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アニマルヘルス業界における
世界的リーダー企業
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ゾエティスは、動物用医薬品、ワクチン及び診断検査を対象とした研究、開発、製造

及び販売を中心に事業を行い、加えて遺伝子検査やバイオデバイス及びさまざまな

サービスを提供しています。私たちは、世界的に増大しつつある牛、豚、鶏、魚、卵、

乳製品の需要を満たし、増えつつあるペットへのケアを提供するための取り組みを

行っています。

アニマルヘルス事業に集中している当社は、世界中の獣医師や畜産業の皆様が、

当社の製品やサービス及び社員が高く評価していただけるように努力しています。
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お客様の成功が
我々の喜びです
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のニーズやそれらを満たす最良のサービスを提供してい
ます。

このような重要な役割を果たすには、研究開発だけでな
く日々の現場でのサポート情報を最大限に活用する必要
があります。新製品を開発し、現在の製品ラインナップを
強化することにより、当社は現在のニーズに応えると共に
将来的なニーズを予測しています。世界中の獣医師や畜
産業の皆様が、動物の世話や生産的な事業運営における
問題を解決する上で頼れる存在として当社を認めてくだ
さっています。

私たちのお客様は、獣医師であれ、畜産業の皆様であれ、
疾病を予測、予防、診断、治療するための一連のケアに
おける解決策を必要としていますが、畜産の生産性向上
を助ける解決策も必要としています。牛や豚、鶏、魚のた
めの当社の製品とサービスは、それらの健康と飼養成績
に悪影響を与える可能性がある疾病に役立つ一方で、高
品質の牛、豚、鶏、魚、卵、乳製品の持続可能な生産も可
能にします。当社の猫、犬向け製品及びサービスは、猫、
犬がより長くより健康的に生活でき、また関節炎の痛みや
炎症からアレルギー性皮膚疾病や癌までと多岐にわたる
疾病に対応しています。

当社の製品ラインナップの中心にあるのは、疾病を治療
する動物用医薬品や疾病の予防を助けるワクチン、迅速
かつ正確に健康状態を評価する診断検査です。私たちは、
牛群を更新するための選別に役立てるための牛の健康や
飼養成績に関わる形質の予測を助ける遺伝子検査などの
補完的な解決策を拡大しています。当社のバイオデバイ
スの製品ラインは、卵内ワクチン投与技術及び世界中の
養鶏場の関連業務の効率化だけでなく、養殖魚を疾病の
脅威から守るための迅速かつ一貫性のあるワクチン投与
の標準となっています。データ解析を組み合わせた当社
のセンサー技術は、獣医師や畜産業の皆様が疾病を予
測・発見して最終的に動物の健康管理においてより良い
意思決定を行う手助けをするツールとしてこれまで以上
に重要となっています。

アニマルヘルスという産業は、牛、豚、鶏、魚といった畜
産と、犬、猫などのコンパニオンアニマルの2つの分野が
あります。人口の増加や新興市場における中産階級の増
加、農村部から都市部への人々の絶え間ない移動などに
より、いずれの分野においてもアニマルヘルス製品やサー
ビスの需要は強力かつ持続的に高まっており、その結果、
この産業は毎年5～6%成長しています。一方で、私たち
のお客様は、限られた天然資源、越境性感染症や新興感
染症による脅威、その他の制約といった困難に直面して
います。このためアニマルヘルスの新たな課題を解決す
るソリューションにつながる技術革新が求められています。
お客様が、本当に適した方法でこれらの課題に対処する
ことをお手伝いするために、当社は相互関連した3つの
点でお客様へ貢献しています。

●　業界で最高の知識や技術を習得した営業担当者、
　　獣医療専門家、技術者が、獣医師や畜産業の方々と　　　
　　協力して取り組む能力
　
●　獣医療のニーズに基づいた臨床向け革新技術の開発、
　　データに基づいた研究、絶えずお客様の話を聞くこと　　

　　によって得られる市場ニーズへの理解

●　お客様が必要とする当社の高品質な製品を、
　　いつどこにおいても適切な価格で提供する
　　グローバルな製品供給機能

私たちは各国の担当者の力を最大限に活用して、お客様
が直面している差し迫ったアニマルヘルスの課題に対処
しています。お客様が世話をしている動物の健やかな成
長は、お客様と当社の両方にとって重要です。役割分担
は明確です。お客様は事業の専門家であり、当社は動物
の健康を守り、利益性を向上するお手伝いをする製品と
サービスを提供します。私たちは、提供できる解決策に
ついてお客様との直接の誠実な対話を行うことで、お客様

世界中の人々に
深く関係する産業

お客様の声に耳を傾け、お客様と
ともに問題の解決を目指す文化

疾病の予測、予防、
診断及び治療のための解決策の提供
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当社の特性 相互関連した3つの点

お客様との密接な関係
約45ヶ国のお客様との直接的な活動を通して
強力な関係性を築くことにより、あらゆる課題に
取り組みます。
当社の営業及び技術サービスの専門家は、お客
様のニーズや懸念をお聞きして、お客様の成功
をお手伝いし、お客様に喜んでいただけるよう
尽力します。

技術革新
最も重要なアニマルヘルスにおける課題に、お
客様が対処できるこれまで以上の解決策を研究、
開発し、お客様の事業への大きな貢献をすること
に注力しています。

高品質な製造及び供給能力
お客様は、当社が高品質な製品を競争力のある価
格で確実に供給することを期待しています。当社
はお客様の期待に応えるために、社内の施設及び
社外のパートナーによる効率的なグローバル製造
ネットワーク、供給ネットワークを構築しています。

アニマルヘルス事業への
集中

当社の社員はアニマルヘルス事業に集中してい
ます。私たちはお客様とケアする動物の健康に情
熱を注いでいます。当社は責任をもって、お客様
の課題を解決するソリューションを提供します。

世界的リーダー企業で
あることと規模によるメリット

当社は100ヶ国を超える国々で製品を販売して
おり、世界中の獣医師、畜産農家及びペットオー
ナーの皆様に当社の製品の品ぞろえ及び技術的
な専門知識をご利用いただいています。

多様な
製品ラインナップ

当社には、動物用医薬品やワクチン、診断用製品
の他にそれらを補完するバイオデバイス製品や遺
伝子検査、さまざまな技術サービスで構成される
約300の製品ラインナップがあります。

ゾエティスと
他社との違い



5

当社の企業理念（コアビリーフ）
当社の社員は、会社の成長に貢献することを目標にします。
当社にはコアビリーフを指針として重んじる文化が
根付いており、社員は強い責任感をもち、自身の貢献が
会社やお客様とその事業に及ぼす影響を理解することに
満足感を得ています。

重要な数字

当社が提供するもの
動物用医薬品
ワクチン
診断薬
遺伝子検査
バイオデバイス
サービス

45
当社が直接事業を
行っている国の概数

100+
当社の製品を
販売している国の数

300
当社が製造・販売している
製品数

65+
アニマルヘルス事業における
経験年数

私たち社員は貢献します
私たち社員は当社を他社より優れた会
社とします。
私たちが秀でた環境を創り出すことで
私たちは当社を成長させます。

常に正しいことを
行います

高い倫理観は私たちのすべての決断と
関係に対する基本理念です。
私たちは自らの言葉と行動に誠実です。

お客様への情熱
私たちはお客様とお客様がケアする動
物の健康に情熱を注いでいます。
お客様が第一であり、お客様の成功が
私たちの成功となります。

自分自身のことと
捉えて取り組みます

意味のある結果を出すことに責任を
もって取り組みます。
より速く、より簡単で、より良い事業運
営の方法を常に追求します。

私たちは、
ワン ゾエティスです

ゾエティスはその個人の力を合計した
以上の力を発揮します。
ゾエティス全体としての成長のために、
私たちは共通の目的をもって協力し、
知識と資源を共有しています。
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当社の技術サービスチームは、熟練のトレーナーであり、
疾病の予測、予防及び治療の専門知識を有する獣医学の
専門家及び栄養士で構成されています。私たちは市場、
市場のニーズ、課題及び使用されている製品の深い知識
を持っています。 私たちはお客様に総合的な解決策を提
供することに注力しています。これらの解決策は、当社の
多様な製品ラインナップからだけではなく、お客様の最も
重要な課題を解決する総合的な提案をまとめることに情熱
を注ぐ私たちの社員の専門知識や経験からも生まれます。

当社は、お客様にとって重要な方法で密接に連携するこ
とで、ゾエティスの支援を受けて事業を運営することは価
値のあることだと思っていただけるよう取り組んでいます。
製品や疾病に関する研修プログラム、お客様の重要な
ニーズに応える優れた製品の提供、適切なタイミングで
の高品質な製品の納品を通してベストを尽くして業務に
あたる、といった能力を当社の社員は持っています。い
つどこでもお客様のご都合に合わせて、当社の支援により、
お客様の事業運営が円滑になるよう尽力しています。

私たちは、牛、豚、鶏に大きな打撃をもたらす慢性疾病及
び新興疾病の両方に対処するために、獣医師及び生産者
の皆様と一緒に解決に取り組みます。私たちは獣医師の
皆様がペットのための健康プログラムの導入やより効率
的な診療を行うためにお手伝いします。

お客様にとって最も重要なことや、事業の成長を成功さ
せるために必要なことを理解するよう努めています。

世界中でビジネスを展開することに加え、当社の営業担
当者及び技術サービスの専門家は、お客様と同じ考え方
をし、同じ経験を共有します。世界のゾエティスのライブ
ストック（畜産）部門で働く社員の多くは、農家や畜産農
家で育ちました。世界のコンパニオンアニマル部門では、
多くの社員が動物病院の勤務経験者があり、自身がペッ
トを飼育するペットオーナーが多くいます。

お客様と協力し、最も重要な課題に耳を傾け、
ニーズに対応するための総合的な解決策を開発することによって、
お客様の利益のために当社の世界規模の事業展開と現地拠点を活用します。

お客様との協調した取り組み

お客様との直接的な関わり
ゾエティスでは、社員は人と動物の絆の重要性やペット
がますます家族の一員とみなされるようになっていること
を強く願っています。世界のいくつかの市場では、オン
ライン情報やソーシャルメディアコミュニティーを通して
健康管理情報へのニーズを支援することにより、私たち
はペットの飼い主と直接関わりを持っています。

お客様との
密接な関係
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私たちは獣医師や畜産業のお客様の成功に必要な
総合的な解決策の発見と開発に重点をおいて技術革新を行っています。

ズの認識、他の動物種への適応拡大、より多くの国での
使用適応の拡大によって、当社の既存製品をより広くご使
用いただき、お客様へ提供する製品の価値を高めるため
に積極的に取り組むことを意味します。

当社の研究開発部門のネットワークは、ミシガン州カラマ
ズーのグローバル本部と米国、ラテンアメリカ、ヨーロッ
パ及びアジアのチームで構成されています。各地域での
事業展開は、国内及び世界規模での市場調査の支援を受
けて、各国の畜産業の皆様や獣医師の声に耳を傾け、お
客様の課題からそのニーズに合った実用的で費用対効果
の高い製品へと結び付けることを可能にしています。新
興感染症が蔓延し、人々の生命や動物、生活が脅かされ
る場合には、当社の世界的な事業展開がこれらに迅速か
つ的確に対応する力の中心となります。

当社が生み出した革新的技術は、約100の共同研究に
よって強化されています。私たちは、アニマルヘルスや医
薬品、バイオテクノロジー、農業関連産業のあらゆる分野
のパートナー企業だけでなく、学術機関や公的機関、民
間機関のリーダーとも連携しています。私たちはアニマ
ルヘルスに関する最良のパートナーとなることを目指して
います。

私たちは、疾病の予測、予防、診断及び治療を向上させ、
健康的な飼養成績と生産性を最大化させるために、新た
な知見を生み出します。当社の研究開発部門では、継続
的な技術革新の基盤となりうる新たな知識体系を作り出
しています。社内における発見とともに外部機関との共
同研究を通して、お客様が最も重要な課題を克服する助
けとなる新規のワクチンや動物用医薬品、バイオ医薬品、
診断検査、バイオデバイス、遺伝子検査だけでなく、デー
タ解析を組み合わせたセンサー技術が生まれています。
また、ワクチン投与と組み合わせた診断検査の利用や特
定の疾病を管理するための治療プロトコール、ワクチン
投与のための当社の自動化ソリューションに安全で有効
なゾエティスのワクチンを組み合わせるといった、複数の
製品を統合してお客様の利益が最大となるように努力し
ています。

当社の包括的な研究開発部門は、300を超える案件に取
り組み、より良い解決策で動物の健康の向上を図るとい
う当社の目標を実現します。適切なプロジェクトの選択、
優先順位付けを通して、当社はスピード、柔軟性、効率性
をもってこれらのソリューションを開発しています。当社
の継続的な技術革新の成果とは、より使いやすい製剤の
設計及び配合の開発、製品の効用を拡大する新たなニー

獣医療域全般での技術革新
当社研究開発部門の広範な能力により、ゾエティスは、獣医療域全般にわたり
獣医師が疾病の予測、予防、診断、治療の要望に対応可能な、なくてはならない存在になっています。

 

動物用医薬品データ解析
及びセンサー

ワクチン、バイオデバイス
及び自動化

診断薬遺伝子検査

治療診断予防予測

技術革新
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当社には、全世界で20以上の製造拠点があり、
̶ 生物学的製剤及び動物用医薬品製造のための専門知識を活用しています。 
̶ 生物学的製剤、動物用医薬品、薬用飼料添加剤、バイオデバイスおよび診断検査機器・
　 薬の製造における専門知識を提供しています。

製造や供給に関わる社員たちは研究開発チームと密接に連携し、
研究所から製造への本格的な技術移行が容易かつ効率的に行われるようにしています。
その結果として、高品質の製品を適切な価格でご提供しています。

います。このような統合された供給網により、当社の革
新的な製品をお客様のもとに迅速に、効率的に、かつ適
切な価格でお届けすることができます。

実際のところ、当社の研究開発部門の多くは、製造所に
併設しており、開発チームと製造チームは協力して取り組
み、製品設計を研究開発の過程に直接組み込みます。こ
のような密な共同作業により、より効率的に開発案件を
実生産に移行し、新たに改良された製品をより迅速に市
場に出すことができ、獣医師及び畜産業の皆様のお役に
立つことが可能になります。

当社は、各国の政府および規制当局と連携を密にし、現
地でのガイドラインや規制内容に厳密に従い、高い品質
水準を維持した事業活動をしています。

当社が所有する製造拠点に加えて、当社の高い基準を満
たす世界中のパートナー企業の製造拠点とも連携してい
ます。社内と社外のリソースのバランスをとり、生物学的
製剤や価値の高い製剤設計への投資を最大限に高め、将
来性のある製品及び技術を入手できるようにしています。
また、社外の他の大規模な製造所の効率性をもとに市販
化のスピードを速め、将来的な成長及び効率性のための
当社の製造拠点網を最適化しています。当社は、継続的
な改善という長年の文化によってアニマルヘルス製品の
供給の複雑さを管理してきました。この経験を生かし、
当社は一貫した品質の製品を提供するのみならず、変化
に対して効率的に対応し、迅速な開発、供給のための、
優れた技術革新を行う見込みのある成長企業を統合して

品質に対する揺るぎない信頼

高品質な製品と
その製造供給能力
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ゾエティスは8種のコアとなる動物種、すなわち、肉牛及び乳牛、豚、鶏、羊、魚、
犬、猫、馬を対象とした約300の多様な製品ラインナップを提供しています。
この製品ラインナップには、抗菌剤、ワクチン、寄生虫駆除薬、薬用飼料添加剤、
動物用診断検査及びその他動物用医薬品の6つの製品カテゴリーが含まれます。

ライブストック（畜産）向け製品ラインナップ
当社は、畜産動物が日常的に直面する多くの健康面や生産面の課題に対する具体的なソリューションを提供します。
さまざまな製品及びサービスを通して、畜産従事者および経営者の方々をサポートします。

コンパニオンアニマル向け製品ラインナップ
当社の製品は、猫、犬の生活の質の向上に役立ちます。
当社は、ペットオーナーの皆様がより容易にペットの体調や健康を維持できるべく尽力しています。

幅広い
製品ラインナップ
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当社が注力する最も重要な目標は、動
物の健康を向上させることであると理
解しています。そうすることで公衆衛
生も守り、向上することができます。

当社はゾエティス社内の研究開発プロ
グラムに投資し、公的、民間のパート
ナーと協力して、新規、改良したアニ
マルヘルス製品や技術を市場に投入
しています。当社の製品ラインナップ
は、お客様の動物の疾病の予測、予防、
診断、治療、未知の獣医療ニーズへの
対処を支えています。

獣医療に従事する専門家は、動物、公
衆衛生の担い手としての重要な役割を
果たしています。当社は、獣医療を振
興し、新世代の才能あるリーダーが創
出する、活力ある未来を実現するとい
う目標を60年にわたり達成してきた
ことを誇りに思います。

開業している獣医師の皆様に対して、
当社は技術支援、継続的な研修を提供
しています。当社は獣医療従事者の協
会や団体と提携し、獣医学生のための
奨学金、キャリア開発プログラム、研究
助成金を提供しています。

発展途上国では、当社は獣医科大学及
び学会と連携して、獣医学教育の水準
を引き上げ、治療水準の近代化を進
め、より幅広く利用できるようにしてい
ます。

当社は、畜産農場及び獣医師の皆様が、
限りある天然資源やその他の制限にも
かかわらず、安全で適切な価格、そして
持続可能な動物性タンパク質を供給で
きるようにする次世代のアニマルヘル
スの解決策の開発に取り組んでいます。

当社は、疾病の予測を助けるデジタル
技術や診断法、疾病に強い形質を同定
することができる遺伝子検査、疾病予
防に役立つワクチン及び革新的な治療
薬の開発を早めるよう尽力しています。

当社は、顧客の皆様が抗菌剤を責任を
持って使用していただけるよう支援し
ます。また、獣医師が抗菌剤の使用の
決定をすべきだと考えています。発展
途上国の市場の貧しい農村社会にお
いて、当社は、畜産農場の動物薬の適
切な使用を啓蒙し、畜産の教育へもつ
ながる農業開発プログラムを支援し、
畜産農場の生産性の向上及び自給自
足から持続可能な農業への移行を促
進します。

当社は動物の健康を向上させ、畜産の持続可能性を高め、世界中のお客様や当社社員、
地域社会の生活を豊かにすることにより、当社の事業及び社会に貢献します。
当社のグローバルな業界リーダーとしての役割、資源、専門知識及び製品ラインナップを
活用して、6つの分野の責任を全うするように活動しています。

当社の6つの分野への社会的責任

動物の
健康の向上

獣医療の
振興

安全で
持続可能な食糧供給

社会への貢献
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当社が開発する動物用医薬品、ワクチ
ン、診断ツールの範囲を超えて、当社
は社会貢献ができると考えています。
当社の社員は当社の資源と専門知識
を利用して、当社が事業展開している
地域社会によい変化をもたらすように
尽力しています。

当社は、才能ある若者が畜産の経験を
得ることを目指した組織に参画してい
ます。また、ペットの引き取り手を見つ
けることを推進する世界中の組織を支
援し、新たな家族を待っている動物た
ちのために獣医療を提供するシェル
ターに、動物用医薬品、診断薬を提供
しています。

ゾエティスは、自然災害による被害か
ら外部支援を必要とする地域社会を支
援します。当社は、現地のチームと協
力して、経済的支援と動物用医薬品で
動物の健康と福祉を守ります。

常に正しいことを行うということは、当
社の企業理念（コアビリーフ）の1つで
す。当社は、高い倫理観を持って事業
運営することは全社員の責任であると
考えています。

当社は、当社の製品の開発、製造に環
境への配慮を直接組み入れています。
世界中にあるゾエティスの製造所は、
廃棄物と取水量を削減し、エネルギー
効率を改善するよう努力しています。

新たな動物用医薬品や治療法の発見、
開発、評価に動物を使用する必要があ
る限り、私たちは動物の飼育に関して、
地方政府、国及び国際的な法律や規
制で要求される以上の高い基準を満
たした事業活動を、責任をもって実現
し続けています。

当社は、高い倫理観、説明責任、他者
との協調、お客様への情熱、目標の必
達、という企業理念（コアビリーフ）に
基づく独自の文化を生み出しました。

当社は、アニマルヘルス事業に集中し
ており、社員は共通の目的を持ち、動
物の飼育及び世話をしているお客様の
成功のために知識や資源を共有してい
ます。

当社は、社員に投資し、社員がより複
雑な課題に取り組むために知識や技
術を向上させる素晴らしい場を提供し
ています。当社は、多様性を高く評価
し、差別のない職場づくりに力を注い
でいます。

働きがいのある
職場

倫理的かつ
責任ある事業運営

当社が
事業展開している
地域社会の支援



培われています。社員は自らの決定と行動が当社の事業
とお客様に直接的な影響を及ぼすことを理解しています。

ゾエティスでは、社員や当社の事業、
私たちの社会のために「常に正しいことを行う」
努力をしています。

ペットがより長く幸せで健康な生活を送る手助けをするこ
とであれ、より健康な畜産動物の生産を通して安全かつ
手頃な価格の栄養を人々に確実に届ける手助けをするこ
とであれ、ゾエティスの社員は動物の健康の向上によって
社会と当社の事業に価値を生み出しています。

ゾエティスには協力を重んじる文化があり、
意味のある結果を達成するために事業のあらゆる場面で
「ワン・ゾエティス」として取り組みます。

この結果はオープンで多様、包括的な環境から最も良い
形で生まれると私たちは考えています。グローバル企業と
してゾエティスは他者の違いや文化に敬意を払い、正当に
評価する社員とともに45ヶ国で事業を展開しています。

ゾエティスの社員の誰もがゾエティス社員として
当事者意識を持つよう促され、それが期待されています。

私たちはアニマルヘルス事業に集中しており、その中で
はチーム内に「自分自身のことと捉えて取り組む」姿勢が
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ゾエティスは、社員こそが事業の成功の原動力であることを正しく理解しています。
社員はその前向きな企業文化と動物のケアにおいて私たちが果たしている有意義な役割を
誇りに思っています。

私たちの企業文化に関して言えば、当社のコアビリーフは、社員やお客様などと
毎日私たちが向き合う上での基礎となっています。コアビリーフは、魅力ある職場環境を創り出し、
アニマルヘルスにおいて選ばれる主要パートナーとなるのを手助けしました。
ゾエティスの社員の誰もが、それぞれのキャリア形成の道程を追求することにより、
個人的にも専門的にも成長することが奨励されています。管理職や組織の支援を受けて、
社員はそれぞれのキャリアの目標や願望への到達を助けるような挑戦や経験をする
チャンスが与えられています。

ゾエティスの優れている点

ゾエティスの
一員になりませんか
WWW.ZOETIS.COM/CAREERS

働きがいのある
職場
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