
【お問合わせ先】 

ペットフード公正取引協議会 事務局

TEL 03－5298－7321 ／FAX  03－ 5298－7322  

E-mail info@pffta.org 

〒101－0041 東京都千代田区神田須田町 2-3-16 ユニゾ神田須田町二丁目ビル 9F 

ペットフード公正取引協議会 

ペットフード等における 
「医薬品医療機器等法・ガイドライン」説明会のご案内 

各位 

平成29年7月19日 
ペットフード公正取引協議会 

事務局 

謹啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。又、平素より当協議会の事業活動
にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、ペットフードの表示における医薬品的な表示に関しては、「動物用医薬品等の範囲に

関する基準について」（平成26年11月25日付け26消安第4121号消費・安全局長通知。以下、 

「局長通知」と称す。）を遵守し、医薬品医療機器等法上の医薬品等と誤認されないよう、適

正な表示の徹底が求められております。 

局長通知につきましては、一年に一回農林水産省の御担当者様をお迎えし、医薬品医療機器

等法の目的とその適切な運用について、より解り易くご説明致しております。 

この度は、局長通知、課長通知、ガイドライン、事例集、何れも大きな変更の予定はありま

せんが局長通知やガイドラインの解釈、運用が適正でない場合、医薬品医療機器等法上の医薬

品等に該当するペットフードの販売等は同法違反となりますので、各事業者の御担当者様、少

なくとも1名以上の方に、是非この説明会を受講いただきますようお願い致しております。 

又、ペットフード安全法に関しましても、僅かな時間ではございますが、最新の情報を農林

水産省の御担当者様よりご説明頂きます。 

つきましては、参加申込ご希望の方は、別紙①「受講申込申請書」へ必要事項をご記入の上
受付開始日7月20日（木）より 締切日10月31日（火）までに、事務局までメールにてお申込み
頂きますようお願い申し上げます。尚、各会場とも先着順にて定員締め切りとさせていただい
ておりますので、何卒ご了承下さい。 

また、是非確認したいと思われる表現、文言についてのご質問をお受けしております。ご希
望の方は別紙②「質問票」へ必要事項をご記入の上、10月31日（火）までに事務局までメール
にてお送り頂きますよう、重ねてお願い申し上げます。 

是非、この機会にご参加いただき「ペットフード等における適切な表示」に関する理解を深
めていただきますようお願い申し上げます。                    謹白 



ペットフード等における 
「医薬品医療機器等法・ガイドライン」説明会 実施概要 

【日 時】 ①東京会場 11/14（火）13：00 開場、13：30～講習会
②福岡会場 11/17（金）13：00 開場、13：30～講習会
③大阪会場 11/24（金）13：00 開場、13：30～講習会

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班  三谷 いほり様 
  〃      愛玩動物用飼料対策班 課長補佐  古川 明  様   
ペットフード公正取引協議会        表示委員長   大野 和彦  

【講 師】 

【会 場】 

③大阪会場 ：毎日インテシオ 4F 会議室 E ※先着順定員 60名  

①東京会場 ：日本教育会館  9F 第5会議室 ※先着順定員90名 
東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号 

 TEL：03-3230-2831 

大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 
  TEL： 06-6346-8351  

【参加費】 正会員 無料 
準会員 5名まで無料、6名以上金10,000円／人 
非会員 金10,000円／人 

※受講希望者には「受講申込申請書」確認後、お振込先等のご連絡をさせていた
だきます。 
尚、講習会前にお振込頂きますようお願い致します。当日のお支払いはお受け
致しかねますので、予めご了承下さい。 

※キャンセルの御返金は致しかねます。ご了承下さい。 
※交通費及び宿泊費等は受講者の負担となります。 

【当日スケジュール】 ※全会場 共通 

【申 込】 別紙①の「受講申込申請書」へ必要事項を記入の上メールにて申込下さい。 

受付開始日7月20日（木） 各会場 先着順にて定員になり次第受付終了。 

※代理人変更に関しては、事前に事務局までご連絡頂きますようお願い致します。 

ペットフード公正取引協議会 

平成29年7月19日 

時 間 プログラム 所 要 

13：00～13：30  開場～受付 

13：30～14：15 【医薬品医療機器等法】  農林水産省   三谷 いほり様 45分 

14：15～15：30 【ガイドライン・事例集】  ペットフード公正取引協議会 大野 和彦 75分 

15：30～15：50 【ペットフード安全法】  農林水産省 課長補佐 古川 明 様 20分 

15：50～16：00 
【質疑応答】  農林水産省    三谷 いほり様 

農林水産省 課長補佐 古川 明 様 
  ペットフード公正取引協議会 大野 和彦 

10分 

16：00～ 終了～退場 

②福岡会場 ：リファレンス駅東ビル 7F G会議室     ※先着順定員 60名  

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目16番14号 
TEL： 092-432-0058  



東京会場 アクセスのご案内 

日本教育会館  9階 第5会議室 

東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号 TEL：03-3230-2831  

ペットフード公正取引協議会 

【電車をご利用の場合】 
◆地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 神保町駅（A1出口）下車徒歩3分 
◆地下鉄都営三田線 神保町駅（A1出口）下車徒歩5分 
◆東京メトロ東西線 竹橋駅（北の丸公園側出口）下車徒歩5分 
◆東京メトロ東西線 九段下駅（6番出口）下車徒歩7分 
◆JR総武線 水道橋駅（西口出口）下車徒歩15分 

【お車をご利用の場合】 
◆首都高速道路、代官町・北の丸インターチェンジ 
※専用駐車場はありません。   



福岡会場 アクセスのご案内 

リファレンス駅東ビル  7階  G会議室 

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目16番14号   TEL：092-432-0058   

ペットフード公正取引協議会 

【電車をご利用の場合】 
◆JR博多駅（筑紫口）下車徒歩4分 
◆市営地下鉄 博多駅（筑紫口）下車徒歩4分 

【お車をご利用の場合】 
◆都市高速道路 博多駅東 J出口 
※専用駐車場はありません。   



大阪会場 アクセスのご案内 

毎日インテシオ 4階 会議室 E  
大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ    TEL：06-6346-8351   

ペットフード公正取引協議会 

【電車をご利用の場合】 
◆ＪＲ大阪駅 桜橋口より徒歩8分  
◆ＪＲ環状線福島駅より徒歩5分  
◆阪神梅田駅より徒歩5分 
◆地下鉄西梅田駅より徒歩5分 

 
【お車をご利用の場合】 

※ビル内には、下記のとおり、有料の駐車場がありますが、ビル内の他の施設
をご利用の方もいらっしゃいます。可能な限り、公共交通機関をご利用いた
だきますようお願い致します。 



 

ペットフード公正取引協議会 事務局 

E-mail  info@pffta.org 
 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-3-6 ユニゾ神田須田町二丁目 9 階 

TEL 03-5298-7321   E-mail info@pffta.org 
 

受付開始日 平成 29 年 7 月 20 日（木）～ 

各会場 先着順にて定員になり次第受付終了とさせていただきます。  

下記に必要事項をご記入の上事務局までお送り下さい。  

受講会場  参加する会場を残して 
不参加会場を削除してください。 

11/14(火)  

東京会場 
定員 90 名 

11/17（金）  
福岡会場 
定員 60 名 

11/24（金）  
大阪会場 
定員 60 名 

 

受講担当者  
情報  

御社名 

 

住所  〒  

 

電話番号  

 

ＦＡＸ番号  

 

受講代表者氏名  

 

所属部署 

 

役職  

 

メールアドレス 

 
 

追加受講者氏名 所属部署 役  職 

①    

②    

③    

④    

⑤    

計    名 

平成 29 年度ペットフード等における 
医薬品医療機器等法・ガイドライン説明会 

受講申込申請書 

 



別紙② 

 
 

ペットフード公正取引協議会 事務局 

E-mail  info@pffta.org 
 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-3-6 ユニゾ神田須田町二丁目ビル 9 階 

TEL 03-5298-7321   E-mail info@pffta.org 
 

 

下記に必要事項をご記入の上 10 月 31 日（火）までにメールにて事務局までお送り下さい。  

 

御社名  
 

代表者氏名  
 

所属部署 
 

役職  
 

質 問 内 容 

 

 

平成 29 年度ペットフード等における 
医薬品医療機器等法・ガイドライン説明会 

質  問  票 
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