
\770~

   ￥770～

   ￥550～ 薬用シャンプー

¥770 耳掃除

¥1,440

  ￥770～

¥550    (税込)

シャンプー トリミング イージーシャンプー ナノバブル 炭酸泉 泡パック

¥4,510 - ¥2,706 ¥770 ¥990 ¥1,320

¥5,060 ¥6,820 ¥3,036 ¥880 ¥1,100 ¥1,430

¥4,510 - ¥2,706 ¥990 ¥1,210 ¥1,540

¥5,280 ¥7,040 ¥3,168 ¥990 ¥1,210 ¥1,540

¥5,940 ¥7,040 ¥3,564 ¥1,210 ¥1,430 ¥6,490

¥6,160 ¥8,140 ¥3,696 ￥770～ ￥990～ ￥1,320～

¥5,940 ¥7,260 ¥3,564 ￥770～ ￥990～ ￥1,320～

¥5,610 ¥8,470 ¥3,366 　 (税込)

¥6,160 ¥9,020 ¥3,696 ※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。

¥6,710 ¥10,120 ¥4,026

¥6,160 ¥9,020 ¥3,696

¥6,160 ¥9,240 ¥3,696

¥7,810 ¥10,890 ¥4,686

¥6,380 - ¥3,828

¥6,930 ¥9,570 ¥4,158

¥6,710 ¥9,240 ¥4,026

¥8,140 ¥10,120 ¥4,884

¥8,360 ¥11,770 ¥5,016

¥8,360 - ¥5,016

¥9,460 ¥12,320 ¥5,676

¥8,250 - ¥4,950

¥9,680 ¥14,520 ¥5,808

¥9,460 ¥16,170 ¥5,676

¥11,110 ¥20,020 ¥6,666

¥11,110 ¥21,120 ¥6,666

¥27,610 ¥38,720 ¥16,566

¥27,610 ¥38,720 ¥16,566

¥19,910 ¥27,720 ¥11,946

¥15,510 ¥22,220 ¥9,306

¥8,580 ¥14,520 -

¥10,560 ¥14,520 -

(税込)

※その他犬種についてはお問い合わせください。

・トリミング多頭割10％ＯＦＦ

・誕生日月10％ＯＦＦ

・ご利用当日に1か月半以内の次回予約で500円OFF

・お友達を紹介して頂いたお客様と紹介してもらったお客様ともにトリミング料金1000円OFF

※一時預かりは開店～閉店時間までのお預かりになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　  （税込）

ホテル割引サービス

※ホテルの送迎は午前（10時～12時発）午後（16時～18時発）のご指定のみとなり ・ホテル長期割(7泊より)10％OFF

　細かい時間のご指定はできません。

※件数制限がございます。送迎ご希望の方はお早めにご予約ください。 ※割引サービスは税別価格に適用致します。

2023年３月改定料金

※黄色のポイントカードを一年間で3枚たまるとランクアップしていたのが、4枚たまるとランクアップに変更になります。

展望室付ダブル ¥1,415 ¥8,470

３ｋｍ以内は送迎無料！３～５ｋｍは往復￥550片道￥330

・ホテル利用時のシャンプーコース、トリミングコース10％OFF

猫ダブル ¥1,140 ¥6,820

展望室付シングル ¥1,045 ¥6,270

(ナノバブル・炭酸泉・スキンケアシャンプー・泡パック・ハーブパック・歯磨き・肉球ケア) ※大型犬一時預かりはおこなっておりません

猫シングル ¥770 ¥4,620

トリミング割引サービス 小中型 ¥865 ¥5,170

・初回トリミング利用オプション半額 中型 ¥955 ¥5,720

一時預かり

部屋 1時間 6時間以上(一律）

※大きさは体型・体重によって変わる場合があります。 小型 ¥770 ¥4,620

猫(短毛種) 動画メール 一日 ¥550

猫(長毛種) （税込）

ピレニーズ 展望室付ダブル(2匹まで可) ¥8,470

スタンダードﾌﾟｰﾄﾞﾙ （税込）

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝドゥードル ホテルオプション　

秋田犬 ダブル(2匹まで可） ¥6,820

バーニーズ 展望室付シングル ¥6,270

ラブラドゥードル 部屋 1泊料金

サモエド シングル ¥4,620

ボーダーコリー ※大型犬の宿泊はおこなっておりません

ラブラドール （税込）

ゴールデン キャットホテル

Aコッカ― 小中型犬(5kg～8kg未満) ¥5,170

ブルドッグ 中型犬(8～12kg未満) ¥5,720

Ｍシュナウザー 部屋 1泊料金

シェルティ 小型犬(～5kg未満) ¥4,620

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 ドッグホテル ※体重は大きさの目安です

ペキニーズ

ウエスティー ※ナノバブル・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。

シーズー ※ナノバブル・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。

トイプードル

ジャックラッセル・パグ 猫(長毛) ¥3,960 ¥3,410

マルチーズ・ヨーキー ※ナノバブル＋炭酸泉でお得なスペシャルSpa☆　炭酸泉が半額になります！

パピヨン 大型犬   \10,120～    \7,370～

ポメラニアン 猫(短毛) ¥3,300 ¥2,750

ダックス(S) 中型犬(短毛） ¥4,840 ¥2,750

ダックス(L) 中型犬(長毛） ¥5,390 ¥3,300

チワワ(S)・ミニピン 小型犬 ¥3,300 ¥2,200

チワワ(L) 小中型犬 ¥3,960 ¥2,640

       \550~

            オールシザー（バリカン不使用のシザー主体のカット）       ￥1,100～

トリマー指名

メニュー オプション ハーブパック スキンケアシャンプー

トリミング シャンプーコース＋全身カット 爪切り ¥770

イージーシャンプー

シャンプー・耳掃除(前回利用がｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ・ｲｰｼﾞｰｼｬﾝﾌﾟｰ

いずれかのコース利用から15日以内でご利用可能。)

※ﾅﾉﾊﾞﾌﾞﾙ・ｽｷﾝｹｱｼｬﾝﾌﾟｰ以外のオプションの追加・送迎は不可

※ねこちゃんは対象外です。

※初回でのｲｰｼﾞ-ｼｬﾝﾌﾟｰのご利用はできません。

３点セット
爪切り・耳掃除・足裏バリカン・肛門腺

の中から３つお選びください

部分カット デザインカット

シャンプー
シャンプー・爪切り・耳掃除・足裏バリカン・肛門腺絞り・足まわりカット

体調チェック(大型犬までの体重測定あり）

肉球ケア 足まわりカット ¥770

毛玉取り        \770~

コース内容
オプション 　※イージーシャンプーコースではナノバブル・スキンケアシャンプーのみご利用いただけます

歯みがき 足裏バリカン ¥770

トリミングサロン 料金表

ペットホテル 料金表


