
Trimming Price

※（ ）内は税込価格です

上記は営業時間となりますので
詳しくはスタッフまでご確認ください。

トリミング

OPEN  9:30-19:00

一時預かり

OPEN  7:00-22:00
ご予約最終受付 17:00

Trimming Salon

トリミングサロン

Trimming Salon

犬　種

スムースチワワ

スムースダックス

ロングチワワ

イタリアングレーハウンド

ロングダックス

フレンチブルドッグ

パピヨン

ジャックラッセルテリア

マルチーズ

ポメラニアン

シーズー

キャバリア

ミニチュアシュナウザー

トイプードル

ビションフリーゼ

コーギー

柴

Aコッカー

シェルティー

ボーダーコリー

ラブラドールレトリーバー

ゴールデンレトリーバー

ラブラドゥードル

スタンダードプードル

ゴールデンドゥードル

シャンプーコース

スタンダードコース

カットコース
シャンプー

ティーツリー 自然流 ティーツリー 自然流ビューティエコ

トリートメント

スタンダードコースにプラス

シャンプーコース：シャンプー・コンディショナー・ブロー・肛門腺絞り

カ ッ ト コ ー ス：シャンプーコース・フルセット・全身カット

￥3,000
（￥3,300）

￥3,300
（￥3,630）

￥3,800
（￥4,180）

￥3,800
（￥4,180）

￥4,000
（￥4,400）

￥4,200（￥4,620）
￥4,500（￥4,950）
￥4,800（￥5,280）
￥5,000（￥5,500）

￥17,000
（￥18,700）

￥8,500
（￥9,350）

￥6,200
（￥6,820）

￥4,200
（￥4,620）

￥4,800
（￥5,280）

￥5,200
（￥5,720）

￥5,800
（￥6,380）

￥6,200
（￥6,820）

￥6,800（￥7,480）
￥7,000（￥7,700）
￥7,000（￥7,700）
￥5,800（￥6,380）

￥5,200（￥5,720） ￥7,000（￥7,700）

￥23,000
（￥25,300）

￥700
（￥770）

￥500
（￥550）

￥900
（￥990）

￥400
（￥440）

￥300
（￥330）

￥500
（￥550）

￥10,500
（￥11,550）

￥8,000
（￥8,800）

￥6,500
（￥7,150）

￥8,500
（￥9,350）



S S
S
M
L

L L

￥800  （￥880）

￥1,000（￥1,100）

￥1,400（￥1,540）

￥2,400（￥2,640）

￥3,400（￥3,740）

￥1,000（￥1,100）

￥1,800（￥1,980）

￥2,800（￥3,080）

￥3,800（￥4,180）

￥4,800（￥5,280）

ショートコート

S S
S
M
L

L L

ロングコート

クイックシャンプーコース

足とお腹のみのシャンプーコース

短時間で汚れやすい箇所だけをシャンプーいたします。車に乗せる前やお部屋に戻る前に。　是非ご利用ください。

選べるお手入れセット

爪切り・耳掃除・おひげカット・足裏バリカン・足回りカット・肛門周りバリカン・肛門腺絞り

※上記 7 点から愛犬に必要なケアをお選びいただけます。

1点

3点セット

フルセット

￥600  （￥660）

￥1,300（￥1,430）

￥2,400（￥2,640）

￥400  （￥440）

￥800  （￥880）

￥1,400（￥1,540）

￥1,400（￥1,540）

￥1,900（￥2,090）

￥2,400（￥2,640）

￥1,000（￥1,100）

￥1,400（￥1,540）

￥1,900（￥2,090）

単 品

1点

3点セット

フルセット

コースにプラス

お顔カット

小型犬

中型犬

大型犬

単 品

小型犬

中型犬

大型犬

コースにプラス

※（ ）内は税込価格です

オールシザー ￥1,000～（￥1,100～）

毛　玉 ￥300（￥330） / 5分

保　定 ￥600（￥660） / 30分

アンダーコート ￥300（￥330） / 5分

トリミング追加料金

Trimming Salon

SPEED MENU
スピードメニュー



※（ ）内は税込価格です

● 愛犬のお悩みに効果的なコースを

W消臭効果でニオイ対策。

新陳代謝・自然治癒力も高まり、アロエベラの保湿成分で、フケ・乾燥予防にも。

上記価格には 【デンタルケア・肉球ケア・3点セット・選べるシャンプー】 が含まれます。

※クイックシャンプーのメニューとの併用はできません。

※愛犬の体調が優れない、または傷口などがある場合は施術出来かねますので予めご了承ください。

※大型犬はスタッフまでご相談ください。　※表記料金は消費税を含みます。

ESTHETIC SET
エステセット

Trimming Salon

スタンダードコースのオプションメニューとなります。

ドッグエステセット

プレミアムケアコース

泥パック

炭酸が古い角質まで毛穴を洗浄。

パックの成分が被毛をコーティングしボリュームアップ！お肌にも被毛にも保湿効果あり。

プレミアムケアコース

ハーブパック

スムースコート犬種におすすめ

ニオイが出やすい。乾燥肌、フケが気になる。新陳代謝を高めたい。

スペシャルケアコース

泥パック

全犬種におすすめ

ニオイが出やすい。なるべく負担をかけたくない。

ハーブスパークリング

じんわり温浴で

古い角質を除去。

ビューティーケアコース

ロングコート犬種におすすめ

被毛にボリュームが欲しい。毛玉、涙やけが気になる。脱毛、痒みなどの皮膚トラブルがある。

スペシャルケアコース

ハーブパック

小型犬

中型犬

￥3,000（￥3,300）

￥4,000（￥4,400）

￥2,900（￥3,190）

￥3,900（￥4,290）

￥3,900（￥4,290）

￥4,900（￥5,390）

￥3,500（￥3,850）

￥4,500（￥4,950）

￥4,500（￥4,950）

￥5,500（￥6,050）

消臭

ビューティーケアコース スペシャルケアコース プレミアムケアコース

オーガニック100％ハーブパック

効果がそれぞれ異なる

3タイプのハーブから選択。

小型犬

中型犬

静電気

ハーブスパークリング

オーガニック100％ハーブパック

のＷコース

小型犬

中型犬

保湿 涙やけ

死海の泥パック

保湿効果が高く

フケ・かゆみの軽減にも。

小型犬

中型犬

消炎

ハーブスパークリング

死海の泥パック

のＷコース

小型犬

中型犬

保湿



上記にプラスで 【デンタルケア・肉球ケア】 が付きます。

エステセットを１つお選びください

３点セットの内容をお選びください

●爪切り　 ●耳そうじ　 ●足周りカット　 ●足裏バリカン　 ●肛門周りバリカン　 ●おヒゲカット

シャンプーをお選びください

●自然流　シャンプー＆トリートメントインコンディショナー

●ティーツリー　シャンプー＆コンディショナー

●ティーツリー　シャンプー＆ボリュームアップコンディショナー

●ビューティエコ　シャンプー＆コンディショナー

COURSE CHOICE
コースの内容選択

ドッグエステセット

Trimming Salon

ビューティーケアコース

ハーブパックスペシャルケアコース

泥パックスペシャルケアコース

ハーブパックプレミアムケアコース

泥パックプレミアムケアコース

C

A

B



デンタルシート

小型犬

中型犬

大型犬

歯ブラシ

ハミガキ

小型犬

中型犬

大型犬

￥1,000（￥1,100）

￥1,400（￥1,540）

￥1,900（￥2,090）

￥600（￥660）

￥700（￥770）

￥800（￥880）

￥1,200（￥1,320）

￥1,300（￥1,430）

￥1,400（￥1,540）

￥800（￥880）

スパークリングスパ

小型犬

中型犬

大型犬

肉球ケア

￥1,700～（￥1,870～） ￥2,600～（￥2,860～）

ハーブパック 死海の泥パック

※（ ）内は税込価格です

単品メニュー

ESTHETIC OPTION MENU
エステオプションメニュー

ドッグエステセット

Trimming Salon



艶やかで透明感のある仕上がりに

～仕上がりは 2 タイプからお選びいただけます～

今までにない感動の仕上がりを

《 シャンプー S 》

皮膚・被毛の水分量を整え被毛に滑りを与えます。

《 トリートメント S 》

被毛に潤いと美しいつやを与え毛玉・静電気を防止します。

ゾイック

Shampoo / Treatment 【スタンダード】
シャンプー　/　トリートメント

Trimming Salon

スムース

サラサラでふんわり弾む仕上がりに

《 シャンプー A 》

優しく被毛を包み込みニオイや汚れをしっかり落とします。

《 トリートメント A 》

被毛を良好なコンディションに整え、

ふんわり軽やかな仕上がりが持続します。

エアリー



～和 ・ 漢 ・ 洋の漢方 ・ ハーブ ・ 植物エキス配合～

高い洗浄力・保湿力と低刺激

《 シャンプー （トリートメントイン） 》

天然ハーブの洗浄力で頑固な汚れをスッキリ落とします。

《 トリートメントコンディショナー 》

毛の傷み・乾燥が気になる場合は

トリートメントコンディショナーとの併用がおすすめです。

￥500～（￥550～）

￥300～（￥330～）

自 然 流

【オプション】 ※追加料金が必要になります。Shampoo / Conditioner
シャンプー　/　コンディショナー

Trimming Salon

～消臭 ・ 消炎効果のあるティーツリー成分配合～

思わず抱きしめたくなるふわ・ツヤ感

《 シャンプー＆コンディショナー 》

植物成分と海藻保湿成分が優しく洗い上げます。

《 ボリュームアップコンディショナー 》

健康的なボリューム感が持続する

ボリュームアップトリートメントの併用もおすすめです。

￥500～（￥550～）

￥300～
（￥330～）

ティー

ツリー

～ノミダニの嫌がるハーブエキス配合～

安心・安全のナチュラルシャンプー

《 シャンプー＆コンディショナー 》

100％天然植物性で肌に優しいだけでなく

虫よけ効果も期待できます

アトピー・アレルギー体質

フケ症でお困りのワンちゃんに特におすすめです

￥500～（￥550～）

ビューティ

エコ

※（ ）内は税込価格です



1時間 ￥600（￥660）

￥300（￥330）

￥900（￥990）

￥450（￥495）

￥900（￥990）

￥450（￥495）

ペットマンションタイプ

1時間

個室タイプ

小型・中型犬

1時間

1時間以降
30分毎に

1時間以降
30分毎に

1時間以降
30分毎に

個室タイプ

中型・大型犬

※（ ）内は税込価格です

* 当施設にご宿泊の愛犬は、滞在中は無料にてお預かりいたします。

　チェックイン前　（～15：00まで）

　チェックアウト後　（11：00～）は有料にてお預かりいたします。

* 18：00以降のお預かりは予約制とさせていただきます。予めご了承ください。（ご予約最終受付  17：00）

* 料金は前払いでお願いしております。

* 初回ご利用時に10歳以上の愛犬は身体的・精神的な負担を考え、お預かりをお断りさせていただいております。予めご了承ください。

Short Stay Price
ショートステイ料金

お預かりは 「1 時間」 からお承りいたします

Trimming Salon

■一時預かりについて

* 料金表に記載がない犬種につきましてはトリミングサロンスタッフまでご相談ください。

* MIX犬種は愛犬のサイズや毛量により料金を決めさせていただいております。

* ご精算は愛犬の被毛の状態により料金が異なる場合がございますので、施術後のお支払いをお願いしております。

* カット直しは原則として当日のみ承りますので予めご了承ください。

* 初回ご利用時に10歳以上の愛犬は身体的・精神的な負担を考え、施術時間30分以上のメニューはお断りする場合が

　ございます。事前にトリミングスタッフまでご相談ください。

■トリミングについて

* ご予約・お問い合わせは、お電話または店頭で承っております。

* お預り・トリミングの予約・お迎え時間に変更のある場合は、当方に速やかにご連絡ください。

* 事前のご連絡がなく、予約時間を30分経過してもご来館がない場合は自動的にキャンセルとさせていただきます。

* 初回ご利用時に最終接種から14日以上1年以内の混合ワクチン証明書（5種以上）と狂犬病予防接種証明書のご提示を

　お願いしております。

　ご提示いただけない場合は、お預かりをお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

* 生理中・妊娠中、外傷がある（当施設が認める場合は除く）、酷く暴れる・噛みつき癖がある、

　心臓病・テンカン・呼吸器疾患等の持病をお持ちの愛犬はお預かりお断りさせていただいております。

■ご利用案内


