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■ セミナー協賛

イングメディカル株式会社

エランコジャパン株式会社

株式会社学窓社

共立製薬株式会社

千寿製薬株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社

日本全薬工業株式会社

ネスレ日本株式会社

株式会社HACHI

株式会社 V and P

富士フイルムVETシステムズ株式会社

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社

ホクサン株式会社

ライオン商事株式会社

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

協賛一覧
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■ 広告協賛

■ 一括ダウンロード PDF 版抄録集

株式会社アステック

エランコジャパン株式会社

共立製薬株式会社

千寿製薬株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

株式会社 V and P

株式会社緑書房

株式会社メニワン

■ バナー広告 ( ログイン画面 )

日本全薬工業株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

ユニチャーム株式会社

■ バナー広告 ( アカデミーホームページ )

エアデックmini株式会社

株式会社エデュワードプレス

コニカミノルタジャパン株式会社

千寿製薬株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

株式会社ファームプレス

富士フイルムVETシステムズ株式会社

マルピー・ライフテック株式会社
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■ バナー広告 ( オンライン会議プラットフォーム内トップページ )

ゾエティス・ジャパン株式会社

ベトキノールゼノアック株式会社

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社

■ 商品〈製品〉動画

アイデックスラボラトリーズ株式会社

共立製薬株式会社

ゾエティス・ジャパン株式会社

■ 一括ダウンロード PDF 版抄録内 企業協賛ページへのロゴ・PR 文章掲載

いなばペットフード株式会社

キヤノンメドテックサプライ株式会社

株式会社ジェイマックシステム

日本フリッツメディコ株式会社
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■ アワード協賛

ゾエティス・ジャパン株式会社

株式会社HACHI

株式会社ファームプレス

文永堂出版株式会社

■ 企業主催プログラム協賛

アークレイマーケティング株式会社

アニコム先進医療研究所株式会社

ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社

日本全薬工業株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

株式会社HACHI

株式会社 V and P
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アークレイマーケティング株式会社

アークレイは 2014 年に動物専用ブランド「thinka」を発足しました。
ヒト医療で培った技術を活かして、動物用の血糖測定器や尿検査機器など多様な製品を取
り揃えております。
この度、昨年発売の「免疫反応測定装置 Vcheck V200」に新項目“fSAA”を追加します。
詳細は企業主催プログラム内の動画でご案内しておりますので、ぜひご覧ください！

アイデックス ラボラトリーズ株式会社

自動血球計算装置 IDEXX プロサイト Oneを発売いたしました。試薬を機器内部に収
めたコンパクトさと手間を最小限にしたシンプルなワークフローを備えながら、白血球 
5分類と網赤血球数、血小板数を含む世界標準のCBCを実現したスタンダードモデルです。

（動物用一般医療機器/血球計数装置）

株式会社アステック

弊社では、海外の優れた製品を提供させて頂くことにより、優れた医療の発展に貢献した
いと医療機器の輸入業務を展開しております。この度、日頃よりご愛好頂いております体
温計カバーをリニューアル発売いたしました。その他、仙腸関節ベルト（人用）やオゾン
水スプレーの販売も開始いたしました。ぜひお試しください。

アニコム先進医療研究所株式会社

アニコム先進医療研究所では、多様な臨床研究を進め、動物医療の発展に微力ながら貢献
するとともに、弊社グループのVISIONである予防型保険の実現、早期発見・早期治療の
体制構築、治らない・治りにくい疾病を根治する医療技術の開発に向けて取り組んでおり
ます。

いなばペットフード株式会社

よい原料を使い、食品基準で作る。だからおいしいちゅ〜るです。乳酸菌 1000 億個配
合でおなかの健康に配慮。鮮度管理がされた食品素材を原料にし、高速充填をする事でお
いしさを閉じ込めたちゅ〜るシリーズ。動物病院専用のちゅ〜るは、内箱に 50 本入って
おり、現在、猫 5 アイテム、犬 4 アイテムで展開中。新商品も発売予定。

協賛企業トピックス（社名 50 音順）
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イングメディカル株式会社

血液ガスとラクテートの専門商社です。血液ガス分析装置の販売、メンテナンス、酸塩基
平衡、血液ガスの読み解き、血液ガス院内勉強会の企画をしております。
先生方の血液ガスのお悩み解決いたします。
SunTech社動物用バイタルサインモニターVet30/Vet30E
HAEMONETICS社 血液凝固分析装置 TEG6s
取り扱い始めました。

エランコジャパン株式会社

エランコジャパン株式会社は 2020 年にバイエル社と統合し、革新的なソリューション
の提供を通してより豊かな生活への貢献を目指しています。2020 年にEP4 受容体の選
択的拮抗薬で、世界初のピプラント系消炎鎮痛剤「ガリプラント」、2021 年にミルベマ
イシンとロチラネルを有効成分としたフレーバー錠の犬用駆虫薬「クレデリオプラス錠」
と投薬 1 回で臨床効果約 1 カ月の犬用外耳炎治療薬「ネプトラ」が発売されました。

株式会社学窓社

当社は主に小動物臨床獣医師／動物看護師向けの専門書籍・雑誌を出版しております。消
化器専門誌「GO-VET」最新 17 号では「慢性嘔吐・下痢に対する食事療法」を特集。エキ
ゾチック診療の必携書「エキゾチック臨床シリーズ」、大好評「犬と猫の尿・便検査マニュ
アル」など様々な書籍がございます。ぜひご覧ください。

キヤノンメドテックサプライ株式会社

キヤノンメドテックサプライ株式会社は、旧　キヤノン医療用品とキヤノンライフケアソ
リューションズが合併して、2021 年 7 月に誕生いたしました。
獣医療のソリューションプロバイダとして、小動物X線診断装置VPXシリーズを初め、
動物用超音波診断装置VerifiaV、Xarioシリーズなど、製品販売すると共に「超音波実技
セミナー」で先生方をご支援いたします。

共立製薬株式会社

共立製薬のミッションは「動物と人の進む道を創る」ことです。
動物に関わるあらゆる現場の最前線に立ち、高度な医薬品や多様なサービスを通じて、動
物と人と環境が調和する持続可能な社会を目指していきます。
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株式会社ジェイマックシステム

ジェイマックシステムは、放射線画像IT部門のパイオニアとして創業 32 年になります。
大学付属の動物医療施設をはじめ、全国の動物病院様へもPACSを納入しています。
●新規開業医向けクラウド型PACSサービス「Climis」
簡単設定＆シンプルなGUI。低額な初期費用と月額定額料金で導入。院外からノートPC
やiPadを利用した画像閲覧も可能。

千寿製薬株式会社

千寿製薬株式会社は眼科薬を中心に開発・製造を行っています。動物薬品事業室では動物
たちがヒトと同じように治療を受け、QOV（Quality of Vision）を改善・維持することで、
健康な生活を送ることができることを目指しています。

ゾエティス・ジャパン株式会社

本年 1 月新発売の犬用寄生虫駆除剤シンパリカ トリオは、3 種の有効成分（サロラネル・
モキシデクチン・ピランテルパモ酸塩）を配合、3 分野の寄生虫（ノミ・マダニ／犬糸状
虫／消化管内線虫）に月 1 回 1 錠で簡便に駆除効果を発揮。与えやすく（小粒でチュアブ
ル錠）分かりやすい体重区分のシンパリカ トリオをお試し下さい。

DSファーマアニマルヘルス株式会社

当社は、世界で初めて動物用再生医療等製品で製造販売承認された犬（同種）脂肪組織由
来間葉系幹細胞製品ステムキュア®を昨年発売しました。適応の胸腰部椎間板ヘルニアは、
外科的処置や保存療法が選択されてきましたが、回復が期待できないケースもあり、新た
な治療方法が強く望まれてきました。
当社は新たな治療選択を提供することにより、動物たちの健康を支え、人々の笑顔あふれ
る暮らしに貢献して参ります。

日本全薬工業株式会社

弊社はアレルミューンHDM（次世代減感作療法薬）、ブレンダZなど世界初の新薬開発を
はじめ、ネクスガードスペクトラ、ブロードライン、ファルミナ社療法食（Vet Life）、
アゾディルなど世界の優れた製品の販売も行っています。
2016 年に動物薬・畜産・ペット業界で初の「日本経営品質賞」を受賞しています。
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日本ヒルズ・コルゲート株式会社

新世代フード、誕生！
環境アレルギーと食物アレルギーをひとつで栄養学的にサポートできる特別療法食。
※単一の動物性たんぱく質として『卵』を使用
ヒルズプリスクリプション・ダイエット〈犬用〉オールスキンバリア 小粒
製品の全容が分かる・体感できるシンポジウムはこちらからお申込みください！

（3 月 13 日（日）17:00~開催）

日本フリッツメディコ株式会社

動物病院の新規開業時にもおすすめ！
エキゾチックアニマルから大動物まで対応可能な動物用鋼製手術器械を取り揃えております。
ホームページより動物病院向け総合カタログ#4000αをご覧ください。
https://frigzmj.com/

ネスレ日本株式会社

ネスレ ピュリナ ペットケアは、世界各地に研究施設を持ち、500 人以上の科学者から成
る研究チームがペットとその飼い主の生活を豊かにするために製品開発に取り組んでいます。

「ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット」は、最先端の科学的知見に基づいた栄養
設計で、ペットの健やかな生活と健康寿命延伸に貢献します。

株式会社HACHI

株式会社HACHIの「アニミューン ®」は人の科学的根拠に基いた動物病院専用サプリメン
ト。2021 年 10 月発売開始し、全国 300 以上の動物病院で取扱されています。主要成
分「フアイア（糖鎖TPG-1）」は、1000 人超のランダム化比較試験において明らかな有意
差が出ており、かつ副作用がほぼ無いのが特徴。

株式会社ファームプレス

ファームプレスは「すべては小動物臨床のために」をモットーに小動物獣医学書籍・雑誌
を取り扱う出版社です。2022 年春には大好評外科シリーズ最新刊「頭頚部 2」や「犬と猫
の呼吸器診療検査マニュアル」を刊行予定。愛玩動物看護師カリキュラム対応「動物看護
コアテキスト第 3 版」など他の書籍・雑誌とともにご活用ください。
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株式会社V and P

人と同様に犬猫も高齢化により病気のリスクが高まっていますが、ベッツベッツは未病の
状態での健康管理が重要と考えております。
犬猫の健康に「アンチノール ®（PCSO-524®）」、人の健康に「リプリノール ® アドバンス

（ESPO-572®）」。
私どもは人と動物のワンヘルス、皆さまのアクティブエイジングを応援いたします。

富士フイルムVETシステムズ株式会社

富士フイルムVETシステムズの外注検査サービスは、健康診断の中心となる血液検査に
加え、微生物学検査、形態学検査等、豊富な検査項目とIoTサービスを通じて動物医療の
発展に貢献いたします。
また、血液検査機器、画像診断システムなどの動物用医療機器も網羅。院内・院外共に、
検査分野はお任せください。

文永堂出版株式会社

弊社は獣医大学のテキスト、臨床家の先生方のための実践書を 50 年以上にわたり発行い
たしております。また、ホームページでは弊社出版物および海外の獣医関連書籍の新刊情
報ならびに書評などを随時更新し、最新の情報をお届けいたしておりますので、ぜひご覧
下さい。

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社

『人間と動物の健康と幸福』 〜私たちの目指しているもの〜
動物と人間の生活は深く複雑に関わりあい、動物たちの健康が私たち人間の健康につながっ
ています。
私たち、ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス は科学と革新を通じて、動物と人
間の健康と幸福を高めることに全力で取り組んでいます。

株式会社緑書房

現代の獣医師が取り入れるべき治療における思考法を紹介した『ここからはじめる犬と猫
の臨床治療学』や全 6 巻で愛玩動物看護師国家試験範囲を網羅する『愛玩動物看護師の教
科書』シリーズなど、緑書房の伴侶動物獣医学書を特別価格で販売中。そのほかのライン
ナップは緑書房HP(https://www.midorishobo.co.jp)をご確認ください。
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株式会社メニワン

株式会社メニワンは 20 年余り動物眼科を軸に事業を展開し、サプリメント「メニわん」
を2004年、「メニにゃん」を2006年に発売と長きに渡りご愛顧をいただいて参りました。
2 つの商品シリーズの統合を行い、ブランド名「Duo One」に一新しました。
獣医師、飼い主の期待に応えるべく安心と安全、確かな品質を提供し続けて参ります。

ライオン商事株式会社

DSファーマアニマルヘルス株式会社、ホクサン株式会社、ライオン商事株式会社は、
犬猫の生涯におけるオーラルケアを、検査・治療薬・ホームケア製品を通じ、全力で
支援してまいります。

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

ロイヤルカナンは、科学と観察、犬と猫の専門家とのパートナーシップを重んじ、個々の
犬と猫のニーズに合うペットフードを開発・提供しています。
個々の栄養ニーズをきめ細やかに満たすことで、一頭一頭の犬と猫に、目に見え、実感で
きる「真の健康」を提供することで、ペットにとってより良い世界の実現を目指しています。




