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もっと自由に、もっと深く、もっと楽しく。
人と、動植物･自然との関係を築くために
新たな一歩を踏み出します。
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　ひとつの「いのち」と出会うことで楽しい時間が始まります。人間

関係や日々の暮らしが豊かに変わっていきます。私たちは1937年、

福岡市天神に創業以来「人とペットが楽しく一緒に暮らす」をテー

マに、たくさんの「いのち」との出会いをお手伝いしてきました。

　昭和から平成へ、戦後から高度成長期、オイルショックや世界同

時株安など、時代は常に変化してきました。

　今、私たちの周りには情報があふれ、モノも有り余っています。21

世紀を迎えペットの果たす役割も価値観も大きく変わりました。人と

ペットの関係は、環境問題や動物愛護のありかた、人の心の変化等

と大きく関わるようになりました。私たちP2グループは、単に可愛がる

ためのペットや植物を販売しているとは考えていません。子犬や小

動物が家族に加わることは、子供たちがいのちの大切さを体験し更

に死と直面する機会を作ると思っています。水槽の中での「水草と

魚と光のバランス」を知ることは、地球環境を学ぶことに繋がると信

じています。少子高齢化の社会では、自分より弱い家族を守り、いつ

くしむ心や生きがいを生み出しています。身近な動植物とより良い関

係で共に暮らすことが、その延長線上にある野生動物や自然を大

切に思う気持ちを育て、人と自然が共生する社会環境を実現すると

信じています。私たちはペットビジネスの果たすべき社会的役割をこ

んな風に考えています。

　



LIVE AND LET LIVE



















動物への深い愛情と先見性で、
ペットビジネスの道を拓いた。

創業者・田坂種三郎

23The FounderHISTORY

1937年

福岡市中央区天神にて、田坂飼鳥店を創業。

「小鳥の上手な飼い方を教えて欲しい」。東南アジアでの

ビジネスに成功し、帰国後福岡に居を構えた田坂種三郎。

根っからの動物好きが高じて、町の人々の求めに応じ、趣

味の延長として小鳥の楽しみ方などを教えていた。それ

が田坂飼鳥店の始まり、のちのP2へと繋がるHISTORY

の第1ページ。

命あるものを愛する一人の人間として。

HISTORY



そしてニッポンのカナリアは、
飛行機に乗ってアメリカへ。

アメリカ合衆国のトルーマン大統領令嬢にカナリアを献上。
当時カナリアの輸出が盛んだった

1953.
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戦後、進駐軍の将校たちを
夢中にしたのはニッポンの小鳥だった。

カナリアのコンテスト風景。進駐軍の将校を招いて

1950.
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子どもで、家族で、親友で、伴侶。

自宅でポメラニアンと遊ぶ創業者・田坂種三郎

1956.

幸せの小鳥を、もっと人々の
暮らしの中へ。

田坂豊治会長。この頃、小鳥は「巣引き箱」と呼ばれる木の箱で飼育されていた

1955.
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小鳥の給餌方法を伝えるためなら
テレビ出演もお手の物。

RKBのペット番組に出演して、手乗り文鳥のさし餌を実演する田坂豊治会長

1958.

豊かさへ、羽ばたく夢を小鳥に託して。

福岡市大名町の田坂飼鳥店。田坂豊治会長と琢麿専務の兄弟で…

1957.
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命あるものを愛し、いつくしむ心を、
教えてくれたトイプードル。

田坂豊継社長３歳のクリスマスプレゼントとして贈られた
トイプードル（シルバーカラー）の母犬。
当時はとても珍しかった

1960.

動物を愛するもの同志の友情は、
国境を越えて。

終戦後、福岡に駐留していた米軍将校のライト氏と同令夫人。
夫人はトイプードルのブリーダーで、アメリカンチャンピオン犬を作出。
帰国後も長い交流が続いた

1960.
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優勝の盾は、愛鳥家たちの誇り。

この時期、たくさんの小鳥のコンテストを主催していた

1960.00

多忙を極めたペット産業草創期。
ねぎらいの時間も大切に。

会社は家族。楽しい慰安旅行の食事会

1960.
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乗馬と共に、人生を乗りこなす
術も学んだ。

馬が大好きだった田坂豊治会長。
父と息子のひとときを上野乗馬苑にて

1963.00

『ペットとの楽しい暮らし』の夢を
乗せて東奔西走。

初めての社用車が来た日。
クリーム色とグリーンのツートンカラーが目を引いた

1963.00
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福岡の街も東京オリンピックへの 
期待にわいて。

東京オリンピックの聖火リレーが、万町交差点（現・天神西）の
コトリのタサカ前を通過。
写真の左右両端に「コトリのタサカ」の看板が見える

1964.09

家業から企業へ、
発展を遂げる高度成長期。

福岡市中央区舞鶴２丁目に本社ビル完成。
落成式にて、田坂豊治会長と創業者・田坂種三郎

1963.00
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小さな鳥が、事業発展の
一翼を担っていた。

小鳥ブームの絶頂期。毎日たくさんの小鳥が輸入されていた

1970.

拡大するニーズに応えて、
新たな拠点が誕生。

動物の輸入業務拡大に対応し、
福岡空港近くに動物管理施設と卸売センターを建設

1969.03



アメリカで体感した
『ぺットのいるお洒落な暮らし』が
お手本。

アメリカの友人宅にて。憧れのペットライフがここにあった

1970.
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ガラスの向こうに、
ペットのいる憧れの暮らしが見えた。

福岡市中央区舞鶴２丁目の本社ビルにて、
小売店舗のショーウィンドウに見とれる少女。
この当時すでに取り扱っているペットのピクトグラムを制作し、
店舗デザインに取り入れていた

1975.00



動物が好き、仕事が好き。
だからこそ目指すペットビジネスがある。

タサカペット産業卸売センター事務室にて。
昭和の風景

1983.
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孔雀が闊歩する広大な敷地で
海外のペットビジネスを学ぶ。

のちのペットパークP2太宰府1号店構想のヒントになった、
ニュージーランドのペットファーム

1980.00



ペットからコンパニオンアニマルへ、
変化するニーズに対応し続ける。

アメリカよりトップトリマーを招き、トリミングセミナーを開催

1986.02
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夢あふれるペットとの暮らしを提案。
海外のペットライフをカタチにした店舗。

西日本での郊外型ペットショップの先駆けとなった、

ペットパークP2太宰府店

1986.06



アジアでも、伝えたいのは
『ペットとプランツとの豊かな暮らし』。

香港のcity’super社とフランチャイズ契約し、
ペット・プランツ文化を輸出。

city’super台湾1号店のオープニングレセプションにて田坂豊継社長

2005.
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プランツいっぱいの特別仕様車で、
緑あふれる毎日を提案。

第38回東京モーターショーで、スズキ株式会社と
コラボレーションした働く車『プランツ・プランツ号』

2004.11



ペットに関する情報が少なかった時代、
新聞紙上で一つひとつ悩みに
こたえてきた。

長年蓄積してきた知識を活かし、
様々な疑問や悩みにこたえた『紙上ペット相談室』。
「人とペットが楽しく暮らす」をサポートする地道な活動も、
企業姿勢の一端だった
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る情報が少なかった時代、
一つひとつ悩みに
。

識を活かし、
こたえた『紙上ペット相談室』。
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た
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年次 沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

1937.11

1966.10

1969.03

1975

1976.08

1982.01

1983.05

1985.01

1986.01

 

7月 日中戦争始まる

３月 日本総人口1億人突破

6月 ビートルズ来日

7月 米アポロ11号月面着陸

4月 ベトナム戦争終結

7月 沖縄国際海洋博開催

1月 日本で最初の五つ子誕生

7月 モントリオール五輪開催

12月 テレホンカード発売

4月 東京ディズニーランド開園

4月 日本電信電話（株）設立

4月 男女雇用機会均等法施行

　　チェルノブイリ原発事故

5月 東京サミット開催

小鳥のえさで当時ムキエサが主流の頃、

皮付きえさを再度作り販売。（包装形態

は味噌袋タイプ）

ハッピーホリデイ商品の先駆けとなる

オリジナル小鳥飼料カスタムフーズ

（１９９９年にカスタムラックスに改名・

リニューアル）が販売開始。

タサカペット編集のペットショップ経

営第1号が発行される。

空港前旧本社(現在は物流センター）に

て商談会。

タサカペット社長（田坂豊治）が会長を

務める、オール九州ペットフード販売

促進協議会主催で、九州地区での第1回

新春賀詞交歓会が開催される。

福岡市中央区天神にて田坂飼鳥店を創業。

その後、大名町に移転。博多大丸に出店。

福岡市中央区舞鶴にて 株式会社タサカ

ペット を設立。１階、２階にてオールペッ

トでオープン。

福岡市博多区空港前に、輸入業務拡大

のため動物管理施設（保税施設）及び卸

売センター建設。

福岡県糟屋郡志免町に、自社ブランド

ペットフード製造のため工場建設。

タサカペット産業株式会社に社名変更。

戦後の混乱期、人々は食べるものさえ満足にない生活に

あえいでいた。創業者田坂種三郎の息子・田坂豊治は、

家業としてのビジネスを模索し、飲食業を検討する。

しかし田坂種三郎は父としてこうアドバイスした。「日本は

これから復興に向かう。人々が明るく元気に生きていくた

めに、小鳥を商っていこう」。

貧しい時代だからこそ、心の糧を提供したい。

創業者の先見性が、HISTORYの第2ページを開けた。

必要なのは、食べものよりも心の糧だ。

HISTORY
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年次年次 沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

1995.01

1995.09

1996.10

1997.01

1997.03

1997.07

1998.12

1999.04

植物をペットとして育てることを提案する

プランツ・プランツを、イムズにオープン。

プランツ･プランツを併設したP2大名店
オープン。

ペット用品・ペットフードのメーカー部

門として、ハッピーホリデイリミテッド

ジャパン事業部を設立。

初の複合商業施設への出店となる P2キャ
ナルシティ店 PET＆PLANT をオープン。

株式会社ピーツープランニングを合併。

メーカー・卸・小売りを併合した新事

業態を確立。

パワーセンター トリアス久山に、ペット

動物園を併設した日本最大規模の大型

ペットショップ P2ペットワールド を
オープン。

福岡市内・博多スターレーンで開催予定
初日のタサカペットオールペット用品商
談会当日早朝、阪神・淡路大震災発生。
関西地区参加予定メーカー様が多数欠席
される非常事態にも関わらず、各営業が
分担してメーカーブース営業を代行し、
無事２日間の商談会を終了する。

▲ハッピーホリデイ（商品）

第６回ジャパンペットフェア（パシフィ
コ横浜）に、ハッピーホリデイリミテッ
ドジャパンのメーカー名で初出展する。

▲P2トリアス久山店

沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

1986.06

1989.05

1990

1990.04

1991

1993.02

1993.04

1994.08

株式会社ピーツープランニングを設立。
西日本初となる郊外型ペットショップ 
ペットパーク P2太宰府店 をオープン。

郊外型大型店 ペットパーク P2新宮店 
をオープン。

ダイエー福重店に隣接した ペットパーク

P2福重店 をオープン。

   

より地域に密着した店舗を目指し、住
宅地に ペットパーク P2西長住店 をオー
プン。

ペットやP2各店の情報発信の拠点、都
市生活者へのペットとの暮らし提案を

目的としたセントラルパークを、イムズ

にオープン。　

▲P2太宰府店

タサカペットにて、KBCテレビ・モーニ
ングモーニングの番組取材を受ける。

４月１日～９月３０日まで開催の大阪国際
花と緑の博覧会テーマ館に展示された
世界の小鳥達の飼養管理用飼料にタサ
カペットのオリジナル小鳥飼料が採用
される。

自身が主宰する犬のしつけ教室関連の
取材で、歌手の佐良直美氏がタサカペッ
トを会社訪問される。

“ぼくの頼んだクジラがまだ来ません”
のテレビCM開始。

▲P2 イムズ店

1月 新元号「平成」に

4月 消費税実施（税率３％）

11月 ベルリンの壁崩壊 

4月 大阪国際花と緑の
       博覧会開催

 6月 礼宮（秋篠宮）さま、
       川嶋紀子さんご結婚

11月 天皇陛下即位の礼

 6月 雲仙・普賢岳大規模火砕流 

12月 ソ連崩壊

5月 サッカー Jリーグ開幕

 6月 皇太子さま、
       小和田雅子さんご結婚

2月 リレハンメル五輪開催

10月 大江健三郎氏にノーベル文学賞

1月 阪神・淡路大震災

３月  地下鉄サリン事件

11月  野茂英雄選手ナ・リーグ新人王
　　ウインドウズ95発売

7月 アトランタ五輪開催　
          柔道男子、女子共に金メダル

4月 消費税引き上げ（税率５％）

 7月 香港、中国に返還

 8月 ダイアナ元妃死去

11月 サッカー日本代表、
       W 杯初出場決定

       山一証券自主廃業

2月 長野五輪開催　
      日本人選手メダルラッシュ

1月 EU単一通貨「ユーロ」が
      11カ国に導入

10月 世界人口が60億を突破
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年次年次 沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2003.01

2003.04

2003.07

2003.08

2003.09

2003.10

2004.02

2004.04

2004.06

2004.08

大阪の複合商業施設 なんばパークス に、

P2とプランツ・プランツを同時オープン。

プランツ・プランツリバーウォーク

北九州店をオープン。

プランツ･プランツ六本木店を、六本木

ヒルズにオープン。

プランツ･プランツ京都店を京都藤井大

丸にオープン。

P2久留米店をゆめタウン久留米店内に
オープン。

プランツ･プランツ代官山店をオープン。

横浜クイーンズイーストに、P2とプラン

ツ･プランツを同時オープン。

大阪 阪急百貨店イングス館に、

P2DOG&CATをオープン。

新宿京王百貨店にプランツ・プランツ

新宿店オープン。

初の海外フランチャイズとして、香港に

P2、プランツ・プランツの業態を展開する。

▲P2なんばパークス店

プランツ・プランツオリジナル商品の

スプラウトサラダがJT(日本たばこ産業）

のノベルティとして採用。

▲P2横浜店

沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2000.04

2000.10

2000.11

2001.04

2001.08

2001.09

2001.10

2002.09

P2福岡東サティ店オープン。

新規事業として、フランチャイズ第1号
店となる P2上通店 PET＆PLANT を
オープン。

都市型P2DOG&CATとプランツ・プランツ
を併設し、エンポリオアルマーニが１階に

入居するビルの２階にオープン。

チャチャタウン小倉に、北九州初とな
る P2小倉店PET＆PLANT をオープン。

　　　　　　　　　　　　　　犬用ホークスユニフォーム

子犬・子猫の管理施設 P2 DOG FARM 
をオープン。

福岡県糟屋郡志免町に営業本部を移転。

タサカペット産業株式会社から

P2&Associates Inc. に社名変更。

本社ビル2Fに、ペット関連企業様向け

に会員制卸売ショップホールセールクラ

ブをオープン。

東京 丸ビルに、東京初出店となるプラ

ンツ・プランツをオープン。

                            

▲P2DOG&CAT 天神店

　　　　　　　　     

業界初となる犬用公式レプリカユニ

フォームを福岡ダイエーホークスとコラ

ボレーションして製作･販売。

P2スタイルの提唱。本社勤務者はいち

はやくカジュアルな服装で出勤開始。

▲プランツ・プランツ丸の内店

7月  新紙幣二千円札発行

9月  シドニー五輪開催　
       女子マラソン、女子柔道金メダル

10月  白川英樹氏にノーベル化学賞

8月 国産ロケットH2A
       試験機1号機の打ち上げ成功

9月  米同時多発テロ発生

10月   野依良治氏にノーベル化学賞

5月 日韓共催サッカーW杯開催
      日本はベスト16位

10月 小柴昌俊氏にノーベル物理学賞
       田中耕一氏にノーベル化学賞

　

３月   宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」
       米アカデミー賞受賞

4月 日本郵政公社スタート
       六本木ヒルズグランドオープン
          ヒトゲノム解読完了

12月 地上デジタル放送開始

8月 アテネ五輪開催　
       日本は金メダル16個を含む
       37個のメダルを獲得

10月 イチロー選手262安打で
       MLB 新記録達成

12月 インドネシア・スマトラ沖地震
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年次年次 沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2008.11

2009.03

2010.03

2010.04

2010.09

2011.03

プランツ・プランツの新業態となる ラブ

ネイチャー・チャリティーをキャナルシ

ティ博多にオープン。

ラブネイチャー・チャリティーを、

横浜・相鉄ジョイナスにオープン。

小倉コレット6階に、P2をオープン。

新業態ラブネイチャー・チャリティー 

by プランツ・プランツを福岡パルコ

1階にオープン。

ラブネイチャー・チャリティー 

by プランツ・プランツの2店舗目を

アトレ吉祥寺2階にオープン。

郊外型店舗 P2久留米店を上津バイパス
沿いにオープン。

ペットクリニック、美容室を併設した P2 
DOG&CATを博多区中洲明治通り沿い 

AQUA HAKATA1階にオープン。

新博多駅ビル JR 博多シティ8階に、
P2JR博多シティ店としてキャナルシティ
より移転オープン。

新業態 P2＆プランツ・プランツを、東京 
二子玉川ライズ 1階にオープン。

▲ラブネイチャー・チャリティーキャナルシティ店

▲P2DOG&CAT アクア博多店

▲P2二子玉川ライズ店

沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2004.11

2005.02

2005.03

2005.07

2006.05

2006.10

2006.11

2007.09

2008

天神マロニエビルにP2DOG&CATをオープン。

台湾にも海外フランチャイズとしてP2、

プランツ・プランツの業態を展開する。

ミント神戸に、神戸初出店となるプラ

ンツ・プランツをオープン。

創業70周年記念式典を開催。
同月、11月22 日をペットに感謝する日 

「THANKS PETS DAY」 に制定。

西日本最大級のアウトレットモールマ

リノアシティ福岡に、ドッグ・ラン併

設のP2の大型店舗をオープン。

10月 南部陽一郎氏・益川敏英氏
        ・小林誠氏にノーベル物理
       学賞、下村脩氏にノーベル
       化学賞

11月  米オバマ大統領来日

2月 バンクーバー五輪開催　
       浅田真央選手が銀メダル

10月 鈴木章氏・根岸英一氏に
       ノーベル化学賞

       羽田空港新国際線
          ターミナル開業

３月   東日本大震災
       九州新幹線全線開通

7月  サッカー女子W杯
       なでしこジャパン初優勝

10月 世界人口 70 億突破

2月  福岡市地下鉄七隈線開業

３月   福岡県西方沖地震

 6月 クールビズスタート

8月 米最大級ハリケーン
       「カトリーナ」上陸

11月  宇宙探査機「はやぶさ」
       小惑星イトカワに着陸

2月 トリノ五輪開催　
        女子フィギュアスケート
        荒川静香選手が金メダル

３月   新北九州空港開港 
       第１回WBCで日本が世界一

2月  第１回東京マラソン開催

8月 北京五輪開催　
       北島康介選手
      ２大会連続金メダル

9月  米リーマン・ブラザーズ
       経営破綻

スズキ株式会社とプランツ・プランツ

とのコラボレーションで、植物移動販

売車のコンセプトカーを第38回東京モー

ターショー04に出展。

福岡県西方沖地震が発生する。P2本社・
直営店にて商品棚・水槽倒壊等の被害が

出る。当日が日曜日の為、営業他社員の

緊急出勤で、後片付けに追われる。

犬用レプリカユニフォームを千葉ロッテ

マリーンズより受注。

P2、プランツ・プランツのブログが

始まる。

▲THANKS PETS DAY ロゴ

市原ぞうの国へ毛布の寄付を開始。こ

の後、現在に至るまで毎年継続して寄

付を行っている。
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沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2011.09

2012.04

2012.09

2012.10

2013

2013.01

2013.04

小鳥・小動物専門ショップ P2 Small 
Animals 西長住店別棟にオープン。

プランツ・プランツのサテライト・

ショップ第1号店が東急ハンズ博多店

4階にオープン。 東急ハンズ熊本店・

銀座店・横浜店など順次オープン。

ラブネイチャー・チャリティーby プラン

ツ・プランツが、キャナルシティOPA

地下1階 ラフェスタにオープン。

阪急イングス館1階より、P2DOG&CAT
が阪急うめだ本店10階に移転オープン。

千趣会グループのペットファースト社

より、東急ハンズ内にある8店舗（池袋

店・新宿店・渋谷店・横浜店・町田店・

名古屋店・心斎橋店・三宮店）の事業

譲渡を受ける。

初のパートナーショップ、東急ハンズ

のペットグッズ直営店PET WITH ME 

第1号店が、東急ハンズ新宿店7階に

オープン。東急ハンズ熊本店・銀座店・

横浜店など順次オープン。

グランフロント大阪 南館5階に、

P2DOG&CAT をオープン。

▲PET FIRST 東急ハンズ三宮店

P2＆Associates Inc.　Face book開設。

▲P2グランフロント大阪店

年次 沿革 TOPICS 日本・世界のできごと

2014

2014.08

2014.09

2014.11

2015.03

2015.08

2016.07

2016.11

2017.09

長崎のペットショップ ZACKEY 3店舗

の事業譲渡を受ける。

福岡三越地下1階に、プランツ・プランツ 

ラシック福岡天神店をオープン。

アミュプラザ鹿児島（プレミアム館 7階）

に、鹿児島初出店となるP2をオープン。

阪急三番街 南館地下1階に、P2 DOG&
CAT 阪急三番街店 をオープン。

阪急うめだ本店より、P2 DOG&CAT が
大丸梅田店（12 階）に移転オープン。

渋谷ヒカリエShinQs5階に、P2 DOG&
CAT 渋谷ヒカリエShinQs店 をオープン。

東急ハンズ新宿店5階に、プランツ・プ

ランツ サテライトショップ をオープン。

▲P2大丸梅田店

毎週金曜日をクールビズDayとして制定。

動物殺処分がなくなるよう、OLI-DOGS

によるメッセージの配信開始。

第 1回総店長会　福岡本社で開催。

▲P2渋谷ヒカリエ店

全国総店長会を沖縄で開催。

80周年をむかえ、P2オフィシャルサイト

をリニューアル。

年次

5月  東京スカイツリー開業

　    日本で金環日食観測

7月 ロンドン五輪開催　
       女子レスリング吉田
       沙保里選手らが金メダル  

10月 山中伸弥氏にノーベル
       生理学・医学賞

4月 グランフロント大阪開業

5月  三浦雄一郎氏世界最高齢
       エベレスト登頂

6月 富士山が世界文化遺産に

8月 イチロー選手が日米通算
       4,000 本安打達成

12月 和食がユネスコ無形
       文化遺産に

2月 ソチ五輪開催、羽生
       結弦選手金メダル

4月 消費税引き上げ（税率８％）

10月  赤崎勇氏、天野浩氏、
       中村修二氏にノーベル
       物理学賞

      マララ・ユスフザイさんら
       にノーベル平和賞

7月 米・キューバ、54年ぶり
       国交回復

10月  ラグビーW杯、日本
       初の３勝

        大村智氏にノーベル生
       理学・医学賞、梶田隆章氏
       にノーベル物理学賞

4月 熊本地震

8月 リオ五輪開催　
       史上最多のメダル 41 個

10月  大隅良典氏にノーベル
       生理学・医学賞

1月 米トランプ大統領就任

2月 プレミアムフライデー開始



　1937年、福岡市天神に開店した田坂飼鳥店を原点に、当社は今年無事

に創業80周年を迎えました。この間には戦争やオイルショック、テロや世界的

な不況などがありましたが、こんな辛い時代こそ「人とペットが楽しく一緒に

暮らす」ことが必要だと信じ、ペットビジネスの発展に尽くしてまいりました。そ

の結果、多くの方々に支持していただき、今日を迎えることができました。皆様

に心から感謝と御礼を申し上げます。

　21世紀を迎え、ペットが果たす役割も、私たちが動物や自然に求めるもの

も大きく変化しました。　ペットと人との関係は、どちらかが他方のために役に

立つのではなく、お互いが支えあって成立するものです。身近な動植物とより

良い関係で共に暮らすことが、その先にある野生動物や自然環境を大切に

想う心に通じます。自然から恩恵を受け取り、そして返すことができます。

　LIVE AND LET LIVE

　この言葉の意味を噛み締め、創業時の理念を再確認し、私たちピーツー・

アンド・アソシエイツ株式会社は、これからも「人と動植物のより良い関係」を

提案してまいります。
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