
ペットサロン & ペットホテルペットサロン & ペットホテル
インフォメーションインフォメーション

あっとほーむ な ペットサロン&ペットホテル

Total Pets Service
あっとほーむ な ペットサロン&ペットホテル

Total Pets Service

Information on hotels and salons for many pets

Small-sized  dogs
Medium-sized dogs
Small animals
Birds
Reptiles
Amphibians
Fish
Insect

小型犬
中型犬
小動物
鳥類
爬虫類
両生類
魚類
昆虫

猫の爪切り：前足のみ500円 / 前後800 円



わんちゃんのペットサロンわんちゃんのペットサロン
当店では、シャンプーコース・トリミングコースの 2 タイプのコースに加え

グルーミングパッケージ・その他単品のサービスをご提供させて頂きます。

当店では、シャンプーコース・トリミングコースの 2 タイプのコースに加え

グルーミングパッケージ・その他単品のサービスをご提供させて頂きます。

わんちゃんの種類
（小～中型犬＆大型犬の一部）

トイプードル

ミニチュアシュナウザー

ビションフリーぜ

シーズー

ペキニーズ

キャバリア

チワワ（スムース）

ミニチュアダックス（スムース）

チワワ（ロング）

ミニチュアダックス（ロング）

パピヨン

ジャックラッセルテリア

ポメラニアン

マルチーズ

ヨーキー

ウェルシュコーギー

パグ

ボストンテリア

フレンチブルドッグ

シェルティ

スピッツ

日本犬（柴犬・甲斐犬など）

スタンダードプードル

①爪切り

②耳掃除

③肛門腺絞り

④肛門バリカン

⑤足裏カット

⑥足回りカット

⑦お腹バリカン

⑧目頭カット

⑨耳毛カット

①～⑨から７点選んで

2,000 円

1,000 円

①～⑨から３点選んで

●小～中型犬の料金となります。 ●小～中型犬の料金となります。

●お会計2,000円からご利用頂けます。

●距離はナビの簡易計測となります。

●マンションの際はエントランス前で

　お待ち合わせとさせて頂きます。

5,000 円～
5,000円～
7,000円～
4,500円～
4,500円～
4,500円～
3,000円～
3,000円～
3,500円～
3,700 円～
3,500円～
3,500円～
4,000円～
4,500円～
4,000円～
5,000円～
3,500円～
3,500円～
4,500円～
5,500円～
6,400円～

8kg まで 6,000円～ / 8kg 以上 7,000円～
14,000 円～

7,500円～
7,000円～
8,500円～
6,500円～
6,500円～
6,500円～

ー
ー

4,500円～
4,800円～
4,500円～
5,000円～
6,500円～
6,500円～
6,500円～
7,000円～

ー
ー
ー

7,000円～
7,000円～

8kg まで 7,500円～ / 8kg 以上 9,000円～
18,000 円～

シャンプーコース

◆レギュラーコース

◆グルーミングパッケージ

●シャンプー（マイクロバブルシャワー）
●足裏カット ●足回りカット
●肛門バリカン ●肛門腺絞り
●お腹バリカン ●耳掃除 ●爪切り

●シャンプー（マイクロバブルシャワー）
●足裏カット ●足回りカット
●肛門バリカン ●肛門腺絞り
●お腹バリカン ●耳掃除 ●爪切り

トリミングコース（シャンプー＆カット）

主なカラー

●ピンク ●ブルー ●イエロー ●黒

●ブラウン　※調色により無限大

染色範囲・色数・調色・箇所・デザインに応じ

事前に料金をお見積りさせて頂きます。 尻尾 700 円～、耳 1,400 円～など

単色ワンポイント

●カラーリング剤は、被毛にやさしい高品質なものを使用しております。変色や退色も少なく、美しいカラーが長期間持続いたします。

◆カラーファッション

①爪切り

②耳掃除

③肛門腺絞り

④肛門バリカン

⑤足裏カット

⑥足回りカット

⑦お腹バリカン

⑧目頭カット

⑨耳毛カット

①～⑨

各 500 円

1,000 円～

顔周りカット

◆単品メニュー
片道１km まで 片道 200 円

片道２km まで 片道 400 円

片道４km まで 片道 800 円

片道６km まで 片道 1,200 円

◆サロン送迎サービス



小動物と小鳥のペットサロン小動物と小鳥のペットサロン
当店では、うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・小鳥のつめ切りに加え

ウサギのブラッシング（抜毛処理・下毛処理）サービスをご提供させて頂きます。

当店では、うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・小鳥のつめ切りに加え

ウサギのブラッシング（抜毛処理・下毛処理）サービスをご提供させて頂きます。

●記載の無い犬種・ミックス犬に付きましては店舗スタッフ

　へお問い合わせ下さい。

●各コースに含まれるセット内容は、該当犬種（例：目頭カッ

　トは目頭にカット出来る毛のある犬種）とさせて頂きます。

●大きさ・体重・被毛の状態（毛玉・もつれ・毛量）、皮膚疾

　患、保定の有無等、またデザインカット・オールシザー等

　により、料金が異なる場合がありますので予めご了承下さい。

●高齢や健康状態の悪いわんちゃん・生後間もない仔犬等は、店舗スタッフへお問い合わせ下さい。

●設備の関係上、わんちゃんのサイズによってはお受けできない場合がありますのでご了承下さい。

●攻撃的なわんちゃん、暴れるわんちゃん等、保定が困難な場合、ご要望のスタイルにならない場合や全サービス項目を

　施術出来ない場合があります。また施術時間が予定よりも大幅に掛かる場合等もございます。

●初回ご利用時、トリミングカルテの作成と、ご利用規約にご署名を頂きます。

●狂犬病予防接種、混合ワクチンの1年以内の接種証明書をご提示下さい。パピー犬やワクチンアレルギー等で接種出来な

　いわんちゃんの場合は、かかりつけの獣医師にご相談の上、店舗スタッフへお問い合わせ下さい。

●当サロンは、他のペットサロン様に多く取り入れられている、年齢制限（例：満9歳まで利用可能）のようなことはござい

　ません。愛玩動物介護士とペットBLS検定の資格を有するスタッフのもと、何歳になっても安心してご利用頂けます。

（その他小動物等お問い合せ下さい）

●小型インコクラスは、セキセイインコ・ボタンインコ・サザナミインコ・コザクラインコ・アキクサインコ・マメルリ

　ハ・カナリア・キキョウインコ・ブンチョウ・ジュウシマツ等のサイズの小鳥となります。

●中型インコクラスは、オカメインコ・オキナインコ・ビセイインコ・ウロコインコ・サメクサインコ・ホンセイインコ

　コガネメキシコインコ・ウロコメキシコインコ等のサイズのインコ類となります。

●ハリネズミは、丸まって手足が出て来ないとツメが切れません。開始してから終了するまでの所要時間で料金が変わり

　ます。尚60分が経過しても、丸まって手足が出なかった場合や、途中まで切れたが切れないツメが残ってしまった場

　合は、爪切りは断念させて頂きますが、爪切り代も頂戴しない成功報酬タイプの料金設定とさせて頂きます。

●リクガメは、種類と重量で料金が変わります。

●その他小動物等は店舗スタッフへお問い合わせ下さい。

●ファーミネーターやスリッカーブラシ等を使用し除毛を行います。

●全体的に除毛したり、一部を集中的に除毛したりとご要望にお応えします。

●背骨が浮き出ている場合は、ケガをしないよう、背骨部分を除いた箇所に対して

　行います。

500 円

ウサギ

500 円

デグー

500 円

フクロモモンガ

300 円

モルモット

◆小動物・小鳥・リクガメの爪切り

500 円

小型インコ

700 円

中型インコ

1,000 円～

リクガメ

15 分以内 /1,000 円 30 分以内 /1,500 円 45 分以内 /2,000 円 60 分以内 /2,500 円

ハリネズミ

◆ウサギのブラッシング

900 円

15分

1,700 円

30分

2,500 円

45分

コース終了後、お客様がお迎えに来る間

リラックススペースで、寛いでもらいます

Relax Space



わんちゃんのペットホテルわんちゃんのペットホテル
料金は体重別に三つに別れています。またご宿泊のほかにデイユース

（日帰り）も行っています。オプションの時間外預かりも好評頂いてます。

料金は体重別に三つに別れています。またご宿泊のほかにデイユース

（日帰り）も行っています。オプションの時間外預かりも好評頂いてます。

◆宿泊（チェックIN・OUT時間：9:00～18:30）
1泊あたりの宿泊料金（税込）

オフシーズン ハイシーズン トップシーズン

¥3,000 ¥3,300 ¥3,600
¥3,400 ¥3,700 ¥4,000
¥3,800 ¥4,200 ¥4,800

◆日帰り（チェックIN・OUT時間：9:00～18:30）
1時間あたりの料金（税込）

最初の1時間まで 以降1時間ごとに 9時～18時半までの最大料金
～8kgまで ¥1,000 ¥300 ¥2,500

8kg～16kgまで

16kg～20kgまで

～8kgまで

8kg～16kgまで

16kg～22kgまで

¥1,500
¥1,800

¥400
¥500

¥3,000
¥3,500

Pet  Hotel
CoCo

片道 1kmまで 片道 300円

片道 5kmまで 片道 1,300 円

片道 10kmまで 片道 2,600 円

片道 400円

片道 1,700 円

片道 3,400 円

片道 500円

片道 2,000 円

片道 4,000 円

◆わんちゃんのホテル送迎料金

わんちゃんの体重

わんちゃんの体重

事前予約制
と

なります
送迎時間はご相談ください

●ハイシーズンは、3/14～4/10・7/18～8/10・8/18～8/31・12/19～12/27・1/6～1/15・その他3連休となります。

●シーズン別料金設定はありません。

●トップシーズンは、4/28～5/7・8/11～8/17・12/28～1/5となります。

◆時間外オプション（夜間のご来店 18:30～22:00）
ご来店時間の1頭の料金（税込）

～19:00 ～19:30
～8kgまで ¥200 ¥600

8kg～16kgまで

16kg～20kgまで

¥300
¥400

¥700
¥800

～20:00

¥1,200
¥1,400
¥1,600

～20:30

¥1,800
¥2,000
¥2,400

～21:00

¥2,400
¥2,600
¥2,800

～21:30

¥3,000
¥3,200
¥3,400

～22:00（最終）

¥3,600
¥3,800
¥4,000

わんちゃんの体重

●シーズン別料金設定はありません。
●2頭ご利用の場合、2頭目の時間外料金は半額となります。

Z.. Z
.. Z..

◆時間外オプション（早朝のご来店 6:30～9:00）
ご来店時間の1頭の料金（税込）

8:30～
～8kgまで ¥300

8kg～16kgまで

16kg～20kgまで

¥400
¥500

8:00～

¥500
¥600
¥700

7:30～

¥1,200
¥1,400
¥1,800

7:00～

¥1,800
¥2,000
¥2,400

6:30～

¥2,200
¥2,400
¥2,800

わんちゃんの体重

●シーズン別料金設定はありません。
●2頭ご利用の場合、2頭目の時間外料金は半額となります。

※時間外は下記時間外オプションをご参照下さい。

※時間外は下記時間外オプションをご参照下さい。

オフシーズン ハイシーズン トップシーズン

※各料金 3泊目から 200円 OFF

●体重別の料金設定はございません。

●距離はナビの簡易計測となります。

●マンションの際はエントランス前でお待ち合わせとさせて頂きます。



宿泊・一時預かり共通

病気治療中や持病で投薬が必要な場合、また体調が悪い場合、ご利用を控えさて頂くこともございますが、

愛玩動物介護士とペットBLS検定の資格を有するスタッフが、お客様と丁寧にご相談させて頂きます。

初めてご利用頂いた際に、お預かりしたわんちゃんが、余りにも攻撃的（噛みつき行為）等を行った場合、

お客様とご相談の上、次回以降のご利用をご検討頂く場合がございます。

発情期中・要介助・高齢・屋外飼育等に該当するわんちゃんは、対応可能か事前にご確認下さい。

ノミダニが寄生している場合はお断りさせて頂きます。事前にノミダニの駆除をお願い致します。

各ケージから他のわんちゃん同志は見えませんが、同じ室内空間ですので、声や音は聞こえます。

スタッフが室内に居ない間や就寝時も、不測の事態に素早く対応する為、死角の無い見守りモニターを設置し

ております。またスタッフの住居も兼ねたホテルです。夜間も無人になることが無い為、より安心です。

狂犬病予防接種、混合ワクチンの1年以内の接種証明書をご提示下さい。（パピー犬やワクチンアレルギー等

で接種できないわんちゃんの場合は、かかりつけの獣医師にご相談の上、当店にお問い合わせ下さい。

皮膚や被毛の状態がひどく悪臭を放っている場合は、チェックINの際お客様とご相談の上、シャンプーや

トリミングを行わせて頂くこともございます。

●

●

●

●

●

●

●

●

宿泊のみ

延泊をご希望の場合、出来るだけ前日の午前中までにご連絡下さい。

散歩ご希望のわんちゃんは、ハーネスや首輪・リードをご持参下さい。

長期間のご利用で、チェックOUT日未定の場合は、ご利用月の月末頃に一度ご清算にお越し下さい。

（諸事情でご来店が困難な場合は、銀行振込でのご対応も可能です。）

初めてご利用頂いた際に、お預かりしたわんちゃんが、余りにも長時間無駄吠えが続いた場合は、お客様と

ご相談の上、次回以降のご利用をお控え頂く場合もございます。

日帰りのみ

4時間以上ご利用の場合、ご要望にて15分～30分程度、ケージから出して遊ばせます。

4時間以上ご利用で滞在時間が夕食時間に掛かる場合、ご要望に応じて当店にて食べさせますので、フード

をご持参ください。

時間延長ご希望の場合、事前（最低1時間以上前）にご連絡下さい。（ただし状況により応じられない場合も

ございます）

宿泊ルーム宿泊ルーム

●

●

●

●

●

●

●

✨お散歩が必要なわんちゃんは、朝・夕各10分程度の散歩を行います。尚、悪天候の際は散歩を中止し、屋根付きの
　ミニドッグランや室内スペースで遊んでもらいます。

✨日数分のご飯をご持参下さい。（可能な場合、1食毎に小袋等に小分けにして頂くと計量間違いも無く安心です）

✨延長ご希望の場合、お早めにご連絡下さい。無連絡の場合、1泊あたり（1泊目料金×2倍）を頂戴致します。

ミニドッグラン（屋根付き）ミニドッグラン（屋根付き）
ケージ寸法：W90cm/D60cm/H55cm( 小型犬用 )

※その他、中・大型犬にも対応した平置ケージもございます。

雨の日も、雨に濡れずに外の空気に触れられる為、大変

人気です。お散歩でのみウンチをしないわんちゃんも

殆どのわんちゃんがドッグランだとしてくれます。



◆宿泊（チェックIN・OUT時間：9時～18時半） ※時間外オプション（9時前/18時半以降）もあります。

エキゾチックペットホテルエキゾチックペットホテル
小動物を初め、鳥類・爬虫類などが泊まれるペットホテルです。

わんちゃんとは別室の、種族に合った環境で滞在頂けるのも安心です。

小動物を初め、鳥類・爬虫類などが泊まれるペットホテルです。

わんちゃんとは別室の、種族に合った環境で滞在頂けるのも安心です。

Pet  Hotel
Animalroom

ペットの種類と規格ケージ寸法（3辺合計） 1泊あたりの宿泊料金（税込）
1泊目

爬
虫
類

両
生
類

小
動
物

鳥 

類

●ハイシーズンは、3/14～4/10・7/18～8/10・8/18～8/31・12/19～12/27・1/6～1/15・その他3連休となります。
●トップシーズンは、4/28～5/7・8/11～8/17・12/28～1/5となります。

●持込ケージの場合、規格外ケージ寸法や矩形サイズの場合、追加料金が掛かります。尚、矩形サイズに関してはお問合せ下さい。

●2匹以上のご利用で、一つのケージに同居出来る場合、2匹目以降は半額の料金とさせて頂きます。

●上記に記載の無いペットでも対応可能な場合もございますので、店舗スタッフまでお問い合わせ下さい。

ハイシーズンオフシーズン
¥1,000
¥1,000
¥1,400
¥1,700
¥1,900
¥2,200

¥1,000
¥1,200
¥1,400
¥1,600
¥1,800
¥2,000
¥2,200
¥2,400

¥2,200
¥2,400
¥2,600
¥1,400
¥1,700

トップシーズン

¥2,000

レオパ/ニシアフ 70cm
70cm
70cm
90cm
120cm
140cm
130cm
150cm
120cm
130cm
140cm
150cm
120cm
130cm
140cm
150cm
70cm
90cm
110cm
130cm
70cm
80cm
100cm
110cm
140cm

110cm

140cm

140cm
168cm
216cm
178cm
178cm
168cm
187cm
215cm
120cm
140cm
160cm

クレス/日本ヤモリ等
体重～150g

地上生
トカゲ

体重～250g
体重～500g
体重～1kg

体重～1kg
体重～2kgヘビ 体重～3kg
体重～4kg
体重～500g
体重～1kg陸亀 体重～2kg
体重～3kg

ハムスター（ドワーフ）
¥1,500ハムスター（ゴールデン等）

¥1,200アフリカヤマネ
ファンシーマウス
ジャービル

¥1,700

ファンシーラット
デグー
シマリス
フクロモモンガ

¥1,900ハリネズミ
¥2,200モルモット

リチャードソンジリス
¥2,600チンチラ
¥2,600フェレット
¥3,000ミーアキャット

体重～1.5kg
ウサギ 体重～3kg

体重～5kg
小型（セキセイ・ボタン等）
中型（オカメ・オキナ等）
大型（モモイロ・ヨウム等）

¥2,700
¥3,200

体重～500g樹上生
トカゲ 体重～1kg

体重～150g
体重～300g水棲亀 体重～600g
体重～2kg

体重～50g
体重～100g
体重～300g
体重～500g

2泊目以降
ハイシーズンオフシーズン

¥500 ¥800 ¥1,000¥1,200 ¥1,600
¥900 ¥1,200¥1,350 ¥1,800
¥1,000 ¥1,400¥2,100 ¥2,800
¥1,200 ¥1,600¥2,550 ¥3,400
¥1,300 ¥1,800¥2,850 ¥3,800
¥1,500 ¥2,000¥3,300 ¥4,400
¥2,100 ¥2,800¥4,050 ¥5,400
¥2,500 ¥3,400¥4,800 ¥6,400
¥1,000 ¥1,400¥1,500 ¥2,000
¥1,200 ¥1,600¥1,800 ¥2,400
¥1,300 ¥1,800¥2,100 ¥2,800
¥1,500 ¥2,000¥2,400 ¥3,200
¥1,300 ¥1,800¥2,700 ¥3,600
¥1,500 ¥2,000¥3,000 ¥4,000
¥1,800 ¥2,400¥3,300 ¥4,400
¥2,100 ¥2,800¥3,600 ¥4,800
¥1,300 ¥1,800¥2,700 ¥3,600
¥1,500 ¥2,000¥3,000 ¥4,000
¥1,800 ¥2,400¥3,300 ¥4,400
¥2,100 ¥2,800¥3,600 ¥4,800
¥1,300 ¥1,800¥2,100 ¥2,800
¥1,500 ¥2,000¥2,400 ¥3,200
¥1,600 ¥2,200¥2,700 ¥3,600
¥1,800 ¥2,400¥3,300 ¥4,400
¥1,300 ¥1,800¥2,250 ¥3,000

¥1,100 ¥1,400¥1,800 ¥2,400

¥1,300 ¥1,800¥2,550 ¥3,400

¥1,500 ¥2,000¥2,850 ¥3,800
¥1,800 ¥2,400¥3,300 ¥4,400
¥2,000 ¥2,600¥3,900 ¥5,200
¥2,000 ¥2,600¥3,900 ¥5,200
¥2,300 ¥3,000¥4,500 ¥6,000
¥1,800 ¥2,400¥3,300 ¥4,400
¥2,100 ¥2,600¥3,600 ¥4,800
¥2,400 ¥2,800¥3,900 ¥5,200
¥1,300 ¥1,800¥2,100 ¥2,800
¥1,600 ¥2,200¥2,400 ¥3,400
¥2,200 ¥3,200¥3,600 ¥4,200

¥600
¥700
¥800
¥900
¥1,000

¥700
¥800
¥900
¥1,000
¥900
¥1,000
¥1,200
¥1,400

¥1,200
¥1,400
¥1,600
¥900
¥1,100

トップシーズン

¥1,800 ¥900
¥2,000 ¥1,000
¥2,200 ¥1,200
¥2,400 ¥1,400
¥1,400 ¥900
¥1,600 ¥1,000
¥1,800 ¥1,100
¥2,200 ¥1,200

¥1,600

¥900

¥700

¥900

¥1,000
¥1,200
¥1,500
¥1,500
¥1,800

¥1,400
¥1,700

●付属品や容器等の出っ張りを含む寸法です
●矩形寸法（縦長・横長）や重量ケージは別途扱いです



◆オプション料金表（エキゾチックペットホテル専用）

●オプション料金表に記載の無いサービスでも対応可能な場合もありますので、店舗スタッフまでお問い合わせ下さい。

早朝チェックIN/OUT 8:30～/300円　8:00～/600円　7:30～/1,500円　7:00～/2,000円　6:30～(最早)/3,000円

夜間チェックIN/OUT ～19:30/500円　～20:00/1,500円　～20:30/2,000円　～21:00/2,700円　～21:30/3,300円 ～22:00/4,000円　～23:00(最終)/6,800円

放鳥(インコ・小鳥) @300円/1コマ(10分)　複数同時(2羽目～：@150円/1コマ)

部屋んぽ(小動物)
ハムスター/ウサギ/モルモット/モモンガ：@300円/1コマ(10分)　複数同時(2匹目@200円/1コマ)

チンチラ/フェレット/ミーアキャット：@500円/1コマ(10分)　複数同時(2匹目@350円/1コマ)

砂浴び チンチラ：1日目(600円)　2日目以降(@300円/回)　デグー：1日目(400円)　2日目以降(@200円/回)　

冷蔵(冷凍)エサ @100円/泊～（例：小松菜1束@100円/泊、小松菜2束@200円/泊）

エサの調理など 調合や包丁や電子レンジ等の調理器具を使用する場合、内容ご確認の上別途お見積もり致します。

薬剤投与 エサに薬剤を混ぜる、身体に外用薬を塗る、スポイトで口内に入れる等、内容によりお見積り致します。

代理購入 1,000円/回(近隣のスーパーで購入可能の物に限ります)　※商品代金は、別途実費請求となります。

持込ケージ床材交換 床材種類や量により@100円～600円/回（トイレ砂の交換等も床材交換に含まれます）

持込ケージ内清掃 ケージの素材、ケージ内の設備や器具の量、掃除のし易さ等から当日確認しお見積り致します

既設ケージ床材交換 床材種類や量により@100円～500円/回(ご指定の床材をお持ち込みの場合)

ご持参品(用具)清掃 既設ケージご利用でハウス等をご持参した際のご持参品の清掃となります。（当日お見積もり）

規格外持込ケージ 
　※3辺合計寸法が規格ケージ寸法を超えるものも、オプション料金を 
　　ご負担頂きますと、持ち込み可能となります。 
　※ケージの外側に設置してあるもの（トンネル・水浴び容器・水入れ・ 
　　ヒーター・チモシー入れ・その他）も寸法の一部となります。 
　※未補修の破損箇所や不具合のあるケージは持ち込み不可となります。 
　※縦長や横長と言った矩形サイズや、ガラス製等の重量ケージは 
　　別途お見積もりとさせて頂きます。

規格ケージ寸法＋10cm未満　@100円/泊

規格ケージ寸法＋20cm未満　@200円/泊

規格ケージ寸法＋30cm未満　@300円/泊

規格ケージ寸法＋40cm未満　@400円/泊

規格ケージ寸法＋50cm未満　@500円/泊

送迎サービス 
　※高速が利用出来る場合は、外環草加インターから最寄インターまで 
　　使用し費用を実費請求させて頂きます。 
　※マンション等の場合は、エントランス前(送迎車前)までとなります。 
　※お部屋前までご希望の場合は、別途費用が掛かります。 
　※送迎費は事前見積もりとさせて頂きます。 
　※送迎ご利用の際、別途時間指定オプションの選択が必要となります。

オフシーズン：@250円/km（片道）

ハイシーズン：@350円/km（片道）

トップシーズン：@450円/km（片道）

時間指定（送迎サービス用） 
　※当店を9時に出発しご自宅に到着出来る見込み時間から、ご自宅を出発
　　し当店に19時迄に到着出来る見込み時間の範囲内からご指定頂けます。
　（例：当店から1時間のご自宅の場合、10時～18時の範囲となります） 
 

～4時間幅：無料 ～3時間幅：1,000円

～2時間幅：2,000円 ～1時間幅：3,500円

指定時間：5,000円　※10分程度の誤差あり

写真撮影：宿泊中のペットちゃんを撮影しLINEで送付するサービスです。 写真(1枚) @300円/回　 動画(1分) @600円/回

●既設ケージは各生体に必要な設備（例：UVライト、保温球、回し車、シモシー入れ、ウォーターボトル、他）を完備しています。

●生体の種別や年齢（月齢）健康状態によりお受け入れ出来無い場合がございます。

●日数分のご飯をご持参下さい。（可能な場合、1食毎に小袋等に小分けにして頂くと計量間違いも無く安心です）

●延長ご希望の場合、お早めにご連絡下さい。無連絡の場合、1泊あたり（1泊目料金×2倍）を頂戴致します。



■サービス内容や料金形態は、予告無しに変更する場合があります。最新情報は店舗スタッフまでご確認ください。

公式HP公式 LINE048-947-5728アニマルーム
トリミングルームココ

＆
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部屋んぽ・放鳥（一例） エキゾチックペットホテル既設ケージ（一例）

フクロモモンガ

ファンシーラット

フェレット

セキセイインコ

ウサギ

フクロモモンガ

ファンシーラット

フェレット

セキセイインコ

ウサギ

住所：埼玉県草加市旭町5丁目4番 1号

当店は完全ご予約制となります。

事前にご連絡の上、ご予約お願い致します。

ご予約は LINEを推奨しております。

■ドワーフハムスター等 ■ゴールデンハムスター等 ■ハリネズミ等

■小型インコ等 ■中型インコ等 ■大型インコ等

■レオパ・小型トカゲ等 ■陸亀・中型トカゲ等 ■大型トカゲ等

■モルモット・小型ウサギ等

■デグー・モモンガ等

掲載の製品は一例です。同等サイズのその他製品等もございます。

■水棲亀・両生類等

生体の大きさに合わせ
ケージを選びます
生体の大きさに合わせ
ケージを選びます

■ウサギ・フェレット等 ■チンチラ等

ルーミィ
外形寸法：W470/D320/H275

ルーミィ60
外形寸法：W620/D450/H315

グラスハーモニー 600
外形寸法：W580/D392/H320

イージーホーム 35
外形寸法：W360/D340/H430

イージーホームステンレス40ハイ
外形寸法：W435/D500/H620

HOEI 465 オーム
外形寸法：W465/D465/H660

レプタイルボックス
外形寸法：W200/D300/H155

パンテオン6045
外形寸法：W605/D455/H450

パンテオン 9045
外形寸法：W905/D455/H450

イージーホームエボ 60
外形寸法：W620/D505/H550

イージーホームエボ 80
外形寸法：W810/D505/H550

イージーホーム80ハイ
外形寸法：W810/D505/H840

ルーミィ
外形寸法：W470/D320/H275

ルーミィ60
外形寸法：W620/D450/H315

グラスハーモニー 600
外形寸法：W580/D392/H320

イージーホーム 35
外形寸法：W360/D340/H430

イージーホームステンレス40ハイ
外形寸法：W435/D500/H620

イージーホームステンレス 37
外形寸法：W380/D430/H520
イージーホームステンレス 37
外形寸法：W380/D430/H520

HOEI 465 オーム
外形寸法：W465/D465/H660

レプタイルボックス
外形寸法：W200/D300/H155

パンテオン6045
外形寸法：W605/D455/H450

パンテオン 9045
外形寸法：W905/D455/H450

イージーホームエボ 60
外形寸法：W620/D505/H550

イージーホームエボ 80
外形寸法：W810/D505/H550

イージーホーム80ハイ
外形寸法：W810/D505/H840

シャトルマルチR60
外形寸法：W610/D365/H340

シャトルマルチR85
外形寸法：W860/D485/H420

シャトルマルチR70
外形寸法：W710/D440/H415

シャトルマルチR60
外形寸法：W610/D365/H340

シャトルマルチR85
外形寸法：W860/D485/H420

シャトルマルチR70
外形寸法：W710/D440/H415

にて参考動画配信中 !


