
体験料金 2021/3/27現在

※表記されている金額は全て税別 体験料金 正会員価格

カフェ ソフトドリンク類 500円〜 無料

アルコール類 1000円〜
500円〜
※ダイヤモンド会員は1日2杯無料

フード類 1000円〜 500円〜

ドックラン 利用１時間毎 1500円 無料

ペットホテル 通常シーズン料金 6000円 4000円〜
※正会員プランによって異なります。

※ソフトドリンク類とは、ハンドドリップコーヒー、エスプレッソ、ジンジャーエールなど従来のカフェドリンクメニューです。

※アルコール類とは、生ビール、生ハイボール、原酒を使ったカクテルなど従来のバードリンクメニューです。

※フード類とは、パスタ、ミックスナッツ、ソーセージ盛り合わせなどの従来のカフェバーメニューです。

※ドックランをご利用いただく場合は、１Fカウンターにて受付が必要です。

※キャンセルポリシーは下記となります。

本サービスの取り消し期
日 キャンセル料

2日前まで キャンセル料は発生いたしません。

前日 予約した本サービスの料金の50％相当額

当日
連絡なしのキャンセル

予約した本サービスの料金の100％相当額



トリミングサービス 2021/3/27現在

体験料金 シルバープラン ゴールドプラン ダイヤモンドプラン

※表記されている金額は全て税込 シャンプーコース カットコース シャンプーコース カットコース シャンプーコース カットコース シャンプーコース カットコース

犬種

シャンプー / ブロー / 
耳掃除 / 爪切り / 足
裏カット / 足まわり
カット / 肛門腺絞り / 

シャンプーコースの
内容＋お好みのカッ
ト

シャンプー / ブロー / 
耳掃除 / 爪切り / 足
裏カット / 足まわり
カット / 肛門腺絞り / 

シャンプーコースの
内容＋お好みのカッ
ト

シャンプー / ブロー / 
耳掃除 / 爪切り / 足
裏カット / 足まわり
カット / 肛門腺絞り / 

シャンプーコースの
内容＋お好みのカッ
ト

シャンプー / ブロー / 
耳掃除 / 爪切り / 足
裏カット / 足まわり
カット / 肛門腺絞り / 

シャンプーコースの
内容＋お好みのカッ
ト

チワワ(スムース) ¥3,500 ー ¥3,150 ー ¥2,950 ー ¥0 ー

チワワ(ロング) ¥4,000 ¥5,500 ¥3,600 ¥4,950 ¥3,400 ¥4,650 ¥0 ¥0
ダックスフンド(スムース) ¥4,000 ー ¥3,600 ー ¥3,400 ー ¥0 ー

ダックスフンド(ロング・ワイヤー) ¥4,500 ¥6,000 ¥4,050 ¥5,400 ¥3,800 ¥5,100 ¥0 ¥0

イタリアングレイハウンド ¥4,000 ー ¥3,600 ー ¥3,400 ー ¥0 ー

パグ ¥4,000 ー ¥3,600 ー ¥3,400 ー ¥0 ー

パピヨン ¥4,500 ¥6,000 ¥4,050 ¥5,400 ¥3,800 ¥5,100 ¥0 ¥0

ジャックラッセルテリア ¥4,500 ー ¥4,050 ー ¥3,800 ー ¥0 ー

キャバリアキングチャールズスパニエル ¥5,500 ¥7,500 ¥4,950 ¥6,750 ¥4,650 ¥6,350 ¥0 ¥0

フレンチブルドッグ ¥5,000 ー ¥4,500 ー ¥4,250 ー ¥0 ー

ヨークシャテリア ¥4,500 ¥7,000 ¥4,050 ¥6,300 ¥3,800 ¥5,950 ¥0 ¥0

マルチーズ ¥4,500 ¥7,000 ¥4,050 ¥6,300 ¥3,800 ¥5,950 ¥0 ¥0

ポメラニアン ¥5,500 ¥7,000 ¥4,950 ¥6,300 ¥4,650 ¥5,950 ¥0 ¥0
M,シュナウザー ¥6,000 ¥8,000 ¥5,400 ¥7,200 ¥5,100 ¥6,800 ¥0 ¥0
T・プードル ¥6,000 ¥8,000 ¥5,400 ¥7,200 ¥5,100 ¥6,800 ¥0 ¥0

ビションフリーゼ ¥7,000 ¥9,000 ¥6,300 ¥8,100 ¥5,950 ¥7,650 ¥0 ¥0

柴犬 ¥6,000 ¥7,500 ¥5,400 ¥6,750 ¥5,100 ¥6,350 ¥0 ¥0
A・コッカー（E・コッカー） ¥7,000 ¥10,000 ¥6,300 ¥9,000 ¥5,950 ¥8,500 ¥0 ¥0

猫【短毛】 ¥6,000 ー ¥5,400 ー ¥5,100 ー ¥0 ー

猫【長毛】 ¥8,000 ¥10,000 ¥7,200 ¥9,000 ¥6,800 ¥8,500 ¥0 ¥0

お手入れ

毛玉取り 500円〜 450円〜 400円〜 ¥0

ブラッシング ¥1,500 ¥1,350 ¥1,250 ¥0

爪切り 500円〜 450円〜 400円〜 ¥0

肛門腺絞り ¥500 ¥450 ¥400 ¥0

足裏バリカン ¥500 ¥450 ¥400 ¥0

足先バリカン ¥1,000 ¥900 ¥850 ¥0

足まわりカット 500円〜 450円〜 400円〜 ¥0
部分カット
（お尻） 500円〜 450円〜 400円〜 ¥0

ヒゲカット 500円〜 450円〜 400円〜 ¥0

オプション単体

歯磨き ¥500 ¥450 ¥400 ¥350

部分カット（頭） 1,000円〜 900円〜 850円〜 800円〜

デザインカット ¥9,500 ¥8,550 ¥8,050 ¥7,600

別途サービス

無麻酔歯石除去20分　単発プラン ¥5,500 ¥5,000 ¥4,750 ¥4,500
無麻酔歯石除去20分　月額プラン ¥5,000 ¥4,500 ¥4,250 ¥4,000

※キャンセルポリシーは下記となります。

本サービスの取り消し期日 キャンセル料

2日前まで キャンセル料は発生いたしません。

前日 予約した本サービスの料金の50％相当額

当日
連絡なしのキャンセル

予約した本サービスの料金の100％相当額



ホテル 2021/3/27現在

※表記されている金額は全て税別 体験料金

ルーム：1泊（24時間） サイズ 通常シーズン料金 ハイシーズン料金

スタンダードルームA 幅57cm×奥65cm×高55cm ¥6,000 ¥7,500

※表記されている金額は全て税別 シルバープラン ゴールドプラン ダイヤモンドプラン

ルーム：1泊（24時間） サイズ 通常シーズン料金 ハイシーズン料金 通常シーズン料金 ハイシーズン料金 通常シーズン料金 ハイシーズン料金

スタンダードルームA 幅57cm×奥65cm×高55cm ¥4,500 ¥5,400 ¥4,250 ¥5,100 ¥4,000 ¥4,800

・チェックイン・チェックアウトは、10:00～20:00です。
・ハイシーズン（GW・夏休み・年末年始）
・1泊は24時間です。(10:00お預かりの場合は翌10:00まで)
※1泊を超える場合は、1時間ごとに500円の預かり料金が発生します。
・ごはんは、小分け(1食分ずつ)にしてお持ちください。店舗でも別料金にてご用意ができます。（500円※全て1食分の税抜価格）
・普段使用しているブランケットやお気に入りのぬいぐるみなどがありましたらお持ちください。ワンちゃんがより安心いたします。
・チェックイン時間より1時間経過してもご連絡がない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。また当日キャンセルの場合は、キャンセル料（80％）をご請求させていただきます。
・宿泊料金には1日2回（朝夕各1回）のお散歩が含まれております。
・1日1回遊び時間（60分）も含まれています。
・ネコちゃんのお預かりも承ります。お気軽にご相談ください。
・ワンちゃんが高齢な場合や持病のある場合はスタッフにご相談ください。
・ワクチンを接種してから3日未満のワンちゃんはお預かりできません。
・ワンちゃんの健康維持を考慮し、担当スタッフの判断にてブラッシングや爪切りなどを行う場合がございます。（別途料金）

※キャンセルポリシーは下記となります。

本サービスの取り消し期
日 キャンセル料

2日前まで キャンセル料は発生いたしません。

前日 予約した本サービスの料金の50％相当額

当日
連絡なしのキャンセル

予約した本サービスの料金の100％相当額



犬の保育＆一時預かり 2021/3/27現在

※表記されている金額は全て税別 体験料金

体験入園（全犬種共通） ¥4,000
パピーコース（生後10ヶ月未満） 全犬種共通

1回 ¥5,000
5回 ¥22,500
10回 ¥45,000
15回 ¥67,500
20回 ¥90,000
チャイルドコース（生後10ヶ月以上） 小型犬（〜7kg未満） 中型犬（7kg〜15kg未満） 大型犬（15kg以上）

1回 ¥5,500 ¥6,000 ¥7,500
5回 ¥25,000 ¥27,500 ¥35,000
10回 ¥50,000 ¥55,000 ¥70,000
15回 ¥75,000 ¥82,500 ¥105,000
20回 ¥100,000 ¥110,000 ¥140,000

※表記されている金額は全て税別 シルバープラン ゴールドプラン ダイヤモンドプラン

体験入園（全犬種共通） ¥3,600 ¥3,400 ¥3,200
パピーコース（生後10ヶ月未満） 全犬種共通 全犬種共通 全犬種共通

1回 ¥4,500 ¥4,250 ¥4,000
5回 ¥20,250 ¥19,125 ¥18,000
10回 ¥40,500 ¥38,250 ¥36,000
15回 ¥60,750 ¥57,375 ¥54,000
20回 ¥81,000 ¥76,500 ¥72,000
チャイルドコース（生後10ヶ月以上） 小型犬（〜7kg未満） 中型犬（7kg〜15kg未満） 大型犬（15kg以上） 小型犬（〜7kg未満） 中型犬（7kg〜15kg未満） 大型犬（15kg以上） 小型犬（〜7kg未満） 中型犬（7kg〜15kg未満） 大型犬（15kg以上）

1回 ¥4,950 ¥5,400 ¥6,750 ¥4,675 ¥5,100 ¥6,375 ¥4,400 ¥4,800 ¥6,000
5回 ¥22,500 ¥24,750 ¥31,500 ¥21,250 ¥23,375 ¥29,750 ¥20,000 ¥22,000 ¥28,000
10回 ¥45,000 ¥49,500 ¥63,000 ¥42,500 ¥46,750 ¥59,500 ¥40,000 ¥44,000 ¥56,000
15回 ¥67,500 ¥74,250 ¥94,500 ¥63,750 ¥70,125 ¥89,250 ¥60,000 ¥66,000 ¥84,000
20回 ¥90,000 ¥99,000 ¥126,000 ¥85,000 ¥93,500 ¥119,000 ¥80,000 ¥88,000 ¥112,000

注意事項 ・当店受付時間内（8:00～18:00）に登園・退園が可能です。
・ご予約時間から1時間経過してもご連絡がつかない場合はキャンセル処理を行わせていただきます。
・10歳を超えるワンちゃんは一度スタッフにご相談ください。
・お昼ご飯が必要なワンちゃんで、お店で用意しているご飯をご希望の場合は別料金でご用意することも可能です。
（￥500/食 ※全て税抜きでの価格です）
・ワクチンを接種してから3日未満のワンちゃんはお預かりできません。
・ワンちゃんの健康維持のため、状況によってはブラッシングや爪切りなどを当施設の判断で行う場合がございます。（別途料金）
・一日保育の引き取りは20:00となります。20時を越えてお預かりする場合は延長料金として一時預かりの延長料金がかかります。
※車での送迎は今後導入予定です

犬の一時預かり

体験料金 全会員共通

1時間 ¥1,500 ¥1,000
延長（1時間毎） ¥750 ¥500
延長（30分） ¥400 ¥250

お散歩代行

体験料金 全会員共通

30分 ¥3,700 ¥3,300
延長（15分毎） ¥800 ¥750

※キャンセルポリシーは下記となります。

本サービスの取り消し期日 キャンセル料

2日前まで キャンセル料は発生いたしません。

前日 予約した本サービスの料金の50％相当額

当日
連絡なしのキャンセル

予約した本サービスの料金の100％相当額



ペットシッター 全て税抜き価格 2021/3/27現在

※表記されている金額は全て税別 体験料金

種類 基本料金（1匹・30分） 1匹追加料金 延長料金（30分） 出張費（交通費）

小型犬（〜7kg未満） ¥2,500 ¥1,000 ¥1,000 ¥500
中型犬（7kg〜15kg未満） ¥3,000 ¥1,500 ¥1,000 ¥500
大型犬（15kg以上） ¥3,500 ¥2,000 ¥1,000 ¥500

猫 ¥3,000 ¥500

小動物 ¥2,000 ¥500

※表記されている金額は全て税別 体験料金 ゴールドプラン ダイヤモンドプラン

種類 基本料金（1匹・30分） 1匹追加料金 延長料金（30分） 出張費（交通費） 基本料金（1匹・30分） 1匹追加料金 延長料金（30分） 出張費（交通費） 基本料金（1匹・30分） 1匹追加料金 延長料金（30分） 出張費（交通費）

小型犬（〜7kg未満） ¥2,250 ¥900 ¥900 ¥450 ¥2,100 ¥850 ¥850 ¥400 ¥2,000 ¥800 ¥800 ¥400
中型犬（7kg〜15kg未満） ¥2,700 ¥1,350 ¥900 ¥450 ¥2,550 ¥1,250 ¥850 ¥400 ¥2,400 ¥1,200 ¥800 ¥400
大型犬（15kg以上） ¥3,150 ¥1,800 ¥900 ¥450 ¥2,950 ¥1,700 ¥850 ¥400 ¥2,800 ¥1,600 ¥800 ¥400

猫 ¥2,700 ¥450 ¥2,550 ¥400 ¥2,400 ¥400

小動物 ¥1,800 ¥450 ¥1,700 ¥400 ¥1,600 ¥400

注意事項 ・事前カウンセリングは必ず行わせていただきます。
・キャンセルは前日迄にお願いします。（キャンセル料金は頂戴いたしません）
・当日キャンセルはご利用料金全額が掛りますので予めご了承下さい。
・『予防接種』を受けていないワンちゃん・ネコちゃんは感染予防のため、お世話当日より1週間前までに済ませてください。（予防接種の証明書を確認させていただいております。）
・寄生虫・ノミ・ダニなどがいる場合は、事前に駆除をお願いします。
・人見知りの激しいペットのお世話時、シッターが入室することにより相当のストレスを感じていると判断した場合は滞在時間を早めに切り上げさせていただくことがあります。
・急なケガ、病気については飼い主さまに指示を仰ぎますが、連絡が取れなかった場合はシッターの判断でかかりつけ医へお連れします。（かかった費用は後日清算をお願いします。）
・病気で重篤な状態にあり、様態の急変などが考えられる場合はお世話をお断りする場合があります。
・ペットシッターとの相性が悪く、ストレスを与えてしまうと判断した場合はお世話をお断りする場合があります。
・生態の分からない動物のお世話はお断りさせていただいております。
・ご予約はお早めにお願いします。エリアや予約状況によっては、やむを得ずお断りさせていただくこともあります。

※キャンセルポリシーは下記となります。

本サービスの取り消し期
日 キャンセル料

2日前まで キャンセル料は発生いたしません。

前日 予約した本サービスの料金の50％相当額

当日
連絡なしのキャンセル

予約した本サービスの料金の100％相当額


