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「逃げ出す街から逃げ込める街」へ。森ビルが考える高い防災性
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現在のトップニュース

日本初の初診からの遠隔治療開始のお知らせ！
2020.4.18 12:15 | 経済 | プレスリリース

コロナ予防に「ビタミンＣ」「青汁」…
根拠のない広告相次ぐ
反応
広告

株式会社ザ・ジャパンプロジェクト

広告

コロナウイルス緊急事態下において【日本初の初
診からの遠隔治療】開始のお知らせペットの飼い主
様と獣医・獣看護師を守るためにスマホ・パソコン
を活用した動物向け遠隔診療スタート！
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Photoshop最新版なら、人工知能が主要な被写体を自動で選択。
制作をより効率的に
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ランキング
1

故意に感染拡大なら報い 米大統領、中国
を批判

2

武漢研究所ウイルス流出疑惑、米情報機関
が調査結果提出へ

3

米空軍、戦略爆撃機をグアムから撤収
本土からの運用に切り替…

4

中国・武漢の研究所員がウイルス流出疑惑
を否定 米政府は追及姿…

5

若手が“夜の街”で遊興
がれた立民

6

手作りマスクでミシン販売好調
トに人気

7

中国、公安省次官を規律違反で調査 武漢
に派遣

8

「台湾の警告なぜ無視」 トランプ氏がツ
イッターでＷＨＯ批判

9

イスラム教のラマダン 集団で食事・礼拝
「３密」に厳戒

政府追及の勢いそ
型紙サイ

10 マック、１３都道府県の店内飲食中止

地域の課題ソリューション・プロデュース事業を行う（株）ザ・ジャパンプロジェクト（本
社：東京都大田区田園調布、代表取締役社長：Minto Brown、以下JP）は、この度、新型コロ
ナウイルスの感染拡大による、獣医療体制の崩壊の防止が急務となっていることから、遠隔診
療用のシステムを動物病院に提供することを決定いたしました。本日の安倍総理大臣による緊

会員限定記事

米

急事態宣言の全都道府県への拡大と、遠隔診療の改めての解禁の発表を受け、コロナウイルス
緊急事態宣言下の獣医療環境の支援を行うべく、日本初となる＜スマホ・パソコンを活用した
動物向け遠隔診療＞サービスの提供を5月9日（土）より開始します。
広告

蝮（まむし）の涙
の実相

覆る通説、蘇る希代の梟雄

ワンクリックで選択完了
Photoshop最新版なら、人工知能が主要な被写体を自動で選択。
制作をより効率的に

Adobe

無料で始める

JPでは、日本動物病院数ランキング3位のエルムスユナイテッド動物病院グループ（本社：
大阪市北区中之島、代表取締役社長：荒川弘之、動物病院数18（12病院とクリニック6病院）
、以下EUG社）と、奄美大島の無医村地区である瀬戸内町の離島（加計呂麻島、請島、与路島
）と奄美大島側において、遠隔診療を活用した＜離島アニマルクリニック＞を令和二年5月9日
（土）に開業予定のエルムスユナイテッド(株)（本社：東京都渋谷区広尾3丁目・代表取締役：

アメリカをうならせた天皇の政治センス 首相
のミスを見事にカバー
産経電子版のお申込み
紙面購読のお申込み
書籍・雑誌のご購入

中島民人、以下エルムスユナイテッド社）との連携により、スマホ・パソコンを活用した動物
向け遠隔診療サービスの展開を準備して参りました。

産経新聞をフォローして情報を受け取ろう

エルムスユナイテッド社との連携においては、奄美大島瀬戸内町のインキュベーション施設
＜せとうちITITBASE＞において、【離島アニマルクリニック

遠隔診療研究所】の立ち上げを

準備して参りましたが、この度、新型コロナウイルスの感染拡大による、獣医療体制の崩壊の
防止が急務となっていることから、4月7日及び本日の安倍総理大臣の緊急事態宣言の発令を受
けて解禁された初診からの遠隔診療を、日本初となる＜スマホ・パソコンを活用した動物向け
遠隔診療＞を5月9日（土）の開業時より、開始いたします。

ブランドコンテンツ
目指すは「デジタル塗装革命」 航空
機市場を開拓へ
Sponsored

また、EUG社との連携においては、本システムを4月10日の小池東京知事による東京都の緊
急事態措置の発表等を受け、入居する高島屋別館である高島屋ガーデンアイランドが休館とな
り、患者様の診察等ができない状況になっている、ユナイテッド二子玉川エルムス動物病院（
東京都世田谷区、以下二子玉川院）向けに本遠隔診療のシステムを提供します。二子玉川院で
はすでに診察が必要な患者様には飼い主様向けに電話等で対応を継続しておりますが、この度
、本システムを活用し、二子玉川院の患者様向けに、同じく5月9日（土）から、無料でのパソ
コンやスマホを活用した遠隔での診療相談を実施することを決定いたしました。
＜スマホ・パソコンを活用した動物向け遠隔診療システム＞
以下のWEBサイトで事前に予約を受け付け、獣医師による遠隔での診療を実施いたします。
・URL：https://elms-united.com
・システムの特徴 - 私たちのシステムは使いやすさを重視して開発された為、誰でも簡単に

災害時にも効果を発揮する音響通信技
術とは
Sponsored

売上絶好調のキリン一番搾り
定で「超芳醇」を発売！

期間限

Sponsored

森ビルが目指す「安全・安心」の拠点
となる街づくり
Sponsored

気軽にお使いいただけます。
・診療担当：EUG社及びエルムスユナイテッド社の獣医師・看護師

■（株）ザ・ジャパンプロジェクト概要
社名：株式会社ザ・ジャパンプロジェクト
ＵＲＬ：http://www.japanproject.jp/
本社所在地：東京都大田区田園調布1-61-10
設立：2018年 ７月（2019年7月30日3社合併）

小学校のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育 家庭で子ど
もにパソコンを与えるべき？
Sponsored

資本金：4,250万円（資本準備金を含む）
株主：株式会社TARGET HOLDINGS（60%）、株式会社ナショナルパークツーリズムてし
かが（40%）
役員：代表取締役社長
取締役

Minto Brown

前田尚武・真泉洋介・後藤慎史・小林真也・久保聡・東條勝弘

事業内容
・メディア・サービス開発事業
・プロデユース事業（古民家再生・空間プロデユース業務・公的施設・古民家一軒宿運営業
務）
・インバウンド＆観光事業支援業務
■エルムスユナイテッド（株）概要
社名：エルムスユナイテッド(株)
ＵＲＬ：https://www.elms-united.com
住所:東京都渋谷区広尾3丁目6番5号クレスト広尾1階
代表取締役社長：中島民人
事業内容
・遠隔診療システムの提供
・再生医療、先端獣医療の研究
・AI活用の獣医療の研究
■（株）エルムスユナイテッド動物病院グループ概要
社名：株式会社エルムスユナイテッド動物病院グループ

ＵＲＬ：https://www.elms-united.net/
本社：〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号 中之島センタービル

経営管理本部：〒231-0045神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-6 ﾕﾅｲﾃｯﾄ゛横浜くりお動
物病院内
役員・顧問
代表取締役社長

荒川 弘之（獣医師、経営管理本部長兼経営企画室長）

取締役

宮本 寛治（アニマルiPSセルバンクLab.所長(医学博士)）

取締役

荒島 英 （獣医師）

特別顧問

佐々木 伸雄

事業内容
・高度獣医療センター・一次動物病院の10病院の運営

・再生医療、先端獣医療
・動物iPS細胞の研究
・AI活用の獣医療・遠隔診療
・動物病院関連事業・ペット関連事業
プレスリリース詳細へ
本コーナーに掲載しているプレスリリースは、株式会社PR TIMESから提供を受けた企業等のプレスリリースを原文の
まま掲載しています。産経ニュースが、掲載している製品やサービスを推奨したり、プレスリリースの内容を保証した
りするものではございません。本コーナーに掲載しているプレスリリースに関するお問い合わせは、株式会社PR TIME
S（release̲sankei@prtimes.co.jp）まで直接ご連絡ください。
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中国に汚染された歌舞伎町の悲劇｜日本が中国に損な報道ができない訳
KJAM | PR

沖縄県、石田純一さんの行動に「感染を広げない配慮を」

キーンと止まない耳鳴りは、医薬品で治ります
源平製薬 | PR

今なら、産経電子版が初月無料！まずはお試しを
PR

納豆とオリーブオイルが健康におすすめな理由
井上誠耕園 | PR

「今日の放送乗り越えれば…」

テレ朝、富川アナのコロナ感染判明の経緯明らかに

香水のようなシャンプー！3週間分が1,980円で
ラサーナ | PR

旅行にも普段使いにも！便利機能が満載トラベルウエア
Shopping

約2倍の速さで深い眠りへ！味の素(株)「グリナ」は85％が実感
味の素株式会社 | PR

シャープ、マスク生産を開始 ネ
ット販売も
文化放送アナウンサーの松島茂さ
ん死去
志村けんさんがコロナ感染 重度
の肺炎、濃厚接触者も特定

の肺炎、濃厚接触者も特定
【新型肺炎】韓国の感染者５００
０人超える １日で８５１人増…

「安全・安心」の拠点となる街づくり。大規模災害での備え。

「逃げ出す街から逃げ込める街」へ 。森ビルが考える地域全体の高い防
災性

広告

おうちでワインを楽しもう！

カリフォルニアワインが買えるオンライン
ショップはこちら

広告

日本人の魂を揺さぶる
オピニオンサイト

１００年前「防疫先進国」に
後藤新平が導いた日台の明暗
元週刊現代編集長の直言「文
春でさえ２０２５年で消え
る」

吉野家史上初！常温で食べられる非常用保存食

大きく開いて出し入れ楽々

なぜ韓国人は、朝日の社旗に
怒らないのか
ひとりぼっちで生きる「孤人社会」が他者への不寛
容を増幅させる
これは差別か？新型コロナにおびえるワシントンの
奇妙な出来事
「政治を語れるタレント」になり損ねた石田純一の
大誤算
朝日よりたちが悪いサンデーモーニング

膝にやさしくつまずきにくい、
アシックスの健康シューズ「ラ

イフウォーカー」新商品販売開
始

寝ている間に体を整えるマット
レス「ハノン」

朝日よりたちが悪いサンデーモーニング
カナダで銃乱射、少なくとも13人犠牲
亡（BBCニュース）

「コロナが退散しますよ
うに」 大阪・薬の神様
に絵馬

希少性の高い日本の伝統皮革、

容疑者も死

【路上感撮】天空の吉野
家

鹿革を使ったレザースニーカー

春の四重奏 富山・舟川
べり【360 パノラマ】

閑散とした夜の東京
「緊急事態宣言」後 初
の週末【360 VR動
画】

キリン史上初！会員制生ビールサ…
プレ会員登録(無料)募集中！つくりたて
ビス
の生ビールのおいしさをご自宅までお…
け…

キリン ホームタップ

PR

九州の高利回り太陽光発電所情報

表面利回り12.0％超え物権や過積載、低
価格での投資案件を厳選ご紹介
おひさま発電所

産経新聞社

利用規約

プライバシーポリシー

知的財産権ポリシー

広告掲載

有償コンテンツ利用規約
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