドバイザー

常滑市市長
ドッグトレーナー & YouTuber

常滑市キャラクター

伊藤 辰矢
松本 秀樹
トコタン

國岡 ちとせ chikata／ペットグッズハンドメイド講師

須﨑 大
松永 祐子

DOGSHIP（同） ヒューマン・ドッグ トレーナー
ドッグサロンアニマルアース オーナーグルーマー

関口 行広
杉本 正樹

ハイパーフライトジャパン
アウトドアドッグフェスタ プロデューサー

大クリスマスプレゼント抽選会

愛知県でのインターペット初開催を記念して、スペシャルトーク
ショーを実施します。ゲストには、地元常滑市の伊藤辰矢市長、ワ
ンちゃん大好きタレントでお馴染みの松本秀樹さんをお招きしま
す。常滑市キャラクターのトコタンも登場しちゃいますよ♪ イン
ターペットに初めて参加いただく皆さまにも、東京のインターペッ
トをご存じの皆さまにも、インターペットってどんなイベント？、イ
ンターペット愛知ってどんな感じ？という疑問にお答えします！

ワンちゃんとの素敵な暮らし方について楽しく学べるセミナー
です。獣医師の先生や専門の先生をゲストにお招きし、一緒に
ワンちゃんについて学びましょう。これからワンちゃんと暮らし
たい方、すでに暮らしている方、ともに必聴の情報が満載です。

ペットにかかわるお仕事ってどんなものがあるのかな？ 今回の
インターペット愛知では、ペットと暮らしている皆さんにとって
身近な存在であるグルーマーさんとトレーナーさんについてお
話しちゃいます。どんなお仕事？ どうなったらなれるの？ 知っ
ているようで知らないことを大人気のグルーマーさんとトレー
ナーさんから直接教えてもらえるチャンスです！

クリスマスまであと１か月！ ペットと一緒にクリスマスを楽しむ
ためのオリジナルグッズを大人気のペットグッズハンドメイド
講師の國岡ちとせ先生と一緒に作りましょう。 可愛い我が子
へのクリスマスプレゼントにもぜひ♪ 【参加費：￥500】

インターペット愛知初開催を記念して大クリスマスプレゼント
抽選会を実施します！みんなが大好きなあの商品や人気の
グッズなど、抽選でプレゼント。ちょっぴり早いクリスマスプレ
ゼントをぜひゲットしてね♪
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ペットにかかわるお仕事学びまショー

ペットと楽しむ
クリスマスオリジナルグッズを作ろう！

ワン学セミナー（犬について学ぼう！）

國岡 ちとせ chikata／ペットグッズハンドメイド講師

須﨑 大
松永 祐子

DOGSHIP（同） ヒューマン・ドッグ トレーナー
ドッグサロンアニマルアース オーナーグルーマー

大クリスマスプレゼント抽選会

ワンちゃんとの素敵な暮らし方について楽しく学べるセミナー
です。獣医師の先生や専門の先生をゲストにお招きし、一緒に
ワンちゃんについて学びましょう。これからワンちゃんと暮らし
たい方、すでに暮らしている方、ともに必聴の情報が満載です。

ペットにかかわるお仕事ってどんなものがあるのかな？ 今回の
インターペット愛知では、ペットと暮らしている皆さんにとって
身近な存在であるグルーマーさんとトレーナーさんについてお
話しちゃいます。どんなお仕事？ どうなったらなれるの？ 知っ
ているようで知らないことを大人気のグルーマーさんとトレー
ナーさんから直接教えてもらえるチャンスです！

クリスマスまであと１か月！ ペットと一緒にクリスマスを楽しむ
ためのオリジナルグッズを大人気のペットグッズハンドメイド
講師の國岡ちとせ先生と一緒に作りましょう。 可愛い我が子
へのクリスマスプレゼントにもぜひ♪ 【参加費：￥500】

インターペット愛知初開催を記念して大クリスマスプレゼント
抽選会を実施します！みんなが大好きなあの商品や人気の
グッズなど、抽選でプレゼント。ちょっぴり早いクリスマスプレ
ゼントをぜひゲットしてね♪

ゲスト

10:30 11:20－
【アウトドアドッグフェスタ】 プレゼンツ
初めてのディスクドッグ教室

トコタン

やってみたい！ でもウチのコには難しいかな．．．
そんな方へ！ どんなワンコでもディスクが好きになるスゴ技を
レクチャー！

トコタン

有料

有料

※イメージ

※イメージ

日本最大のペットイベントが楽しさそのまま！ 愛知初上陸！オフィシャルフェアガイド
Official fair guide

＜お願い＞
●商品購入に関するトラブルについて、主催者は一切の責任を負いかねます。出展者から商品を購入される際は、支払価格や納品日などの購入条件を事前にご確認のうえ
ご購入ください。　●会場内でのペットをめぐるトラブルや商品サンプルの飲食・使用に関するトラブルについて、主催者は一切の責任を負いかねます。他のお客様に十分
ご配慮いただき、ペットと一緒にお楽しみください。　●展示ホール内・外でのペットの糞尿については、各自で責任を持って処理してください。会場内にはペットトイレ（主
に犬・猫用）もご用意しています。



出展者リスト（五十音順）

※└は共同出展 

F -  D  000出展者名
ホール番号 通路番号

小間番号

主催 一般社団法人ペットフード協会／一般社団法人日本ペット用品工業会／メッセフランクフルト ジャパン株式会社

愛知県／知多半島観光圏協議会後援

展示ホールの中以外は、
ペットは全身を覆った状態でご通行ください。

［動物取扱業登録］　■氏名：メッセフランクフルト ジャパン株式会社　代表取締役　梶原 靖志　■事業所の名称：インターペット愛知～ペットと楽しむクリスマス～　■事業所の所在地：愛知県常滑市セントレア5-10-1　Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールF　■動物取扱業の種別：展示　■登録番号:動知第
554号　■登録年月日：令和2年10月29日　■有効期間の末日：令和7年10月28日　■動物取扱責任者：徳本 一義　※動物の取扱いにおいては、動物取扱業責任者の監修の下、健康や環境に十分配慮しています。　　

ペットが全身を覆った状態で
ご通行いただける出入口
ペットが全身を覆わない露出した状態で
ご通行いただける出入口

（2020年11月5日現在）
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休憩
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F-M008
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F-B001 F-B004

F-B003 F-B006

F-B007

F-B008

F-B010

F-B009 F-B012

F-C008 F-C011

F-C010F-C007 F-D007

F-D009 F-D012

F-E007

F-A001

F-C013 F-C017

F-C018

名鉄線「中部国際空港駅」

駐車場

ペットトイレ ペットトイレ

ペットトイレ

ブティック

お出かけ

アクアリウムライフ

教育・情報、業界団体、その他

ミニ小間ゾーン

ペットフード・おやつ

ホーム

ヘルスケア & ビューティ

トイレタリー

会場ゾーニング詳細
Infoカウンター

ホールF

F-M023

Photoスポット
もあるよ♪

フォトコンテスト
ベスト8が
お出迎え♪

お子さま向け
トリミング体験♪
事前登録制／有料

第10回
インターペット
開催のご案内

※4月1日（木）はビジネスのみ、
　4月2日（金）－4日（日）は一般公開

東京ビッグサイト
西1・2ホール＆南1・2ホール

10:00–17:00
2021年4月1日（木）–4日（日）

遊びに
来てね♪

協賛企業

（株）コーチョー　F-E031
※ペットトイレ協賛

（株）日本生物科学研究所
いぬねこさぷり　F-D006

※ステージ協賛

いなばペットフード（株）　F-E007
※ステージ協賛

インターペット

オンラインで
インターペットを楽しもう！
オンラインでも皆様と交流できる
「インターペットOnline」。暮らしに
役立つセミナーや楽しいイベント
を開催していますので、ぜひこちら
も遊びにきてください！

テーマはクリスマス！ 人とペットのワンランク上のライフスタイルを提案します 会場内フロアレイアウト
AICHI

GMPインターナショナル

バディーベルト
ジャパン

ルミカ

ラガー
コーポレーション

FIELD STYLE

名古屋市
動物愛護センター

セラヴィリゾート
泉郷

アニマルオルソジャパン

ペピイ（PEPPY）

プレミアム
ウォーター

常滑市

NAAF
Premium
Food

CHOCO / マンダリンブラザーズ

ルルドール・chikata

ハヤブサ

Rui and Aguri

Diara

ブッチ・ジャパン・インク

Vet's Labo
／ジャパンペット
　コミュニケーションズ

トーラス

いなばペットフード

アラタ オニバス
リュックのDaisuki
／Goldenmama

日本ペット用品
工業会

ペットフード協会

ピリカメディカル
グループ

ボンデチョコ
／京丹波自然工房

ワールドプレミアム
／HAPPY CAT（Germany）
／HAPPY DOG（Germany）

日本生物科学研究所
いぬねこさぷり

スマック

ラスミック プレイアーデン

Jolly Jolie
／BRICK JAPAN

アカナファミリージャパン
／Orijen JAPAN

三州野安
／瓦猫PJ by 三州野安&
　大同大学情報学部

SBIプリズム
少額短期保険

LINNA商会 クプレラ

ラグーナクロージング

DearHounds

精肉店直営近江牛ドッグフード直売所

白鶴

日本ペットコンシェルジュ協会

フェリシモ

フクセン

ガーデン&ドッグ

ワイ・エス・エンタープライズ

The New Zealand Natural Pet Food co
／Furry Friends

GRANDSキャットフード 
/リブアンドカンパニー

犬猫ペット相談所

AwanDy&ぷぅくる
／AwanDy&Poohkuru

情報
コーナー

ケイプロペット

La Vida Linda

Nutrience, The Hagen Group
／トライカラーパートナーズ

星月/ペットマンマ
／Cagatay Pet Food

Honda Dog

BLACKPITBULL Vague

カラダオモイ

ベストパートナーシェイク

パーパス
ThreeB

くらしのリーザ

animacolle

ペットライフデザイン協会
／アスワン
／エクステイル
／セルム北軽井沢
／泉壽
／トクラス 中部支店
／安江工務店

コーチョー 清和

ルバンシュ

エルゲート

Bellwoods

常陸
化工

ワンフー

VIPグローバル

もっと知って補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬） 

インパクト ドッグ
クレートマージュ

アウトドアドッグフェスタ F-C021
（有）アカナファミリージャパン
│└ （株）Orijen JAPAN

F-E019

animacolle F-D028
アニマルオルソジャパン F-B012
（株）アラタ F-E006
AwanDy＆ぷぅくる
│└ AwanDy＆Poohkuru

F-M025

いなばペットフード（株） F-E007
犬猫ペット相談所 F-M023
インパクト ドッグ クレートマージュ F-A011
（株）Vague F-C006
SBIプリズム少額短期保険（株） F-M003
（有）エルゲート F-E036
オニバス（株） F-F003
ガーデン＆ドッグ F-M018
カラダオモイ（株） F-C008
（株）くらしのリーザ F-D025
GRANDSキャットフード /（株）リブアンドカンパニー F-M022
ケイプロペット F-M014
（株）コーチョー F-E031
三州野安（株）
│└ 瓦猫PJ by 三州野安（株）＆大同大学情報学部

F-M001

（株）GMPインターナショナル F-A001
（株）シェイク F-C007
（株）スマック F-D007
精肉店直営近江牛ドッグフード直売所 F-M009

（株）清和 F-E034
（株）セラヴィリゾート泉郷 F-B007
（株）CHOCO / マンダリンブラザーズ F-B004
DearHounds F-M010
（株）Diara F-D001
トーラス（株） F-E003
常滑市 F-B013
NAAF Premium Food
│└ ThreeB

F-C013/
F-B017

名古屋市動物愛護センター F-B008
（株）日本生物科学研究所 いぬねこさぷり F-D006
日本ペットコンシェルジュ協会 F-M013
一般社団法人日本ペット用品工業会 F-F005
（株）パーパス F-C017
（株）白鶴 F-M012
バディーベルトジャパン F-B001
パナソニック（株）　 F-C021
（株）ハヤブサ F-C001
常陸化工（株） F-E033
（株）VIPグローバル F-A009
ピリカメディカルグループ F-E005
FIELD STYLE F-A006
（株）フェリシモ F-M016
（株）フクセン F-M017
（株）ブッチ・ジャパン・インク F-D004
BLACKPITBULL F-C003
プレイアーデン F-D012

プレミアムウォーター（株） F-B014
ベストパートナー（株） F-C010
Vet's Labo
│└ （株）ジャパンペットコミュニケーションズ

F-E001

一般社団法人ペットフード協会 F-F004
（一社）ペットライフデザイン協会
│├ アスワン（株）
│├ エクステイル
│├ セルム北軽井沢
│├ （株）泉壽
│├ トクラス（株） 中部支店
│└ （株）安江工務店

F-D029

ペピイ（PEPPY） F-B010
（株）Bellwoods F-E032
（同）星月/ペットマンマ
│└ Cagatay Pet Food Inc.

F-M002

Honda Dog F-D013
ボンデチョコ
│└ 京丹波自然工房

F-E004

もっと知って補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬） F-A010
La Vida Linda F-M006
ラガーコーポレーション F-B009
（株）ラグーナクロージング F-M008
ラスミック（株） F-D009
リュックのDaisuki
│└ Goldenmama

F-F006

（株）LINNA商会 クプレラ F-M005
Rui and Aguri F-D002
（株）ルバンシュ F-E035
（株）ルミカ F-B003
ルルドール・chikata F-B006
ワールドプレミアム（株）
│├ HAPPY CAT（Germany）
│└ HAPPY DOG（Germany）

F-D003

（株）ワイ・エス・エンタープライズ F-M020
ワンフー F-C011

Canada
Nutrience, The Hagen Group
│└ トライカラーパートナーズ（株）

F-M007

New Zealand
The New Zealand Natural Pet Food co
│└ Furry Friends（株）

F-M019

South Korea
Jolly Jolie
│└ BRICK JAPAN（株）

F-C018

海外出展者／ Exhibitors (Overseas)


