
チワワ            （スムース）

　　　　           （ロング）    

M.ダックス       （スムース）

　　　　           （ロング) 

ジャックラッセル  （スムース）

　　　　           （ロング）

ヨーキー/マルチーズ 

ポメラニアン/パピヨン 　　

パグ/フレンチブルドッグ     

ボストンテリア 

シーズー/ペキニーズ/ビーグル     

プードル     （  ～  7kg未満）

プードル     （7～15kg未満）

ウェスティ/キャバリア             

ミニチュアシュナウザー 

ビションフリーゼ                     

スピッツ/コーギー       

柴                               

シェルティ/A.コッカー                           

ボーダーコリー                            

ラブラドールレトリバー                 

ゴールデンレトリバー/コリー   

バーニーズ/ボルゾイ/スタンダードプードル     

shampoo

  3,850                  −

  4,400                6,050

  4,400                   −

  4,950                6,600　　

  4,400                   −

  4,950                6,600

  4,950                6,600

 　　

  4,950                   −

  5,500               7,150

  6,050                8,800

　7,150                9,900  

　6,050                8,250 

  6,600                9,350 

  6,600                8,250 

  6,600                8,800 

  7,700                9,900   

  8,800               10,450 

10,450                   −

12,100              15,400 

16,500              22,000 

※感染予防のため、1年以内の混合ワクチン、狂犬病接種、１ヵ月以内のノミダニ予防をお願いします。
※同種類の場合でも個体の大きさ、毛玉の有無により料金が変わる場合があります。
※左記以外の犬種、ミックス犬などについてはお問い合わせ下さい。
※心臓病等の持病を持っているわんちゃん、または１０歳以上のわんちゃんは事前診察が必要となります。

爪切り、バリカン（お腹・お尻周り・足裏）、肛門腺絞りが含まれます

上記「shampoo course」+全身カット

option menu                                                                              税込み 

薬用シャンプー  

レーキング

デザインカット

部分カット  

ハサミ仕上げ    

追加料金                                                                                     税込み

もつれ、毛玉
もつれ、毛玉のみの除去は行っておりません。

保定料金
高齢の子、噛みグセがある子は、わんちゃんの負担軽減のため、スタッフ2人で対応します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　+550～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ +1,650～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    +550～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    +550～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ +1,100～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　+550～
　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ +1,100～

course

shampoo

shampoo＆cut

shampoo＆cut     税込み

～　for dogs　～

ネコの料金表は、別途、ご用意しております。詳しくは、お問い合わせください。
　　ネコ

   予約制
月曜日 ～ 土曜日     AM  9:00 ～ PM　6:00
トリミング電話(直通)　　　TEL. 070-8345-7087

や さ し い こ  　 な の は な

獣医師が皮膚の状態をチェックします。
気になる点がございましたら、お預かり時にお伝えください。

☆ご利用日にご予約を入れて頂くと、 次回トリミング料金を 10％OFF
☆ご利用日から２週間以内のシャンプーで、 次回シャンプー料金を 20％OFF



～　for dogs　～

当院情報
至　鹿沼IC

Tel.028-639-6027
【診療時間】9︓00～18︓00
【 休診日 】日曜、及び祝日　 【駐車場】6 台

【　住　所 】宇都宮市本丸町14-2　ＭＡビル1F

検 索菜の花どうぶつ病院
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ふんわりコース
ゾイックシャンプー・トリートメント

トイプードル・長毛のわんちゃん

いつもよりワンランク上の感動の仕上がり。
被毛にうっとりするようなふんわり感を出します。

ふわふわ  　　　★★★★★
香り　　   　　　★★★★★
低刺激   　　　★★★★☆

～  5kg        ＋   330～　
～10kg        ＋   550～　
～15kg　      ＋1,100～
   15kg以上  ＋1,650～

トリミングコース

こんなわんちゃんに
おすすめ

コース内容

効果

敏感肌コース
その子に合わせたオリジナルのシャンプー

皮膚炎・敏感肌・ベタつき・かさつき・臭い・
フケ・湿疹・痒み・赤みのあるわんちゃん

獣医師が皮膚の状態をチェックし、
オリジナルのコースを提供します。
炭酸泉温浴・クレンジング・薬用シャンプー・
低刺激シャンプー・保湿剤・外用薬等を
その子に合わせて選びます。

皮膚炎の改善 ★★★★★
香り　　  　　　 ★★★★☆
低刺激  　　　 ★★★★★

～  5kg        ＋1,650　
～10kg        ＋2,200
～15kg　      ＋2,750
   15kg以上  ＋3,300～

究極の保湿リッチコース　
S K I M O ４ステップトリートメント

ゴワゴワな被毛、傷んだ被毛・皮膚の
弱い、短毛・長毛のわんちゃん

ジェル・マスクのトリートメントで、「スキンケア」と
「ビューティー」が同時にできるコースです。
傷んだ毛がつやつやになります。

つや      　　　 ★★★★★
潤い    　　　 ★★★★★
低刺激  　　　 ★★★★★
 
～  5kg        ＋2,200　
～10kg        ＋2,750
～15kg　      ＋3,850
   15kg以上  ＋4,950～ 

option course menu                                                                                                                                                                                          税込み

※感染予防のため、1年以内の混合ワクチン、狂犬病接種、１ヵ月以内のノミダニ予防をお願いします。
※急な変更、ホテルのキャンセル、時間の短縮・延長などは、必ずご連絡をお願いします。
※GW、お盆休み、お正月の連休日は、別途料金をいただいております。予めご確認下さい。
※サイズ分類︓小型犬︓～10kg、中型犬︓10～20kg、大型犬:20kg～

犬 

 　

3,850     

4,400         

6,600

小型

中型

大型

2,200     

2,750         

3,850 

上記料金と同額（空室状況は電話でご確認下さい）

　 個室
チェックイン・チェックアウトは診療時間内
受付時間

日帰り 一泊                      税込み

PET  H  TEL
～　for dogs　～

わんちゃんに合わせたワンランク上のコースをご用意しました

滞在期間中の健康診断、トリミングも
受付けておりますのでお気軽にご相談ください。

改定　2021年5月7日




