2011 年 8 月 10 日

日本初の国際ペットフェア

『interpets(インターペット)』を楽しむ最新情報
8/25（木）～28（日）幕張メッセで開催
一般公開日は26日（金）・27日（土）・28日（日）の3日間
一般社団法人ペットフード協会とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社が主催する、日本で初めての本格的なペット産
業国際見本市『interpets（インターペット）-人とペットの豊かな暮らしフェア』が 2011 年8 月25 日（木）から 28 日（日）の 4
日間（一般公開日は 8 月 26 日（金）から 28 日（日））、幕張メッセにて開催されます。
初開催となるこのフェアに、国内外 217 社（国内：196 社 海外：21 社）が出展します。ペットオーナーの、多様化する
ニーズに応える様々な製品やサービスを展示・販売をするだけでなく、多彩なゲストによるバラエティーに富んだトーク
ショーや、ワンランク上のペットライフに必要な知識を体得できる体験レッスンも盛りだくさんです。
ペットが無料で入場でき、一緒にお買い物やお食事も楽しめる『interpets』。このフェアで開催される様々なイベントを
通じて、ペットとの豊かな暮らしを深めていただきたいと願っています。

＜開催概要＞
【開催日時】

8 月 25 日（木）～8 月 28 日（日）

10：00～18：00 （＊8/28 は 17：00 まで）

 25日（木）・26日（金）：商談日（25日は一般の方はご入場いただけません）
 26日（金）・27日（土）・28日（日）：一般公開日

【開催場所】
【出展者数】
【主 催】
【入場料】

幕張メッセ ホール 7 （千葉市美浜区中瀬 2-1）
217 社（国内：196 社 海外：21 社）
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
1,500 円 （割引チラシ持参：1,000 円・小学生未満/ペット無料）
ビジネス来場者は招待券持参者・事前登録者無料
＊公式 Web サイト（http://www.interpets.jp/）から割引チラシのダウンロードができます

【公式 Web サイト】
http://www.interpets.jp/
【Twitter アカウント】 @interpets_jp
『interpets』 は、Twitter と Facebook で最新情報をアップしています。

☆ 『JAPAN DIY HOMECENTER SHOW』同時期＜8月25日（木）～27日（土）＞開催
（社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会主催）

「みんなとペットの笑顔のために」 －被災地の元気を応援しよう！プロジェクト－
『interpets』は、東日本大震災被災地の復興を後押しすべく、「みんなとペットの笑顔のために」を掲げて
被災地の元気を応援します。
本フェアの入場料の一部を被災ペット支援のための義援金として寄付します。義援金は犬と子どものファッショ
ンショー“Dogs and Children Recital”に出演する宮城県の幼稚園・小学生の子どもたち（親子）の招聘にも使用さ
れます。

お得がいっぱい！


公式 Web サイトから割引チラシをダウンロードして入場料 500 円 OFF



ペットフードの新製品のサンプルがもらえる



会期中（26 日～28 日）
、アンケートにお応えいただいた方（毎日先着 15 名様）にワンちゃんの首に巻いて
お出かけできるお散歩クーラー「Dog+Rescue TM」をプレゼント（ブース No.2-02/株式会社ウラ



ンティア）
凍らせた保冷剤をポケットに入れるだけ！冷却効果は約 40 分。「自分のワンちゃんにいいモノを買
い与えることで、他の犬を一匹救う」というコンセプトのもと開発された商品です。
ペット健康相談が無料で受けられる （千葉市）



あなたのペットが、日本を代表するドッグトレーナーから無料で「しつけ教室」を受けられる！（毎日先着50 名様）

楽しいイベント盛りだくさん！
【人気犬カイくんとツーショット撮影ができるチャンス！】
27 日（土）・28 日（日）の 2 日間、“お父さん犬”でお馴染みのカイ君がやってきます。
メインステージに集まった観客の皆さん全員とじゃんけん大会をし、勝ち残った5名様はカイ君とツ
ーショット写真撮影ができます。
＊じゃんけんは、犬のしつけ教室「パッピーナようちえん」園長の鳴海治氏
☆ご案内しているお時間以外にも、ペットフード協会のブースでカイ君とのツーショット撮影を実施予定です。
☆会期中、会場にカイ君の他にも人気犬が登場する予定です！
プログラム

日時

会場

カイ君とツーショット撮影できる権をゲット 27日(土）・28日（日）10：10頃
できる！じゃんけん大会
＊お時間が多少前後する可能性があります。

interpets agora
(メインステージ）

【ユニークなファッションショー】
犬と子どもが共に学びながら深めた絆を、ウォーキングやトリックのテクニックを駆使してファッションショースタイル
で披露するユニークなイベント、“Dogs and Children Recital”。26 日には、ファッションリサイタルに向けた公開トレーニ
ングとして、犬とのコミュニケーションの取り方のデモンストレーションも。27 日・28 日には、カイ君もステージに登場しま
す。28 日には宮城県の子どもたちが出演します。
プログラム

日時

会場

子どもと犬のファッションリサイタル
“Dogs and Children Recitall”
― 犬と仲良くなるには―

26日(金）13：30～15：00

子どもと犬のファッションリサイタル
“Dogs and Children Recitall”
―子どもと犬の素敵な絆―

27日（土）13：30～15:00

子どもと犬のファッションリサイタル
“Dogs and Children Recitall”
―被災地から子どもを迎えて―

28日（日）13：30～15:00

interpets agora
(メインステージ）

今だからこそ知りたい、考えたい“ペットとの防災”
東日本大震災を機に見直したいペットとの防災に関するトークショーや、もしものときの備えたい防災グッズの展示を
致します。
【災害時に備えた犬のしつけ教室/無料レクチャー】
日本を代表する家庭犬インストラクターが集合し、人好きになるトレーニングやハウストレーニングをレクチャーします。
先着 50 名様に、ドックトレーナから直接しつけの説明を受けられます。
プログラム
災害時に向けた犬のしつけ教室

日時
26日（金）・27日(土）・28日（日）15：00～16：45

*各日、10：00 より interpets arena 広場前で受付致します。

会場
interpets arena
(ペット運動場）

【ペットと避難するために】
東日本大震災の被災地、宮城県で動物救援活動を続けていらっしゃる獣医師の佐藤順子先生が現地で体験、体感し
たことを通じ、現場の様子や今後の課題を獣医師の立場からお話します。
プログラム

日時

愛するペットと避難するために
東日本大震災、被災地宮城県獣医師からの発信

28日（日）12：00～12：45

会場
interpets agora
(メインステージ）

【今すぐ身につけたい防災の知識】
愛犬の防災コーナーでは、東日本大震災の経験をもとに『interpets』開催に合わせて緊急作成した
「犬の防災本」（630 円/税込み）を販売します。被災地やペットの防災に取り組む自治体への取材、被
災地のペット救護の経験を持つドッグトレーナーによる防災トレーニングをまとめた、犬を飼う家庭必
見の一冊です。
また、本書で紹介している犬の防災用品の数々の展示も行います。

知りたい！ペットのこと ～夏休みの自由研究にも～
ペットのことをよく知り、毎日の暮らしに役立てられるトークショーの他、夏休み最後の学びながら楽しめる数々のイベ
ントは、自由研究のテーマにも役立つこと間違いなしです。
【ペットの能力を知る】
ペットが持つ、驚くべく能力を知ることのできるデモンストレーションや、癒し効果に関するトークショーの他、あなたの
ワンちゃんに地震予知能力があるか、確かめられる実験も行います。
プログラム

日時

会場

地震予知のデモンストレーション
～あなたの犬は地震予知できるか？～

26日(金）11：00～11：45

interpets arena
(ペット運動場）

南京虫探知犬、猿追い犬などさらなる犬の能力を知る
NPO法人世界救助犬訓練士協会

27日(土）11：00～11：45

interpets arena
(ペット運動場）

「動物たちの様々な能力」
～地震を余地する動物・人を癒す動物～
麻布大学獣医学部 太田光明教授

27日(土）12：15～13：15

interpets agora
(メインステージ）

【ペットの気持ちがわかるようになる！】
ペットが発するメッセージを知りたいと思いませんか？言葉を話せないペットをよく知ることで、メッセージを読み取る
ことができるようになります。ヒューマンドッグトレーナーの須崎大さんと、月齢に合わせた犬と飼い主とのトレーニング
おさむ

を考案したペットライフクリエーターの薬師寺康子さん、帝京科学大学アニマルサイエンス学科長の石田戢 さんがペット
の気持ちを理解するテクニックを披露します。
プログラム
ペットの気持ちを理解する

日時
26日(金）10：30～11：15

会場
interpets agora
(メインステージ）

【アシスタントドッグに触れる】
人のパートナーとして活躍するアシスタントドッグ達のデモンストレーションを行います。犬の持つ素晴らしい能力を
目の前でご覧いただけます。
プログラム

日時

聴導犬デモンストレーション
社会福祉法人日本聴導犬協会

26日（金）10：00～10：45

災害援助犬デモンストレーション
NPO法人世界救助犬訓練士協会

27日（土）10：00～10：45

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

28日(日）10：00～10：45

盲導犬デモンストレーション
社会福祉法人日本盲導犬協会

28日(日）11：00～11：45

会場

interpets arena
(ペット運動場）

【ペットがもたらす効果】
ペットは、子供の社会順応や情操教育への影響、高齢者の健康をはじめ、人の心のケアに与える効用が多数報告さ
れています。ドイツでは、ペットと一緒に暮らすこと（＝ペットとの共生）で医療費を削減させたという実績もあります。
ペットと暮らすことの魅力や効用、高齢の方に与える影響、病気に関する影響についてお話いただきます。
「ペットが病気を防ぐ・治す」のトークショーでは介助犬がいかにして人々を助けくれているのかのデモンストレーショ
ンも実施します。
プログラム

日時

ペットと子ども

27日（土）11：15～12：00

ペットが病気を防ぐ・治す

28日（日）11：15～12：00

会場

interpets agora
(メインステージ）

犬のパワーでみんなも笑顔に ！
【犬の笑顔でみんなを笑顔に！interpets×ホリプロアイドルドッグ.jp 「犬の笑顔フォトコンテスト」】
犬の「笑顔」は、人を笑顔にしてしまうパワーを持っています。ホリプロアイドルドッグ.jpと『interpets』が
「ニッポン中を笑顔にする」をコンセプトに実施した「犬の笑顔フォトコンテスト」への応募作品を会場内に
「Welcome Smile」などとして展示致します。その笑顔を見ると思わず微笑んでしまうような、愛犬たちのと
っておきの笑顔で、会場を笑顔いっぱいにします。
＜ワンコの笑顔フォトコンテスト URL＞ http://www.idoldog.jp/p/smile_contest
ホリプロアイドルドッグ.jp

【犬の力でニッポンを元気に！「ワンメッセージ」】
愛犬家とペットのコミュニティーを主宰するホリプロアイドルドッグ.jp では、被災した方の応援とニッポン全国の元気
につなげたいという思いから、ワンちゃんの応援メッセージ「ワンメッセージ」を被災地や日本全国に届ける活動を行っ
ています。会場では、ブサかわ犬「わさお」をはじめとした話題の人気犬から寄せられたメッセージ、1997 年の阪神大震
災の被災地 神戸の犬たちから、東日本大震災の被災者へのメッセージを展示します。また、会場にご来場のワンちゃ
んからの「ワンメッセージ」も受け付けます。
＜ワンメッセージURL＞ http://www.idoldog.jp/p/wan_message

ペットと楽しむお買い物 ！
【おしゃれドッグファッションタウン 「Produce by わんチャンネルＴＶ」】
誰よりも犬を愛する方のためのWebサイト「わんチャンネルTV」がプロデュースする「おしゃれドッグファッションタウ
ン」。オシャレでキュートなわんこグッズやオーナー様の雑貨屋小物等の小さなお店がたくさん集結します。秋の最新フ
ァッションやここでしか手に入らない限定アイテムなど、愛犬と一緒に楽しくお店をめぐり、とっておきの掘り出し物を見
つけてください。また、節電の意識が高まったこの夏はペットのクールアイテムが品薄というお店もあったようですが、
「おしゃれドッグファッションタウン」では、残暑も涼しく、秋・冬は暖かく使えるアイテムにも出会えます。
＜おしゃれドッグファッションタウンURL＞http://wan-chan.jp/event/osyaredog4/


ファッションタウン内には、撮影できるスペースも！モデル気分で撮影してください。 ＊撮影の予約不要

＜ペットの快適アイテム＞
夏の暑さや熱中症からペットを守るペットハウス「オアシス」 （「プリンセスマリン」のブースにて受注販売）
付属の大きな保冷剤を使って、ハウスを冷やしすぎることなく、室温とハウス内の温度差を8℃（室温30-36℃
でハウス内は22-28℃）に、8～10時間保てるので停電時も安心なペットハウスです。節電＆エコで、涼しく快
適な空間を作ります。



取っ手デザインは縦型・横型共に4種類

＜参考ＵＲＬ＞ http://wan-chan.jp/prom/araki-report-vol9/index.html



横置きタイプ ￥29,500(税込み)
縦置きタイプ ￥28,500(税込み)

暑さ対策+寒さ対策にも使える！Cool&Hot ピロー （DOG COMMUNE ドッグコミュン）

冷やされた血液が全身に流れることで、ペットの体温を下げる効果があります。
Cool&Hot ピローのひんやり効果は 8 時間以上！冷たすぎずぬるすぎず、適度なひんやり
感が持続します（28℃の室内にて計測。気候条件によって異なります）。ピロー本体は
40g 以下。200g の保冷剤を入れても気軽に持ち運べる重さで、キャリーBag やカートに
入れてお出かけ時にもお使いください。
冬は市販の貼るホッカイロを入れると、保温ピローとしても大活躍。一年中使える便利な
アイテムです。イタズラや事故防止のため、入り口はマジックテープがついていて安心！
＜ドッグコミュン URL＞http://www.dogcommune.com


￥2,625 (税込み)
クールバンダナ＆クールエプロン （洋服の型紙屋さん フルール）
「内側のポケットに保冷剤を入れてひんや～り。おうちでのリラックスタイムに、暑い日のお散歩に大活躍の
おしゃれなバンダナと、内側のポケットに保冷剤を入れてリボンを結んで着用するキュートなエプロンタイプをご
用意しています。

￥1,050～￥1,365(税込み)

￥1,890～￥3,990(税込み)

＜洋服の型紙屋さん フルールＵＲＬ＞ http://www.katagami-fleur.com/product/161

＜2011 秋冬の最新ファッション＞


shiripokke 2011 F/W new collection を先行販売！
今回ご用意した 2011 年の秋冬の新作数種を先行発売します。（HP では 9/1 より公開）
今期のトレンド、ニューリラックスや、ブリティッシュ、フレンチといった流行もおさえつつ、シック
で本物志向なスタイルを取り入れました。コーデュロイを使用したパンツやワンピースから、チ
ェックシャツにジャケットの重ね着タイプ、リバティプリントを使用したドレスワンピースやドレス
シャツ、メリノウール、染色作家による毛糸を使用したケーブルニットやニットワンピースなどを
ご用意しています。このほか、オールシーズン対応の、シンプル＆ナチュラルなお洋服や、
2011 春夏のリバティ生地を使用したワンピースなど、ほとんど現品限りの１点もの商品も S
から L サイズでご用意しております。
*新作は、すべてオーダーによる販売になり、お渡し時期は受付順となります。
＜さくら通り dogwear & goods shop しりぽっけ URL＞ http://shiripokke.main.jp/



Rody チェック DOG COMMUNE ドッグコミュン
ロディとのコラボ商品で大人気のシリーズ。ロディが唱える「I LOVE DC」。
今回は濃い目のクリーム色の生地をベースに、チェックのリブを合わせることで、更に POP になって登
場です！ロディとリブの色の組合せにこだわり、どの色を選んで頂いても男の子、女の子みんなに楽し
んで頂ける色展開となりました。LOVE のハート部分は、刺繍でぷっくり立体感を出しています。
＜DOG COMMUNE ドッグコミュン URL＞ http://www.dogcommune.com

￥4,830 (税込み)



ふんわり アンゴラのワンピース
「おしゃれドッグファッションタウン」をプロデュース「わんチャンネル TV」代表・荒
木千恵氏がデザイン＆製作している手編みのニット屋さん「PrincessMarine」で
は、一つ一つ丁寧に心を込めて作るニットワンピースの秋冬物が一足早くお目
見えします。アンゴラを使用したふんわりした手触りが最高です。

『interpets』オフィシャルアーティストに新人歌手 池田綾音さんが決定
大阪府出身。2011 年 1 月デビュー。凛としたベルベットボイスが好感度大の、
今注目したいシンガーの一人。
動物が好きで、ペット救済プロジェクト SAVE THE PETS 公認アーティストとしても
活躍。被災地にも足を運ぶなど精力的な活動をしている。
2011 年 8 月 17 日デビューアルバム「抱夢～きみがいた場所～」を発売。

【主催者について】
＜一般社団法人ペットフード協会＞
一般社団法人ペットフード協会は、1969 年の創設（日本ドックフード工業会）以来、日本のペットフードの安全と品質向上
および普及・啓発活動を中心に活動しています。当協会は、国内でペットフードを製造または販売する企業 89 社（正会
員 63 社、賛助会員 26 社（2011 年 8 月 1 日現在）で構成され、ペットフード市場の 90％を超える量をこの会員社で供給
しています。
当協会会員社は、我が国におけるよりよいペットライフの実現に貢献すべく、弛まぬ努力を重ねています。
詳細情報は、http://www.petfood.or.jp/をご覧ください。
＜メサゴ・メッセフランクフルト株式会社＞
メサゴ・メッセフランクフルト（株）は、メッセフランクフルトの日本法人として、国内でインテリア・雑貨、美容、産業技術な
どの分野で長年にわたり数多くの見本市開催の実績を持っています。また、グループ会社が海外で開催する見本市の
プロモーションを行っています。年間売上高 4 億 4,830 万ユーロ、世界中に 1, 600 人以上の従業員を擁するメッセフラ
ンクフルトは、ドイツ最大の見本市主催会社で、メッセフランクフルト グループは世界中に 28 の子会社、5 つの支店、
52 の海外セールスパートナーのネットワークを持ち、世界 150 カ国以上で事業を展開しています。「Made by Messe
Frankfurt」の見本市は、世界中 30 カ所以上の会場で開催されています。
詳細情報は、www.mesago-messefrankfurt.com をご覧ください。

＜本件に関するお問合せ先＞
メサゴ・メッセフランクフルト株式会社
プレス・PR 担当：久野／北島
TEL：03-3512-3277 FAX：03-3262-8442
E-mail：press@mesago-messefrankfurt.com
または
『interpets』PR 代行 ㈱プラップﾟジャパン：名取／星川
TEL：03-3486-7355 FAX：03-3486-7507

