
シャンプー トリミング イージーシャンプー シャンプー トリミング イージーシャンプー

¥3,410 - ¥2,046 ¥3,850 - ¥2,310

¥3,520 ¥4,620 ¥2,112 ¥4,070 ¥5,280 ¥2,442

¥3,850 - ¥2,310 ¥4,070 - ¥2,442

¥3,960 ¥5,500 ¥2,376 ¥4,400 ¥6,050 ¥2,640

¥4,620 ¥6,050 ¥2,772 ¥5,280 ¥6,600 ¥3,168

¥4,950 ¥6,270 ¥2,970 ¥5,390 ¥6,820 ¥3,234

¥4,620 ¥6,050 ¥2,772 ¥5,170 ¥6,600 ¥3,102

¥4,620 ¥6,600 ¥2,772 ¥4,950 ¥7,150 ¥2,970

¥4,620 ¥7,150 ¥2,772 ¥5,500 ¥7,700 ¥3,300

¥5,280 ¥7,700 ¥3,168 ¥5,830 ¥8,800 ¥3,498

¥4,620 ¥7,150 ¥2,772 ¥5,500 ¥7,700 ¥3,300

¥4,950 ¥7,370 ¥2,970 ¥5,500 ¥7,920 ¥3,300

¥5,280 ¥7,700 ¥3,168 ¥7,150 ¥9,020 ¥4,290

¥5,060 - ¥3,036 ¥5,610 - ¥3,366

¥5,170 ¥6,600 ¥3,102 ¥6,050 ¥8,250 ¥3,630

¥5,170 ¥7,370 ¥3,102 ¥6,050 ¥7,920 ¥3,630

¥6,270 ¥7,700 ¥3,762 ¥6,930 ¥8,800 ¥4,158

¥7,370 ¥9,020 ¥4,422 ¥7,700 ¥10,230 ¥4,620

¥6,380 - ¥3,828 ¥7,150 - ¥4,290

¥7,040 ¥8,800 ¥4,224 ¥8,030 ¥10,780 ¥4,818

¥7,040 - ¥4,224 ¥7,590 - ¥4,554

¥7,920 ¥9,900 ¥4,752 ¥8,470 ¥13,200 ¥5,082

¥7,040 ¥12,100 ¥4,224 ¥8,250 ¥15,400 ¥4,950

¥7,040 ¥9,350 ¥4,224 ¥8,800 ¥16,500 ¥5,280

¥8,580 ¥11,550 ¥5,148 ¥8,800 ¥17,600 ¥5,280

¥18,700 ¥22,000 ¥11,220 ¥25,300 ¥33,000 ¥15,180

¥18,700 ¥22,000 ¥11,220 ¥25,300 ¥33,000 ¥15,180

¥12,100 ¥17,600 ¥7,260 ¥13,200 ¥20,900 ¥7,920

¥12,100 ¥17,600 ¥7,260 ¥13,200 ¥20,350 ¥7,920

¥7,920 ¥13,750 - ¥7,920 ¥13,750 -

¥9,900 ¥13,750 - ¥9,900 ¥13,750 -

(税込) (税込)

オプション マイクロバブル 炭酸泉 ハーブパック スキンケアシャンプー 泡パック オプション マイクロバブル 炭酸泉 ハーブパック スキンケアシャンプー 泡パック

小型犬 ¥660 ¥660 ¥2,200 ¥1,650 ¥880 小型犬 ¥660 ¥660 ¥2,200 ¥1,650 ¥880

小中型犬 ¥770 ¥770 ¥2,860 ¥2,090 ¥990 小中型犬 ¥770 ¥770 ¥2,860 ¥2,090 ¥990

中型犬(短毛） ¥880 ¥880 ¥3,740 ¥2,200 ¥1,100 中型犬(短毛） ¥880 ¥880 ¥3,740 ¥2,200 ¥1,100

中型犬(長毛） ¥880 ¥880 ¥4,290 ¥2,750 ¥1,100 中型犬(長毛） ¥880 ¥880 ¥4,290 ¥2,750 ¥1,100

大型犬 ¥1,100 ¥1,100   \5,280～    \3,850～ ¥1,430 大型犬 ¥1,100 ¥1,100   \9,020～    \6,820～ ¥6,050

猫(短毛) ￥660～ ￥660～ ¥2,200 ¥2,200 ￥880～ 猫(短毛) ￥660～ ￥660～ ¥2,200 ¥2,200 ￥880～

猫(長毛) ￥660～ ￥660～ ¥2,860 ¥2,860 ￥880～ 猫(長毛) ￥660～ ￥660～ ¥2,860 ¥2,860 ￥880～

　 (税込) 　 (税込)

※マイクロ・炭酸泉は小さいシンクに入らない子は大型犬料金となります。 ※マイクロ・炭酸泉は小さいシンクに入らない子は大型犬料金となります。

※マイクロ・炭酸泉・泡パックは体重別、ハーブパック・スキンケアシャンプーは犬種別の料金区分となります。

ボーダーコリー

※披毛の長さや量により料金が割増になる場合があります。

※マイクロバブル＋炭酸泉でお得なスペシャルSpa☆　炭酸泉が半額になります！ ※マイクロバブル＋炭酸泉でお得なスペシャルSpa☆　炭酸泉が半額になります！

※披毛の長さや量により料金が割増になる場合があります。

シェルティ

改定前　料金表 2021年7月1日からの改定料金表

お問い合わせTEL:0120-766-075

HP:https//www.wannyankobo.com

LINE公式アカウント＠swp2578z

※改定価格表の黒字または記載の無いその他のトリミングメニューやホテル料金に改定はございません。

※マイクロ・炭酸泉・泡パックは体重別、ハーブパック・スキンケアシャンプーは犬種別の料金区分となります。

猫(長毛種)

サモエド

秋田犬

バーニーズ

ピレニーズ

スタンダードﾌﾟｰﾄﾞﾙ

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝドゥードル

Aコッカ―

ブルドッグ

トイプードル

ビション・フリーゼ

ビーグル・フレンチブルドッグ

柴・コーギー・キャバリア

Ｍシュナウザー

猫(長毛種)

シーズー

メニュー

チワワ(S)・ミニピン

チワワ(L)

ダックス(S)

ダックス(L)

パピヨン

ポメラニアン

ジャックラッセル・パグ

マルチーズ・ヨーキー

ペキニーズ

ウエスティー

ラブラドール

ゴールデン

猫(短毛種)

ゴールデン

ラブラドゥードル

サモエド

秋田犬

バーニーズ

ピレニーズ

スタンダードﾌﾟｰﾄﾞﾙ

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝドゥードル

猫(短毛種)

ラブラドゥードル

ラブラドール

ウエスティー

シーズー

トイプードル

ビション・フリーゼ

ビーグル・フレンチブルドッグ

柴・コーギー・キャバリア

Ｍシュナウザー

シェルティ

Aコッカ―

ブルドッグ

ボーダーコリー

ペキニーズ

わんにゃん工房　青葉台店

〒227-0047　神奈川県横浜市青葉区みたけ台23-4-1F

open 10:00～close 19:00(年中無休)

メニュー

チワワ(S)・ミニピン

チワワ(L)

ダックス(S)

ダックス(L)

パピヨン

ポメラニアン

ジャックラッセル・パグ

マルチーズ・ヨーキー

トリミングサロン 料金表


