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当店では責任を負いかねます。

首輪の破損等不慮の事故による逃亡・怪我につきましては

添えない場合もございます。また、散歩には万全を期しておりますが、

咬癖・狂暴・リードを嫌がる場合や、店舗によってはご希望に

お散歩は、1日2回、5～10分の排泄程度です。

お客様のご負担となります。

指定動物病院で診察・治療いたします。その際の費用は

わんちゃん・ねこちゃんに異常が見られた場合には、

●十分な飼育管理を行っておりますが、万が一お預かり中の

なった店舗へご連絡下さい。

●お迎え予定日時に変更のある場合には、お早めにお預けに

●当店指定のフード以外をご希望の場合はご持参下さい。

トリミング取扱店舗 ホテル取扱店舗

大事なお知らせ
ワンダードック全店では最長の予約受付が

2ヶ月先までとなりました。ご迷惑をおかけしますが
ご理解の程よろしくお願いします。

猫

小型犬

中型犬

大型犬

超大型犬

小型 中型 大型、超大型

¥330 ¥440 ¥550

1泊2食（ドライフード）付き

¥3,850

¥3,300

550～

¥6,600

¥5,500

¥4,400

一時預かり（1時間）

お散歩料金（１泊につき）



保定料金（550円～）を別途頂戴いたします。

●スタッフ１人でトリミングができない猫、老犬、大型犬、等の場合は

●子犬・子猫のシャンプーカットコースは、生後６か月以上の月齢からお受けいたします。

●子犬・子猫（ワクチン接種済に限る）は料金表よりお値引きいたします。

料金が変わることがございます。（＋1100円～）

●毛量、サイズ、特殊カット、デザインカット、オールシザーによって

●毛玉がひどい場合には追加料金となる場合がございます。(＋660円～）

猫(短毛) 猫(長毛) 小型 中型 大型

シセルリノコース ¥2,200

泥パックコース ¥1,650 ¥2,750 ¥4,400

うるツヤ
ワンダーコース

¥1,100 ¥1,320 ¥1,100 ¥1,320 ¥1,540

ワンダーコース ¥550 ¥770 ¥550 ¥770 ¥1,100

炭酸泉 ¥550 ¥770 ¥550 ¥770 ¥1,100

薬浴コース ¥770 ¥1,100 ¥770 ¥1,100 ¥1,540

肉球ケアコース ¥220 ¥220 ¥330 ¥440

歯みがきコース ￥550～

※ワンちゃん・ネコちゃん共通注意事項

※
部
分
グ
ル
ー
ミ
ン
グ
の
み
ご
利
用
で
も
、

事
前
に
ご
予
約
の
上
お
越
し
く
だ
さ
い
。

シャンプー シャンプーカット

短毛 アメショー ¥6,600
スコティッシュ ¥6,600
アビシニアン etc ¥6,600

長毛 スコティッシュ ¥8,800 ¥12,100

ペルシャ ¥8,800 ¥12,100

メインクーン ¥8,800 ¥12,100

ラグドール ¥8,800 ¥12,100
ノルウェージャン etc ¥8,800 ¥12,100

猫

種類

毛量・サイズにより料金が異なります。雑種またはＭｉｘ

猫 小型 中型 大型
爪切り

足裏（足回りのカット）

耳掃除

耳毛抜き

肛門腺絞り

ヒゲ切り

おしりのカット \1100～ \880～ \990～ \1100～
その他部分的なカット \1100～ \550～ \660～ \880～

顔カットのみ

足バリ

ブラッシングのみ

爪やすり

歯磨き(歯磨きシート代込)

各 \660各 \550

\1,650～

\1100～　(トリミングと併用で￥550～)

10分/\550～

\660～

\330～

各 \880各 \660各 \550各 \770

耳掃除にプラス￥110～550

各 \880

ご理解の程よろしくお願いします。

種類 シャンプー シャンプーカット

S.チワワ ¥3,080

L.チワワ ¥3,520 ¥4,950

S.ダックス ¥3,520

M.ピンシャー ¥3,520

ヨーキー ¥3,630 ¥5,940

イタグレ ¥3,850

パグ ¥4,400

ボストン･テリア ¥4,400

マルチーズ ¥4,180 ¥6,270
L.ダックス（W.ダックス） ¥4,400 ¥6,050

パピヨン ¥4,400 ¥5,720

フレンチ・ブル ¥5,170

ポメラニアン ¥4,950 ¥6,160

J・ラッセル・T ¥4,400 ¥6,160

ペキニーズ ¥4,950 ¥6,270

ウェスティ ¥4,950 ¥7,150

ケアーンテリア ¥4,950 ¥7,150

キャバリア ¥4,950 ¥6,270

シーズー ¥4,950 ¥6,820

M.シュナウザー ¥4,950 ¥7,150

T.プードル ¥5,500 ¥7,700

ビションフリーゼ ¥6,050 ¥8,250

雑種またはMix （小） \3,850～ \5,720～

種類 シャンプー シャンプーカット

ビーグル ¥4,950

柴犬 ¥6,600

コーギー ¥6,600 ¥7,370

シェルティ ¥7,150 ¥9,350

A.コッカー ¥7,150 ¥9,350

W.フォックス.T ¥7,150 ¥9,350

雑種またはMix （中） \5,500～ \7,700～

種類 シャンプー シャンプーカット

ブルドッグ ¥8,800

ボーダーコリー ¥8,800 ¥11,000

ラブラドール.R ¥12,100

ゴールデン.R ¥14,300 ¥17,600

バーニーズ ¥16,500

ハスキー ¥16,500 ¥20,900

G.ピレニーズ ¥22,000 ¥27,500

サモエド ¥16,500 ¥20,900

雑種またはMix （大） \8,800～ \11,000～

大
型
犬

中
型
犬

小
型
犬


