
 

 

 

 

 

 

平成 30 年度事業報告及び決算報告 

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非営利一般社団法人 日本ペットサロン協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ、協会事業           

 日本ペットサロン協会では ①お客様が安心して利用できるペットサロンの普及。②ペッ

トサロンの健全な経営のサポート。③動物福祉の向上と人とペットが共存できる優しい社

会の実現の３つのヴィジョンの実現に基づき、以下の事業を行った。 

 

１、ペットサロン経営者及び従事者の能力開発事業（セミナー事業） 

 

①サロン協会主催セミナー 

◆ 2018 年 1 月１６日（火）   

「トリマーフェス２０１８ in Tokyo」開催 

 

「トリミングで使えるトレーニング学」            西岡裕記 講師 

「お客様の心をつかみ取る接客術 ねだるな勝ち取れ」     山口裕 講師 

「働きたくなるお店つくり これからの人材採用と人材育成」  森朋 講師 

「伊佐ちゃん流クリッピング・メソッド」           伊佐美登里 講師 

「ブランディングのその先へ 顧客は囲い込むな」       佐久間敏雅 講師 

「トリマーだからできる皮膚のためのスキンケアメソッド」   江角真梨子 講師 

「トリミング事故防止ディスカッション」           事故対策委員会 

 

会場：東京都立産業貿易センター台東館 ７階特設会場  

受講者：437 名  

出展企業数：21 社 

 

②サロン協会協賛イベント 

◆ 2017 年 8 月 29 日（火）～30 日（水）  

「アソボランド 2017」 

会場：大阪市 御堂筋ホール心斎橋  

 

◆ 2017 年 9 月 15 日（金）  

「日本臨床獣医学フォーラム トリマーセッション」 

会場：ホテルニューオータニ  参加数 1325 名（※申込数 5287 名中トリマーの数） 

      

◆ 2018 年 3 月 29 日（木）～4 月 1 日（日） 

「HAPPY GROOMING CONTEST」 in Interpets 

会場：東京ビッグサイト内特設会場 来場者数：42,066 名 

 



③ その他 

◆ 2017 年 6 月 24 日 ：東京都立野津田高等学校  担当 中島理事 

◆ 2017 年 9 月 17 日 ：埼玉栄高等学校      担当 吉田理事 

「13 歳のハローワーク公式 社会人アドバイザー」講師  

 

２、会員店舗運営サポート（事故防止・事業者賠償責任保険・法務相談他） 

 

①「優良店舗認定制度 開始」会員対応委員会・事故対策委員会 

・2017 年 12 月より、重大事故を起こしていない店舗に対し、認定を開始。 

  優良店舗章の発行：重大事故がなかった継続年数を記載し授与 

優良店舗表彰状 ：3 年・5 年・10 年・15 年 以降 5 年継続ごとに授与 

   

  

② ペットサロン経営者のための賠償責任保険の開発事業 

・会員数 ５８３店舗   事故報告数 ７３店舗 

事業者賠償責任保険支払件数 ３９件   

支払総額 5.134.338 円  支払い最高額 85.8300 円  

※集計期間：2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日 

 

③ ペットサロン経営に関する相談及び情報提供事業 

・法務相談件数  11 件（賠償・雇用） 

・その他相談件数 2 件（書類・経営モデル） 

・他電話でのご相談は毎月７件平均となっています。 

 

３、その他委託事業 

・本年度の委託事業は実施せず 

 

Ⅱ、協会運営           

 

１、定款の変更  今期社員総会では変更なし 

 

２、役員体制（2016 年 4 月改正 継続）    

理事長 柳原伸明 株式会社ケーピーエス 代表取締役会長 

副理事長 佐久間 敏雅 株式会社カラーズ 代表取締役社長 

専務理事 生田目 康道 株式会社ＪＰＲ 代表取締役社長 

常務理事 森 朋 有限会社 ワンクスクリエイション 代表取締役 



常務理事 古屋 博之 株式会社 ファインズコーポレーション  代表取締役 

理事 中島 秀輔 ワンズアップ株式会社         代表取締役 

 吉田 大祐 有限会社 ファニーテール       代表取締役 

 三神 大 株式会社アソボラボ          代表取締役 

 岡 真由美 有限会社 PURNESS            代表取締役 

監事 水上 晴由 株式会社リフレックス         代表取締役 

 金田 崇司 ドリーム産業株式会社         代表取締役 

 

３、理事会、社員総会 

会議名 開催日 審議事項 

臨時理事会 2017年 4月 13日 月例報告、定款・役員改正案他 

臨時理事会 2017年 5月 16日 月例報告、進捗確認、企画検討 

定時社員総会・定時理事会 2017年 6月 8日 定款・役員改正決議、月例報告、 

臨時執行理事会 2017年 7月 11日 月例報告、進捗確認、企画案検討 

臨時理事会 2017年 8月 21日 月例報告、進捗確認、企画検討 

臨時執行理事会 2017年 9月 25日 月例報告、進捗確認、企画検討 

臨時理事会 2017年 10月 17日 月例報告、進捗確認、企画検討 

臨時執行理事会 2017年 11月 16日 月例報告、進捗確認、委員会検討 

臨時理事会 2017年 12月 13日 月例報告、進捗確認、委員会検討 

臨時執行理事会 2018年 1月 17日 月例報告、進捗確認、委員会検討 

臨時理事会 2018年 2月 14日 月例報告、進捗確認、委員会検討 

臨時執行理事会 2018年 3月 5日 月例報告、進捗確認、委員会検討 

 

４、会員数 推移 
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※ 2018 年 6 月会員数：583 件 

 

５、ペットサロンサポーター企業（賛助会員）   12 社 

 

株式会社西武ホールディングス様 

有限会社ワンクスクリエイション様 

株式会社ケーピーエス様 

株式会社ドリーム産業様 

有限会社オリエント商会様 

ゴダート デザインズ様 

P&L ジャパン株式会社様 

株式会社ペティエンスメディカル様 

株式会社キンペックスインターナショナル様 

株式会社フラッペ様 

株式会社アソボラボ様 

スペクトラム ラボ ジャパン株式会社様 

 

６、決算報告 

 別途資料添付 

 


