
犬種

シャンプーコース

爪切り、足裏バリカン、肛門バリカン、肛門腺絞り

耳掃除、足回りカット、目周りカット込み

スムースチワワ ¥3,500 ー
スムースダックス ¥3,500 ー

ミニチュアピンシャー ¥3,500 ー
ロングチワワ ¥4,300 ¥6,000

ロングチワワ　5㎏～ ¥4,800 ¥6,500
ミニチュアダックスフンド ¥4,800 ¥6,300

ミニチュアダックスフンド　6kg～ ¥5,300 ¥6,800
ヨークシャーテリア ¥4,500 ¥6,500

ヨークシャーテリア　5㎏～ ¥5,000 ¥7,000
パピヨン ¥4,800 ¥6,500

パピヨン  5㎏～ ¥5,300 ¥7,000
ポメラニアン ¥4,800 ¥7,100

ポメラニアン（柴犬カット） ¥4,800 ¥7,600
ポメラニアン　5kg～ ¥5,300 ¥7,600

ポメラニアン５ｋｇ～（柴犬カット） ¥5,300 ¥8,100
マルチーズ ¥4,800 ¥7,100

マルチーズ 5kg～ ¥5,300 ¥7,600
シーズー ¥5,000 ¥7,700

シーズー　6kg～ ¥5,500 ¥8,200
ペキニーズ ¥5,500 ¥7,500

ペキニーズ　5kg～ ¥6,000 ¥8,000
トイプードル ¥5,100 ¥8,500

トイプードル　５ｋｇ～ ¥5,600 ¥9,000
シーズーフルコート \５８００～ ー

パグ　～８ｋｇ ¥4,500 \7100（応相談）
キャバリア　～５kg ¥4,800 ¥7,000

イタリアングレーハウンド ¥3,500 ー
ボストンテリア ¥4,200 ー

ジャックラッセルテリア ¥4,800 ¥6,500
ジャックラッセルテリア　8kg～ ¥5,300 ¥7,000

キャバリア　7kg～ ¥5,300 ¥7,500
キャバリア　９kg～ ¥5,800 ¥8,000

トイプードル　９ｋｇ～ ¥6,100 ¥9,500
ウエスティ ¥5,200 ¥8,500

ミニチュアシュナウザー ¥5,100 ¥8,500
ミニチュアシュナウザー8kg～ ¥5,600 ¥9,000

ワイヤーフォックステリア ¥5,500 ¥8,500
ベドリントンテリア ¥6,500 ¥9,000
ビションフリーゼ ¥6,500 ¥9,500

スコティッシュテリア ¥5,720 ¥8,750
フレンチブルドッグ ¥4,500 ー

フレンチブルドッグ　13kg～ ¥5,000 ー
パグ　　8kg ～ ¥5,000 ¥7,500
豆柴（～6㎏） ¥6,160 \8000（応相談）

Aラブラドゥードル12kgまで
（ミニチュア）

¥7,500 ¥10,000

ビーグル ¥6,500 ー
ビーグル　12kg～ ¥7,000 ー

柴犬 ¥6,500 ¥8,500
柴犬　10kg～ ¥7,000 ¥9,000

小型犬B

中型犬

小型犬A
カットコース

（シャンプーコース込み）+全身カット
+ヒゲカット（希望制）



コーギー ¥6,500 \9000（応相談）
コーギー　12kg ～ ¥7,000 ¥9,500
ベドリントンテリア ¥6,500 ¥9,000

イングリッシュコッカースパニエル ¥7,500 ¥9,000
ボーダーコリー ¥7,200 ¥9,000

アメリカンコッカースパニエル ¥7,900 ¥9,600
アメリカンコッカースパニエル１３kg～ ¥8,400 ¥9,900

シェルティー ¥7,000 ¥9,900
シェルティー 1２㎏～ ¥7,500 ¥10,400

スピッツ ¥6,600 ¥8,800

Aラブラドゥードル13㎏～２０ｋｇ
（ミディアム）

¥10,000 ¥15,000

ゴールデンドゥードル７～１３kg
（ミニチュア）

¥8,500 ¥11,000

ラブラドールレトリーバー ¥8,500 ー

グレートデン ¥11,500 ー

シェパード ¥11,000 ー

ゴールデンレトリーバー ¥10,000 ¥13,500

バーニーズマウンテン ¥11,000 ¥15,000

秋田犬 ¥10,500 ¥13,500

秋田犬ロング ¥12,000 ¥15,000

コリー ¥13,000 ¥23,000

Aラブラドゥードル２３㎏以上
（スタンダード）

¥14,000 ¥20,000

ゴールデンドゥードル１３～２０ｋｇ
（ミディアム）

¥12,000 ¥16,000

ゴールデンドゥードル２０～３０ｋｇ
（スタンダード）

¥15,000 ¥23,000

スタンダードプードル（～20㎏） ¥16,500 ¥20,000

Sプードル20kg以上から1kg毎 ¥330 ¥550

ロットワイラー \9350（応相談）

5kg未満　＋\1000～ 9kg未満　＋\1200 Sプードル＋ \3000～

入会金　3000円

次回4週間以内ご予約 2頭目以降1000円
　１０％OFF 1ヶ月以内のご予約を

1年間分受付で平日１５％OFF
6週間以内ご予約　 休日５％OFF

５％OFF 人数制限有

全身バリカン（　脱毛リスク　高　）当店では極端に短い全身バリカンはおすすめしておりません。

特別料金プードルスタイル
サマーマイアミ、ラムクリップ以外のショークリップ（不可あり）、デザインカット（おパンツカット等）　　　　　　　　　　　　　　

※各犬種サイズ、毛量、毛玉の有無で追加料金を頂く場合があります。

※MIX犬は親犬により近い犬種の料金または個別で設定させていただきます。

一部犬種は差が大きいためサイズが細かく分類されております。（トイプードル、キャバリア等）

13歳以上のシニア犬、心臓病、てんかん発作などの疾患のあるワンちゃんは追加料金を頂く場合がございます。

大型犬

当店では対処しかねる状態のワンちゃんはお断りする場合がございます。

生後５カ月以内の

ワンちゃんは

コース1000円OFF

パピー割引次回予約割引 年会員



オーナー様の細かいご要望にもスタッフ全員が

丁寧に対応しており、満足していただける内容を

ご提供させていただいております。

トリミング後に健康チェックシートを

全てのお客様にお渡ししております。

５・ドライング

６・爪きり

スタッフご指名について

１６・ご希望によって部分カット～全身カット

７・耳掃除

チーフトリマー

¥550

¥1,100

1650～

スタッフの自信にもなりますので、ぜひご指名よろしくお願いいたします！

シャンプー、カットの流れ

当店ではお客様が担当スタッフをご指名頂く事ができます。

８・足の裏のお手入れ

９・お腹、陰部周りのお手入れ

１０・肛門周りのお手入れ

１１・足回りカット

１２・ヒゲカット

１４・体重測定

１５・犬体チェック

全コースに含まれる15項目

ワンちゃんの隅々までお手入れと

体調のチェックをいたしております。

１・お客様と細かい打ち合わせ

２・ブラッシング

３・シャンプー＆リンス

４・肛門腺絞り

感謝の気持ちでいっぱいです。

ご指名ご希望の方はご遠慮なくスタッフへ
お申し付けください。

途中で変更されたい場合でもご遠慮なく！
技術、メンタル面においても非常に勉強になります。

お客様のおかげで日々勉強させていただいておりますので
ご指名変更、ご指名をやめられても当店スタッフは

日々の努力でランクアップした場合、指名料も同じくアップ致します。

メイントリマー

ご指名は有料オプションになりますが、普段人に慣れていないワンちゃんや、疾患などのトラブル

を抱えたワンちゃんなど、毎回スタッフが入れ替わると把握しきれない部分もあります。

決まったスタッフが担当をすることで、ワンちゃん自身のストレスも減り、注意点などもスタッフが

熟知する為安心して施術をお任せして頂く事ができます。

アシスタントトリマー



小型犬
中型犬
大型犬
小型犬
中型犬
大型犬
小型犬
中型犬

小型犬
中型犬

6kg未満　 ¥1,550
6kg以上　 ¥2,200
6kg未満　 ¥550
６kg以上　 ¥770

３０ｇ ¥1,650
４０ｇ ¥2,200
６０ｇ

¥1,650 ¥1,980 ¥2,200

¥770 ¥880 ¥990

¥330 ¥330 ¥550

無料 無料 無料

¥550 ¥880 ¥1,100

¥1,100 ¥1,980 ¥2,530

※長さ1.5mm残しの足先バリカンは無料です。

※アンダーカット

※首周りカット

※お尻カット

※足回りカット

コースご利用

単品メニュー

※足の飾り毛カット

※お耳カット

※はコースへの追加で小型犬\５５０ 中型犬\６６０　大型犬　\７７０

※デンタルケア

単品

シャンプーコースご利用

カットコースご利用

¥770 ¥880 ¥990

★おヒゲカット

足先バリカン(4足全部で）

マイクロバブルバス（富山店限定）

炭酸温浴

ローズスパ

ホイップアロマバス

※顔カット（上下半分）

炭酸シャワー

アーユルヴェーダハーブパック

選べる３点セットメニュー

目回りカット

3点セット

ローズモイスチャーパック

¥1,100

小型犬限定

使用量

¥1,650
¥2,200
¥1,100
¥1,650

小型犬限定

¥550
¥1,100

耳掃除
爪切り＆爪やすり

小型犬 中型犬

単品770肛門腺しぼり＋肛門周りバリカン

足裏バリカン

大型犬

単品990

¥2,200

¥1,650
¥2,200

単品880

オプションメニュー

部
分
カ
ッ
ト

※すべて税込価格



小型犬 中型犬 大型犬

薬用シャンプー持ち込みについて
効果を最大限発揮する為、用法によっては付けおき時間が発生いたします。その際は追加で

＋\550（保湿剤を無料で塗布させていただきます）

¥770 ¥1,100

頑固な汚れに3度洗い
下洗い2回洗い＋MAUROシャンプー

¥1,100

敏感肌の子におすすめ！

お客様持ち込みシャンプー 無料

¥550

¥550

ノルバサンシャンプー

フケ症の子におすすめ！

保湿シャンプー（無香料）

少しでも刺激がないものを厳選致しました。
追加料金を頂かないのも、近年皮膚トラブルでお悩みのワンちゃんが多いため

¥1,100 ¥1,650 ¥2,200

¥1,550

脂漏症でカビカビの肌に殺菌を

極み肌シャンプー＋保湿剤

ふわふわ＆つやつやに！

ファーメイクシャンプーセット
サイズ別（毛量体重で変動あり）

オプションシャンプー

標準使用高級シャンプー

～サロン専用高級シャンプーを全てのワンコへ～

エルブローズバグアウトシャンプー

当店が通常使用しているシャンプーはサロン専用高級シャンプーです。
低刺激、高保湿でどの子でも影響が少なくローズの優しい香りで防虫効果もあります。



作業時間
追加料金

作業時間
追加料金

なるべくお受け取りの際のカウンセリングで把握していけるよう努めますが
ご家族様もご来店前にお家でワンちゃんを触って観察して頂けると
非常に助かりますのでぜひご協力の程よろしくお願い致します。

追加料金について

専用の道具を使い、シャンプー前後に下毛を抜く作業です。
これを行うことにより、皮膚疾患の改善、抜け毛の予防に効果があります。
その他、シンク周りやドライングでの抜け毛の清掃にもお時間がかかるため

当店では追加で料金を頂戴しております。

トリミングの特性上、施術中に気づく事が多く、事後報告になってしまう事が
多く、お客様にはご迷惑とご心配をおかけしております。

※最大限注意致しますが、毛玉の種類によってはどうしても皮膚が赤くなる場合がございます。
※毛で絞られていた毛細血管が開く為、お家に帰ってから赤くなる場合がございます。

抜け毛（レーキング処理）について
当店では抜け毛が酷いワンちゃんにはレーキング処理を行う場合がございます。

レーキングとは

発生致しますのでご了承ください。

スタッフ1名では対応できないワンちゃん

\550～

小型、中型犬
\1,100～

大型犬
\1,６50～

元気な子料金

毛玉について
ご来店時のカウンセリング時では把握しきれない毛玉につきましては

お会計時に毛玉料金のお話をさせて頂く場合がございます。
あまりにもひどい毛玉につきましては、当店の判断で全身バリカンで対応致しますが
全身短くするには技術とリスク、お時間を頂戴致しますので追加料金は変わらず

料金

体格料金

シニア犬サポート料金
スタッフ1名では対応しきれないワンちゃん

毛玉料金
毛玉の処理にお時間がかかるワンちゃん

抜け毛料金（レーキング）

シャンプー前後にレーキング処理をするワンちゃん

13歳以上心臓疾患、関節が悪い、視力が悪い

料金表にないサイズのワンちゃんは応相談

\550～

無料 ¥550 ¥1,100 応相談

¥550 ¥1,100 応相談

５分以内 １0分 15分 それ以上

無料

追加料金（コースから追加）
汚れ料金

久しぶりのお手入れでベタベタ毛玉フケ症の子

応相談最大料金無制限

それ以上５分以内 １０分 15分



片道
¥330
¥110

①

②

④

⑤

⑥

⑦

3km圏内

送迎サービスについて

注意事項

遠慮なくスタッフへご相談ください。

その他なるべく臨機応変にご対応致しますので、ご不明な点等ございましたら
⑩

送迎サービス 往復
¥550
¥220

当日、ご自宅の場所や到着の時間をお伝えする為に

スタッフの個人用携帯からご連絡する場合がございます。

③

⑧

⑨

車酔い、ゲージの中での自傷行為につきましては当店では責任を負いかねます。

シャンプー、トリミング以外での送迎はご利用頂けません。

首輪、リード類はなるべく外して頂けると幸いです。

飼い主様はご乗車になれません。

ワンちゃんが乗車の際、怒ってしまったりお家に隠れて出てこれなくなった場合は

当日のご利用をお断りする場合がございます。改めてご了承下さい。

各種クレジットはご利用頂けません。（PAYPAYはご利用頂けます）

可能な限り行きのお迎えのお時間は9:00～9:30の間をお願いしております。

多頭飼いのワンちゃんは大きいゲージにまとめて入ってもらう事があります

仲が悪い子は事前にお伝えください。

3km以上は1km毎に
※新湊、四方、呉羽方面　またはそれよりも海側のお住いのお客様は曜日を応相談

送迎3km範囲

※以前からご利用のお客様の料金の変更はございません。



片道
¥330
¥110

①

②

④

⑤

⑥

⑦

3km圏内

送迎サービスについて

注意事項

遠慮なくスタッフへご相談ください。

その他なるべく臨機応変にご対応致しますので、ご不明な点等ございましたら
⑩

送迎サービス 往復
¥550
¥220

当日、ご自宅の場所や到着の時間をお伝えする為に

スタッフの個人用携帯からご連絡する場合がございます。

③

⑧

⑨

車酔い、ゲージの中での自傷行為につきましては当店では責任を負いかねます。

シャンプー、トリミング以外での送迎はご利用頂けません。

首輪、リード類はなるべく外して頂けると幸いです。

飼い主様はご乗車になれません。

ワンちゃんが乗車の際、怒ってしまったりお家に隠れて出てこれなくなった場合は

当日のご利用をお断りする場合がございます。改めてご了承下さい。

各種クレジットはご利用頂けません。（PAYPAYはご利用頂けます）

可能な限り行きのお迎えのお時間は9:00～9:30の間をお願いしております。

多頭飼いのワンちゃんは大きいゲージにまとめて入ってもらう事があります

仲が悪い子は事前にお伝えください。

3km以上は1km毎に
大広田校下、浜黒崎方面　またはそれよりも海側のお住いのお客様は曜日を応相談

送迎3km範囲

※以前からご利用のお客様の料金の変更はございません。



小型犬A 小型犬A

小型犬B 小型犬B

中型犬 中型犬

大型犬

小型犬A 小型犬A

小型犬B 小型犬B

中型犬 中型犬

※大型犬は個室（スイート）限定となります。 大型犬

小型犬A 小型犬A

小型犬B 小型犬B

中型犬 中型犬

※大型犬は個室（スイート）限定となります。 大型犬

初めてお泊りのワンちゃんの限り、お泊り当日の前日までに半日だけ無料お預かり体験をして頂いて
おります。このお預かり体験をして頂かないとやむを得ない場合を除いてはホテルのご予約を
お受けすることができないのでご了承下さい。
※トリミングをすでにご利用のワンちゃんはお預かり体験をされなくてもご予約頂けます。

どうして無料体験が必要なのか？
①初めてご来店のワンちゃんは不安でいっぱいです。その日にお迎えがないと体調を崩したり、食欲
が無くなったりとストレスだけが溜まってしまうのです。
②当店も初めてのワンちゃんに対しては触れ合って初めてわかることがたくさんあります。
ご飯を食べるか、室内でおトイレをするか、ゲージから出すときの様子や長時間ゲージで過ごせるか等
ワンちゃんはホテルでお泊りする事でストレスを感じてしまいます。そうした事を少しでも
緩和できるようにワンちゃん、スタッフ共にお互いに少しでも知った仲になる必要があるのです。

　　　　日帰りお預かり　※6時間以降の料金はかかりません

1時間
¥330

ドッグホテル
　　1泊2日　（26時間）※料金はすべて税込みです。

繁忙期（GW,お盆、年末年始）
¥3,850 ¥5,280

¥4,800

¥5,400

¥6,600

¥7,500

スイートルーム（個室）スタンダードルーム（ゲージ）
朝、夕のお散歩付き（雨天は室内ドッグラン）

¥3,500

¥4,000

¥4,500

¥7,260

¥8,250

¥4,950

¥5,940¥4,400

１日（6時間以上）
¥1,980

¥2,640
¥3,300

無料お預かり体験のお願い

投薬（ご飯に混ぜる物は無料）
営業時間外の受付(18:００～） ３０分超過につき\1６５0

1泊￥３３０
1回追加　＋\550

追加料金
朝、夕以外のお散歩

¥4,500¥750

小型犬A

小型犬B
中型犬
大型犬

¥440
¥550

¥5,400 ¥7,920

¥9,000

定休日（水曜日）※水曜日を挟む場合も

¥4,200 ¥5,760

¥4,800 ¥6,480



サイズ 犬種 シャンプー カット allハサミ

スムースチワワ ¥3,500 ー ー

ミニチュアピンシャー ¥3,500 ー ー

ロングコートチワワ ¥4,300 ¥6,000 ¥6,500

ロングコートチワワ５ｋｇ以上 ¥4,800 ¥6,500 ¥7,000

パグ ¥4,500 ¥6,300 ー

ヨークシャテリア ¥4,500 ¥6,500 ¥7,700

ヨークシャテリア５ｋｇ以上 ¥5,000 ¥7,000 ¥8,200

ヨークシャテリアフルコート ¥5,000 ー ー

ポメラニアン ¥4,800 ¥7,100 ¥7,650

シーズー ¥5,000 ¥7,700 ¥8,700

シーズーフルコート ¥5,800 ー ー

Mダックススムース ¥3,500 ー ー

Mダックスロング ¥4,800 ¥6,300 ¥8,140

Mダックスロング６ｋｇ以上 ¥5,300 ¥6,800 ¥8,500

Mダックスワイヤー ¥4,800 ¥6,300 ¥8,140

Mダックスロング６ｋｇ以上 ¥5,300 ¥6,800 ¥8,500

ペキニーズ ¥5,500 ¥7,500 ¥8,140

ペキニーズ５ｋｇ以上 ¥6,000 ¥8,000 ¥8,500

狆 ¥5,500 ¥7,000 ¥8,140

パピヨン ¥4,800 ¥6,500 ¥8,140

スキッパーキ ¥4,800 ¥7,100 ¥7,650

パピヨン５ｋｇ以上 ¥5,300 ¥6,500 ¥8,500

マルチーズ ¥4,800 ¥7,100 ¥8,140

マルチーズ５ｋｇ以上 ¥5,300 ¥7,500 ¥8,500

マルチーズフルコート ¥6,000 ー ー

トイプードル    5ｋｇまで ¥5,100 ¥8,500 ¥9,500

トイプードル    5kg以上 ¥5,600 ¥9,000 ¥10,000

キャバリア　5kg未満 ¥4,800 ¥7,000

ビジョンF       6ｋｇまで ¥6,500 ¥9,500 ¥10,500

パグ 6kg以上 ¥4,800 ¥7,000 ー

イタリアングレーハウンド ¥3,500 ー ー

トイプードル    ９kg以上 ¥6,100 ¥9,500 ¥11,500

ビジョンF       6キロ以上 ¥7,000 ¥10,000 ¥11,000

ボロニーズ    （体重ビション同様） ¥6,500 ¥9,500 ¥10,500

フレンチブルドッグ ¥4,500 ー ー

ボストンテリア ¥4,200 ー ー

キャバリア　7kg～ ¥5,300 ¥7,500 ¥8,500

コーイケルホンディエ ¥5,300 ¥7,500 ¥8,500

ケアンテリア ¥5,170 ¥7,490 ¥8,690

スコテッシュテリア ¥5,720 ¥8,750 ¥9,500

ウエストハイランドテリア ¥5,200 ¥8,500 ¥9,500

ワイヤーフォックステリア ¥5,390 ¥7,920 ¥9,350

ジャックラッセル ¥4,800 ¥6,500 ー

レークランドテリア ¥5,500 ¥8,000 ¥9,350

ミニチュアシュナウザー ¥5,100 ¥8,500 ¥9,350

ビーグル ¥6,500 ー ー

コーギー    ショートヘアー ¥6,500 ¥9,000 ー

コーギー    ロングヘアー ¥7,000 ¥9,500 ¥10,000

小
型
A

小
型
B

中
型



犬種 シャンプー カット allハサミ

スタンダードダックススムース ¥6,300 ー ー

スタンダードダックスロング ¥6,270 ¥8,800 ¥11,000

シリーハムテリア ¥6,270 ¥8,800 ¥11,000

プチバセットグリフォンバンデー
ン

¥6,380 ¥9,000 ¥12,100

ミニチュアプードル ¥6,380 ¥9,500 ¥11,500

Aラブラドゥードル　ミニチュア
12kg以下

¥7,500 ¥10,000 ¥1,760

スピッツ ¥6,600 ¥8,800 ー

柴犬 ¥6,500 ¥8,500

甲斐犬 ¥6,700 ¥8,800

紀州犬 ¥6,700 ¥8,800 ー

イングリッシュスプリンガー ¥8,500 ¥9,000 ¥13,000

シェットランドシープドッグ ¥7,000 ¥9,900 ー

ボーダーコリー ¥7,200 ¥9,000 ー

イングリッシュコッカー ¥7,500 ¥9,000 ¥11,000

アメリカンコッカー ¥7,900 ¥9,600 ¥11,550

ゴールデンドゥードル    ミニ
チュア 13kg以下

¥8,500 ¥11,000 ¥22,000

ゴールデンドゥードル    ミディ
アム  20kg以下

¥12,000 ¥16,000 ¥24,200

Aラブラドゥードル ミディアム
13kg～20kg

¥10,000 ¥15,000 ¥22,000

ポーチュギースウォータードック ¥8,360 ¥10,890 ¥13,750

ダルメシアン ¥6,500 ー ー

バセットハウンド ¥6,500 ー ー

ブルドッグ ¥6,600 ー ー

サルーキー ¥7,000 ー ー

ゴールデンレトリバー ¥10,000 ¥13,500 ¥17,000

ラブラドールレトリバー ¥8,500 ー ー

エアデールテリア ¥9,900 ¥13,200 ¥16,500

ワイマラナー    スムース ¥8,250 ー ー

ワイマラナー    ロング ¥8,800 ー

フラットコーテッドレトリバー ¥9,000 ¥10,450 ー

アメリカンピットブル ¥8,500 ー ー

アイリッシュセッター ¥9,000 ¥10,450 ー

小
型
B

中
型

大
型
犬



秋田犬 ¥10,500 ー ー

ボルゾイ ¥10,000 ー ー

ビアテットコリー ¥8,690 ¥11,000 ー

ドーベルマン ¥8,800 ー ー

オーストラリアンシェパード ¥8,800 ー ー

ボクサー ¥7,590 ー ー

カーリーコーテッドレトリバー ¥9,350 ¥12,100 ー

バーニーズマウンテンドッグ ¥11,000 ¥14,000 ー

サモエド ¥11,000 ¥14,000 ー

シベリアンハスキー ¥9,350 ¥14,000 ー

ジャーマンシェパード ¥11,000 ¥14,850 ー

スタンダードプードル20kg以
下

¥16,500 ¥20,000 ¥25,000

スタンダードプードル20㎏以上
1kg毎に

¥330 ¥550 ー

ゴールデンドゥードル　スタン
ダード　２０ｋｇ以上

¥15,000 ¥23,000 ー

Aラブラドゥードル スタンダー
ド　2０kg以上

¥14,000 ¥20,000 ¥23,000

オールドイングリッシュシープ
ドック

¥15,000 ¥23,000 ¥25,000

アフガンハウンド ¥12,000 ¥16,000 ¥23,000

アフガンハウンドフルコート ¥15,000 ¥19,000 ¥25,000

グレートピレニーズ ¥17,000 ¥20,000 ¥25,000

コリー ¥13,000 ¥23,000 ¥30,000

ブリアード ¥16,280 ¥19,800 ー

セントバーナード ¥20,000 ¥25,000 ー

MIX 相談 相談 ー

大
型
犬

大
型
犬
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