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※プログラム・講演者につきましては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※最新のプログラムはWEBサイトにて随時公開いたします。

※定員のため申込終了となったセッションも立見での聴講・見学が可能となっております。（受講料無料） ※定員のため申込終了となったセッションも立見での聴講・見学が可能となっております。（受講料無料）
ランチョン
セミナー有　料

A2-12

E2-10
骨折治療で最低限習
得すべきテクニック
(Lag screw、
Compression Plate)

藤田　幸弘
麻布大学

是枝　哲彰 
藤井寺動物病院 /
動物人工関節センター

協賛：ジョンソン・
エンド・ジョンソン

A2-11 B2-11

D2-10C2-10
腹腔鏡下組織生検に
ついて

吉田　宗則
クウ動物内視鏡医療センター
協賛：AVS

吉田　宗則
クウ動物内視鏡医療センター
協賛：AVS

吉田　宗則
クウ動物内視鏡医療センター
協賛：ニプロ

中島　尚志
HJS
協賛：グロース

C2-14
内視鏡下胃ろう増設術
PEGセミナー

B2-12

学校で教えてくれなかったヒフとミミの実践
―明日の診療に役立つために―
三枝　早苗
北川犬猫病院
協賛：すとろーはうす

A2-10
俺の持論 アレルギーOverview
～アレルギーにおけるBest Practiceの追求～
川野　浩志
プリモ動物病院練馬
動物アレルギー医療センター
協賛：ペティエンスメディカル

D2-14

E2-16

B2-14A2-14

A2-15

A2-16

C2-17A2-17

有　料 有　料 有　料

有　料

有　料 有　料

A1-10
マイクロ波メスの
特徴と性能

B1-10
先制！耳科診療 1

先制！ 耳科診療 2

村山　信雄
犬と猫の皮膚科、
日本小動物医療センター
協賛：インターズー

村山　信雄
犬と猫の皮膚科、日本小動物医療センター
協賛：ニュービジョンコーポレーション、メディカ
ルスペース、千寿製薬、ペティエンスメディカル

最新データからペット業界の未来を考える
-「全国犬猫飼育実態調査」を読み解く-
徳本　一義
へリックス
協賛：グローバルペットニュートリション

尿管ステントを使い
こなすケーススタ
ディ実習 中枢神経エコー

高橋　暢洋
たかはし動物病院

B2-10
皮膚と腫瘤のエコー

栗原　学
マッセイ大学・LIVES

角膜・結膜の切開と
縫合

小野　啓
パル動物病院
協賛：千寿製薬

呼吸器のエコー

末松　正弘
末松どうぶつ病院

眼科エコー

小野　啓
パル動物病院

豚の肝臓で学ぶ
ステップアップ
基本手技

中島　尚志
HJS
協賛：ニュービジョン
コーポレーション

B2-15
循環器エコー

井坂　光宏
酪農学園大学

B2-16
4Dエコー

井坂　光宏
酪農学園大学

B2-17
先制スクリーニング
エコー

竹内　充彦
獣医画像診断サービス

ポータブル輸液ポンプ
（シュアフューザー）を
用いた在宅治療

実習・事前申込制

B2-18
シークレットセミナー

今井　昭宏
東京大学
協賛：グラッド・ユー

肺胞パターンと間質パターンを見極める
～既知から未来へ～
栗原　学
マッセイ大学・LIVES
協賛：日本生命　GLAD

緑内障の診断と治療

小野　啓
パル動物病院
協賛：千寿製薬

感染症診療のススメ
～戦前の治療からの脱却～

茂木　朋貴
理化学研究所　生命医科学研究センター・LIVES

動物病院経営におけるアンチ
ノール有効活用法～事例紹介～

工藤　美保
V and P

手術器具、賢者の選択

中島　尚志
HJS
協賛：ニュービジョンコーポレーション

開業前と開業後５年
以内の獣医師さんへ、
経営のHow to
山崎　雄一
YourLink

E1-11A1-11
X線の使用および
防護に関するQ&A

山口　健太
フラット

蟹江　謙介
カインド

B1-11 D1-11
TITAN LOCK
（タイタンロック）
実習セミナー
スターターコース

小野　晋
MADIC

野村　和正
大阪動物夜間急病センター

D1-14
戦略的動物病院の
革新と核心（未来へ向けて）

C1-10
腹腔鏡下卵巣子宮
摘出術について

吉田　宗則
クウ動物内視鏡医療センター
協賛：AVS

吉田　宗則
クウ動物内視鏡医療センター
協賛：AVS

中島　尚志
HJS
協賛：グロース

小山田　和央
松原動物病院

B1-12
先制医療に関する
基調講演
井上　浩義
慶應義塾大学医学部
化学教室

炭酸ガス再吸入への警鐘
-テルコムの歩みと製品へのおもい-

後藤　尚之
テルコム

C1-15
消化管内視鏡
セミナー

A1-13 B1-13

D1-18
食肉うさぎを使った
十字靭帯断裂関節外法

食肉ウサギを使用した
TITAN LOCK
(タイタンロック）
実習セミナー
アドバンスコース

中島　尚志
HJS
協賛：松田医科工業

伊藤　享
伊藤享設計工房

D1-16

B1-14

B1-15

攻めるスキンケア！
Bacteria therapy
中島　尚志
HJS
協賛：グラッド・ユー

最新の動物用デジタルレント
ゲン製品のメリットとFAQ

B1-16

獣医療格差と
抗菌戦略

B1-17

最強の院内感染症
コントロール法
茂木　朋貴
理化学研究所　生命医科学研究センター・LIVES
協賛：ユニトライク

B1-18

臨床医が知っておきたい
歯周病へのアプローチ
倉田　大樹
ワールド動物病院
協賛：ベッツクリニカルラボ

A1-14

A1-15

動物薬の臨床試験
-概要と協力のお願い-

市川　康明
アルビス

A1-16

E1-15
前十字靭帯断裂
(CrCLR)の診断から
治療を知る実習
(TPLO)

是枝　哲彰
藤井寺動物病院/
動物人工関節センター

藤田　幸弘
麻布大学

協賛：ジョンソン・
エンド・ジョンソン

A1-17

A1-19

A1-18
Point of careと
超音波設定

救急エコー
B1-19

有　料

有　料 有　料

有　料

D1-15 有　料

有　料

会場A 会場B 会場C 会場D 会場E

有料
セッション

動物病院経営において
必ず知っておきたい事とは
山田　英生 /  神長倉　理恵
TAP総合会計鑑定事務所・土屋会計事務所
クレディセゾン

最新の動物用義肢装具

島田　旭緒
東洋装具医療器具製作所

脂漏性皮膚炎への
アプローチ

A2-13

小宮山　典寛
三鷹獣医科グループ
協賛：Guam Veterinary Supply

獣医療未来の病院
マネージメントについて

就業規則に盛り込む
必要なポイント完結編

山崎　雄一
YourLink

先制獣医療
ミーティング

戦略的感染症
対策室

超音波
未来会議超音波

未来会議

中島　尚志
HJS
協賛：ワールド・ペットケア・プロダクツ

李　光一
Rayence Co. 日本支社

※超音波未来会議のセッション受講には、別途、B会場専用チケット（￥5,000（税別））のご購入が必要です。
（終日の全席指定席ですが、数セッションのみの受講も可能です。）

新型サージェリーチップを
用いた猫の抜歯法（仮）
渡邊　一弘
岐阜大学
協賛：オサダメディカル
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獣医療関連企業の展示ブース

同時開催９/５（水） 戦略的感染症対策室

同時開催９/６（木） 超音波未来会議

同時開催９/５（水） 先制獣医療ミーティング

（事前申込制、定員90名）

獣医療関連企業セミナー

実習＆デモンストレーション

獣医師 ：15,000 円 看護師、トリマー ： 10,000 円

未来につなぐテクニックとモノを発見！

”明るい未来 ”の話をお届けします！

前回、大好評だった少人数制セミナー。今年も体感ください！

疾患群から健康群へ、群から個体へ、獣医療の未来を支えるパラダイム、

“ 先制獣医療 ”ですべての動物たちへの獣医学的介入をはじめましょう。

協賛企業：株式会社 V and P、グローバルペットニュートリション株式会社

医学の、あるいは社会における感染症の考え方は急速に変わりつつあります。

かつての伝染病から市中感染へと舞台は変わり、抗生物質を人類共通の限りある

資源とする考え方をもとに、これからの獣医療で有効な感染症戦略を考えていきましょう。

協賛企業：株式会社グラッド・ユー

CTやMRIをしのぐ画像解像度とともに、唯一無二の疾患情報をリアルタイムかつ非侵襲で提供できる、

もっとも有用な医療機器“超音波”。すべての場所ですべての部位の診療へと急速な進歩をとげる

超音波診断装置のこれからの使い方を提案します。

※ 9/5（水）A1-18、A1-19も受講されることをお薦めいたします。

協賛企業：株式会社ニュービジョンコーポレーション、株式会社メディカルスペース、キヤノン医療用品株式会社

【当日 1 日券】

（事前申込制）

下記事項につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。

・看護師、トリマーの方々のご入場チケットを準備しておりますが、専用セミナーのご用意はございません。

・有料セミナーは、別途受講料がかかります。　・会場では、現金のみのお取り扱いとなります。

※価格はすべて税込です。

ペットクリニックを経営される先生方だからこそ必要な保障（疾病やケガによる休業時の保障、
就労不能となった場合等）について、情報提供をさせて頂きます。また将来のリタイアメントプラ
ンや資産の形成（個人・法人問わず）についても現状に沿った最新のデータを提供させて頂きま
す。本展示会には多様な事例に対処しているファイナンシャルプランナーが常駐しております。
是非お気軽にご相談ください。

ペットクリニック経営者様向けファイナンシャルプランT18 日本生命　GLAD

整形外科用ロッキングプレート　TITAN LOCK（タイタンロック）を展示いたします。Φ
1.2mm～φ2.4mm までの 5 種類のサイズ展開をしております。展示ブースでは、サンプルの
展示、実際に手に触れていただく場を設ける予定です。
また、ハーブを使用した『AINA HERB』も展示いたします。鳥取県のハーブ業者による手作りの
商品です。サンプルなども配布いたしますので、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

整形外科用ロッキングプレート　TITAN LOCK（タイタンロック）T19 株式会社グロース

携帯型ディスポーザブル医薬品注入器『シュアーフューザー』を中心に、輸液ポンプやシリンジ
ポンプなど最新の輸液関連製品を展示出展します。その他、シリンジやカテーテル、経口薬な
ど、医療機器と医薬品の両方を取り扱う数少ないメーカーとして、総合的なご提案もさせてい
ただきます。さらに弊社の医療研修施設『iMEP』での獣医様への研修案内やご利用状況なども
ご紹介します。

携帯型ディスポーザブル医薬品注入器『シュアーフューザー』T21 ニプロ株式会社

新製品の動物用内視鏡　VES-BeOneをはじめ、様々な製品を展示しております。

動物用内視鏡　VES-BeOneT22 株式会社AVS

ジーミストは世界で初めて次亜塩素酸水の長期保存に成功し、製造特許を取得した新しい次亜塩
素酸水です。極微量のナトリウムで、次亜塩素酸の除菌力を保持しており、今まで噴霧器などで心
配だった錆や塩分の結晶化も少なく周辺医療機器にも安心です。特殊製法で浸透力を高めたジー
ミストは消臭力に優れ、都内の地下鉄全駅で消臭剤として採用されました。動物にかかっても残
留性はなく普通の次亜塩素酸水と同じ様にお使いできます。

新しい次亜塩素酸水「ドクタージーミスト」T23 ユニトライク株式会社

動物眼科に関する販促資材の展示をいたします。

動物眼科に関する販促資材の展示T24 千寿製薬株式会社

「医療レベルの清潔というスキンケア」「Skin BiomeをReset する」N'sdrive スキンケアシ
ステムは基より、新製品の展示、病院様での使用例や成分の特徴を記した資料等をご用意してお
ります。又本展示会には実際に使用しているスキンケアのベテラン担当者が常駐します。使用方
の実例やご質問に細かくお答えいたします。皮膚セミナー　スキンケアベストプラクティス
2016～ 2018年で使用されたハンドアウト、展示販売致します。

N'sdrive スキンケアシステムT25 株式会社グラッド・ユー

歯科ユニットオサダポータブルユニットデイジー、新型サージェリーチップ、ポータブルレント
ゲンデキシコなど歯科関係の機器展示を中心に行います。

歯科ユニットオサダポータブルユニットデイジーT27 株式会社オサダメディカル

先生方の臨床に役立つ書籍・映像商品を VETS EXPO 特別価格にてご提供しております。是非
弊社ブースまでお立ち寄りくださいませ。

書籍・映像商品をVETS EXPO特別価格にてT28 株式会社インターズー

ベッツペッツ・アンチノールはモエギイガイより抽出した抗炎症脂質（PCSO-524®）として特
許取得済の脂肪酸サプリメントです。ベッツペッツは①優れた製品のご提供、②優れた販売シス
テム、③ペットオーナー様のフォローアップの３つを併せてご提供することでトータルに販売を
ご支援いたします。動物病院様のご登録により製品サンプル（30 粒製品 2 箱）他のスターター
キットをお送りいたしますので是非お試しください。

ベッツペッツ・アンチノールT30 株式会社V and P

最新の医療機器マイクロ波メスを展示致します。電気メス・超音波メスとは異なる新しいエネル
ギーデバイスです。国内メーカーが開発製造しており、世界初のシーリングシステムとなってお
ります。発売は2017年 4月と、まだまだ獣医業界では認知されておりませんので、是非この機
会にお立ち寄りくださいませ。

最新医療機器マイクロ波メスT31 株式会社カインド

弊社では、鋼製器具「New vision」ブランドの製造販売をいたしております。今回、各製品群に多
彩な企画をご用意しております。スタンダードラインの他、売れ筋商品の特価品、手術基本セッ
ト、多目的光源付ピンセットやハイパー眼科手術器具セット等をお求め易い価格にてご用意いた
しました。是非、弊社ブースへお立ち寄りください。

鋼製器具「New vision」T37 株式会社ニュービジョンコーポレーション

アメリカ領グアムにて、動物用の医薬品、医療器具を取り扱う「グアム ベテリナリー サプライ」
は、1996年にスタートして、日本の獣医師の先生方に22年以上お引き立て頂いております。日
本では入手できない薬剤を中心に販売しており、メールサービスにて、最新の獣医学情報も提供
しています。グアムは日本との時差が 1 時間。成田より 3 時間 30 分で行ける一番近いアメリカ
です。是非に観光を兼ねて訪れてください。また日本への配送も承っています。

動物用医薬品、医療器具T39 Guam Veterinary Supply

当社のペット用在宅酸素吸入装置『酸素ハウス』は全国のご家庭で、1,950台以上稼働しており
ます。また、動物病院様へ販売も行っております。現在人気のスタンダードモデル『H-16型』はお
陰様で販売総数 2,500 台を超えました。ICU への接続の際、２部屋同時に酸素を流せるパワー
2倍のモデル『Fフラッシュ -17型』や、麻酔器に接続でき、酸素濃度調整が可能なモデル『Mア
シスト -17型』も展示いたします。是非ブースへ足をお運びください。

ペット用在宅酸素吸入装置『酸素ハウス』T32 テルコム株式会社

各先生方と共に --- コツコツ！ --- 全力投球！ ---「戦略的動物病院」--- 全国各地で約180数件 ---
今日現在も、新たな御手伝いが進行中です。病院のデザイン、設計、監理はもとより、新規開業で
は、マーケティング、需要予測、事業計画、税務・資金調達等コンサルティング、開業物件捜索まで
--- 移転・拡張・建替え・リノベーション計画では、「戦略的」をキーワードにアイテムの抽出、組
立てから、ホップ・ステップ・ジャンプへ ------

「戦略的動物病院」T33 株式会社伊藤享設計工房

今回は超音波装置を展示させていただきます。是非キヤノンブースにお寄りいただき、実機で画
像をご覧いただければと存じます。ご来場をお待ちしております。

超音波装置の展示T34 キヤノン医療用品株式会社

主に感染症を中心とした受託検査のご案内となります。口腔状態の客観的評価として期待出来る検査や、
ＳＦＴＳＶ遺伝子検査等のリーフレットを配布致しておりますので是非ブースにお立ち寄りください。
▶歯周病リスク検査（歯周病原菌の有無および量の判定）
▶微生物検査（一般細菌培養、血液培養　等）
▶SFTSＶ遺伝子検査等の特殊検査

感染症を中心とした受託検査のご案内T17 株式会社ベッツクリニカルラボ

純国産の管理医療機具：スペースヤマトのご紹介です。業界初のダブルスイングモーション、強
力マグネット（ネオジウム）回転磁場システムを搭載。これ一台で血行促進、リンパマッサージ、骨
盤、姿勢改善等、全身にご使用出来ます。

純国産の管理医療機具T36 株式会社ヤマト

kitten's ribbon は”猫とちょっとトクベツな毎日を彩る”がコンセプトのオリジナル＆セレク
トショップ。今回はオリジナル商品を販売させていただきます。静的耐荷重量 220ｋｇ超！高品
質キャットハウスの他、猫の島・猫の街と呼ばれる観光地で大人気発売中の猫雑貨や日本の職人
の技術が光るメンズファッションアイテムも。ギフトラッピングも承りますので、お気軽にお声
がけください。

オリジナル猫グッズ＆セレクトショップH2 株式会社kitten's ribbon

小さな頃から動物が大好きで、動物看護士及びトリマーとして長年勤務いたしました。その経験
を活かし、現在は羊毛フェルトでリアルな動物から可愛いらしい動物まで様々な動物を作ってい
ます。

羊毛フェルトで作った動物小物H6 Fluffy

天然石や貴金属、天然皮革で作り上げた本格的なジュエリーを。ペットのフィギュアやメモリア
ルジュエリーもお作りします。
その場でオーダーメイドジュエリーの受付も可能です。デザイン画をお作りしますので、お気軽
にお声かけください。

オーダーメイドジュエリー・アクセサリーの製作販売 H7 株式会社S.A.M

猫の脱走防止専門店です。愛猫の脱走をきっかけに製作した木製の格子扉『にゃんがーど』をオー
ダーメイドで製造しています。今回はサンプルとお写真をお持ちしました。少しでも多くの猫
ちゃんと飼い主さんが安心して暮らせることを願いながら日々製作に励んでおります。また先日
立ち上げたばかりのファッションブランド「Lazuli」のバッグ販売もございます。猫の飼い主さん
のために開発したバッグを是非手に取ってご覧ください。

木製格子扉『にゃんがーど』H4 株式会社ねこ工房

西荻窪の猫用首輪・猫雑貨の店。逸走時の目印になるバンダナ風首輪を中心に、つけ心地に
こだわった首輪は、「首輪嫌いの猫様も嫌がらない」とのお声も多数！
猫好き様のためのかわいすぎない雑貨もご用意しています。

猫用首輪・猫雑貨H1 ネコソダテ

ペティエンスメディカルでは、全国の動物病院で導入いただいている下記製品をご案内させていただきます。
また来場いただいた先生方に【学会会場限定特典】など準備してお待ちしております。この機会に是非お試しください。
（１）動物用サプリメント【猫用５製品、関節、椎間板神経、行動関連、など】
（２）皮膚科・耳科・スキンケア製品【AFLOAT DOG、耳2製品】
（３）低アレルゲン製品【ペティッツトリーツ】

動物用サプリメントとスキンケア製品T16 株式会社ペティエンスメディカル

労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等の手続き、申請に関することや労務管理、就業規則
作成、給与計算、割増賃金集計に関する基礎的なアドバイスをはじめ、財務や法務、経営管理に関
することの全般の相談をお受けいたします。内容によっては後日、対応もさせて頂きます。

病院経営管理部門の全般的な相談T1 株式会社YourLink

セゾンカードでおなじみのクレディセゾンです。
先生方の経費削減のお手伝いができる商品をご紹介いたします。タブレットやスマホと連動させ
簡単に診療費が支払える【決済ツールCoiney】や時代の変化に伴い進むQRコード決済ができ
る【決済ツールOrigami】、ゆとりある限度枠のご提案ができる【ビジネスカード】も紹介してお
ります。ご興味ございましたら、ぜひお立ち寄りください。

経費削減のお手伝いツールのご紹介T3 株式会社クレディセゾン

歯科から整形外科まで対応できるポータブルX線撮影装置や、X線防護製品、弊社が代理店をし
ております株式会社ナカニシの歯科用、整形外科用製品の展示をいたします。また、ルーペや電解
水生成器など、トータルで院内衛生管理、診断から治療までお使いいただける機器を展示いたし
ます。

ポータブルX線撮影装置とX線防護製品T4 株式会社フラット

整形外科・神経外科領域において、高品質の各種インプラント、器械、サービス、教育や最先端技
術をはじめとするソリューションを提供しています。

動物用整形外科、神経外科T5 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

動物用の義肢装具を作製しております。新しい義肢装具のご紹介や症例適応などのご相談などを
させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

動物用義肢装具T6 東洋装具医療器具製作所

スキンウエア＠ケア（旧皮膚保護服エリザベスウエア）に加え、新商品スキンウエア＠プロを展示
しております。実際に見て、生地を触ってみてください。お待ちしております。

スキンウエア「エリザベスウエア®」と新商品T7 株式会社すとろーはうす

Ci メディカルオリジナル商品の展示いたします。

Ci メディカルオリジナル商品T8 株式会社歯愛メディカル

動物医療機器・器具全般的に取り扱っております、株式会社メディカルスペースです。
今回の展示は、キヤノン (東芝）製の超音波診断装置をはじめ、最新型の半導体レーザー治療器や、
当日お楽しみな特売品などもご用意いたしております。
ぜひ、ブースにお立ち寄りください。

動物医療機器・器具T9 株式会社メディカルスペース

吸収糸・非吸収糸（ナイロン・ステンレス）等、縫合糸の展示。
中島　尚志先生による「食肉うさぎを使った十字靭帯断裂関節外法」
（2018/9/5（水）18時 00分～20時 00分）で使用する縫合糸の展示。

モノフィラメントナイロン糸T11 松田医科工業株式会社

昨年12月に販売を開始しました「マイクロシンAH」の展示・販売を行います。「マイクロシンAH」は、
アメリカの製薬会社ソノマ・ファーマスーティカル社のブランドで、73件の特許を取得した独自技術
「マイクロシン・テクノロジー」によって開発されたスキンケア&消毒用製品です。ブースでは、製品の
展示だけではなく、お試し用サンプルの提供、当日だけの特別企画などもご用意しております。

「マイクロシンAH」の展示・販売T14 ワールド・ペットケア・プロダクツ株式会社

療法食サニメド（SANIMED）の展示・解説をしています。品質や嗜好性はもちろん、動物病院専
売の独自の販売ルートとお勧めしやすい価格で、全国の動物病院にて愛用いただいております。
私たちはこのサニメドで、食事療法が獣医師の指導のもと適切に行われる仕組み作りを目指し、
それを通して、獣医業界の発展に貢献していきたいと思っています。サニメドをお使いのみなさ
まも、初めましてのみなさまも、ぜひブースにお立ち寄りください。

療法食サニメド（SANIMED）
グローバルペットニュートリション株式会社T2

※レイアウトは変更の可能性がございますので、
　あらかじめご了承ください。
※会場にてお弁当や軽食 /飲み物の販売もございます。
※最新の情報はWEBサイトにてご確認くださいますよう、
　お願いいたします。http://vets-expo.jp

昭和27年創業、横浜で1番古い仕出しの弁当屋です。創業以来、食材にこだわり、特に「お魚」と、
毎日焼き続けている「頑固焼き（甘風玉子焼き）」は芸能関係者の方々を中心に、広くご支持を頂い
ております。是非、お召し上がりくださいませ。

昭和27年創業、横浜で1番古い仕出しの弁当屋K2 横濱うお時

長崎県五島列島で水産加工の会社を営んでおります。　離島という地の利を活かし、鮮度の高い
原材料 (きびなご ) を使用したペット用おやつを、地元の獣医師と共同開発いたしました。是非手
に取り、質の違いをご確認ください。
また、五島のきびなごを2日間かけて冷風乾燥し旨味を凝縮後、サクラのチップでいぶした、お酒
のおつまみにぴったりの「きびなくん」もご用意しています。ぜひ、お召し上がり下さい。

獣医師と共同開発したペット用おやつK1 株式会社浜口水産

フランス四つ星ホテルや名店で腕を磨いたシェフ オグロが手掛けるフランス惣菜やコース料理、スイーツが人気
のお店。毎年10月から12月までの期間限定の『タルトタタン』は、累計１トンのリンゴを使う程人気です。
JR京浜東北根岸線 山手駅から徒歩5分、閑静な住宅街のフランス料理惣菜店・レストラン。
テイクアウトやお食事は勿論、全国配送やケータリングも承っております。
当日は、お得で便利なお惣菜セットやスイーツを販売いたします。

シェフ オグロが手掛けるお惣菜セットやスイーツK4 ル・トレトゥール オグロ

銀座のMARUとメディア多数出演の新進気鋭のバーテンダーが初コラボするBar MARU。
厳選されたワインと洗練されたカクテルに気の利いたおつまみを少しご用意して皆様のご来店
をお待ちしております。
楽しく飲みたい時も、歩き疲れた時も、ホッと一息つきたい時も、是非お立ち寄り下さいませ。

銀座のMARUと新進気鋭のバーテンダーが初コラボするBar MARUK3 Bar MARU

「ハーヴェスト・ムーン」は舞浜イクスピアリ内で醸造しているクラフトビールです。「世界に伝
えたい日本のクラフトビール」で優勝した「ピルスナー」を始め、フラッグシップビールの「シュバ
ルツ（黒ビール）」やフルーツビール、限定醸造ビールなど樽生ビールを販売いたします。

舞浜イクスピアリ内で醸造しているクラフトビールK6 株式会社イクスピアリ

2004年、東京・目黒にオープンしたモルトウイスキーを常時600種類以上提供しているウイ
スキーバーで、国内外に多くのコネクションを作り、店主が厳選した樽を買い付けたオリジナル
のボトルも多くリリースしております。特に今回は店主の愛猫をラベルにしたボトルを中心に提
供予定です。

店主の愛猫をラベルにしたウイスキーボトルを中心にご提供K5 THE MASH TUN TOKYO
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