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愛する家族をサポート

ペ ット特集ペット特集

【じゃぶじゃぶ池】

水遊びが大好きなワンちゃん。
いつも清潔に保ってあげるため
には水の入れ替えが簡単な浅瀬
タイプの池がオススメです！

【遊びながら健康維持】

坂道やマウンドを作ることで自然
に運動量がUP！遊びながら足腰
が丈夫になります。人工芝の目に
変化を持たせ、サッカー場のよう
な風合いが◎。ずっと元気でいて
欲しいから運動も大切ですね♪

【ガーデンルーム】

0120-296-328

フェンスで囲われているだけでは安全とは言えません。

ワンちゃんにとってお外は危険がいっぱいです。

ドッグガーデンを設計するうえで最も大切なのは犬の

特性に配慮すること。

犬種や性格、使用する素材や植栽、様々な専門的視点で

家族全員が快適な理想のお庭をご提案します。

フリーダイヤル
（土･日･祝も対応）

愛犬のための

安心・安全・快適な庭

【トンネル】

遊び場＋日陰がお気に入
り。元気いっぱい遊んだ
あとは大好きなお昼寝ス
ポットにもなります。

【様々なスロープ】

各種素材で対応出来ます。
デッキの下にも人工芝を敷
くことで、ここも効果的な
日陰対策です。ワンちゃん
も高齢化が進み、いつかス
ロープは飼い主さんにも重
要なアイテムになります。

【危険を防ぐ二重扉】

大きな道路に面したお庭に
は飛び出し防止の二重扉が
安心です。

【フェンス】

飛び出し防止のためには犬種や性格に応じて形状や高さ
の対策が必須です。ワンちゃんの運動神経は思った以上に
高いので、余裕を持ったプランニングが重要になります。

【ハイドロセラピー】

水の抵抗力・浮力を
利用したハイドロセ
ラピー。無理なく体
を動かし。老犬や肥
満犬、股関節等のト
ラブルやお散歩不足
によるストレスをケ
アします。

愛犬と人が快適に過ごせる住空間のために、建材メーカー、

住宅・お庭の設計施工店、ペット関連メーカーが業界の垣根を越え

て商品づくりや空間づくりを研究・開発・提案している協会です。

【タイルテラス】

ウッドデッキのような木のぬくもり。

木目調のタイルテラスでメンテナンス

は超楽々♪

【高低差を利用】

あえてフラットには
せずデッキの高さか
ら緩やかに下る坂道
を動線に配置しまし
た。ワンちゃんと一
緒に遊ぶ子供たちも
楽しみながら体力が
付く嬉しい仕掛けで
す。

【3Dパース】

立体的な３Dパースで
ご提案します。

【メンテナンスフリーの人工芝】
ワンちゃんの足が汚れないのも大きな

利点。肉球に優しい芝の長さで施工。

下地には防臭処置を施しオシッコのニ

オイが残らず、ご近所の方にも配慮出

来ます。

多彩なカラーを取り揃え、自宅の外観

に合わせたデザインが可能です。

【日差し対策】

人工芝は真夏の日差しでと
ても熱くなります。
ワンちゃんのためはもちろ
ん、私たちにとってもシェ
ードなどで日陰を作ること
はとても重要なのです。

【ハーブマット】

人工芝の一部に天然のハー
ブマットを使用。芝のよう
なメンテナンスが不要で管
理が楽なハーブはワンちゃ
んが口にしても安心なだけ
でなく、消化不良を助ける
ほか歯周病や口臭予防効果
があります。

Dog Garden Builders

Produced by 有限会社伊藤工建

恵庭市柏陽町3-2-1

Produced by 有限会社伊藤工建

恵庭市柏陽町3-2-1

【マウンド】

天然石と植栽でマウンドを作
りハーブマットを敷きました。
フェンスとの間に設けた隙間
は狭い茂みが大好きなワンち
ゃんの特別な通り道。大喜びで
駆け抜けます♪限られたスペ
ースにも愛犬のための工夫が
いっぱい！

足のかかりにくい縦格子。
PVC樹脂製のオリジナルフェンス。

愛犬と共にガーデンランチを楽しむゆったり
とした休日は至福の時。
真夏の暑い日、ガーデンルーム内の日陰はも
ちろん、ひんやりとしたタイルが暑さ対策に
なります。

学内トリミングサロン
新規モデル犬 大募集!
専門のトリマー教員のもと、学生がカットや

シャンプー・爪切りなどのトリミング実習を

お客様のニーズに沿って行っています。

お問い合わせ・お申し込みは

tel 0123-36-2311
『新規モデル犬』 をご希望の方へ
狂犬病予防接種、混合ワクチン接種が必要となります。

トリミング料金の
詳細はこちら!

学生の技術力
向上に

ぜひご協力ください！

恵庭市恵み野西5丁目10-4

大切なペットの送迎いたします!!

動物病院・ペット美容室・ペットホテル・ドッグランなどの送迎にぜひご利用下さい!!
ペットのみの送迎はもちろん、飼い主様もご同乗いただけます。

（但し、飼い主様のみでのご利用はできません。）

ペットタクシー のむら

■ 受付時間／AM9:00～PM7:00　■ 不定休
予約制　※ご利用予定日の前日までにご予約下さい。

090-8906-9384 ペットタクシーのむら

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

〒066-0019　千歳市流通1丁目4-9

Web site

URL  http://pet-taxi.net

料金は全て税込です。　■ 5km 1,000円　■ 以降1kmごとに300円

-セント-

SENT10/25ドッグサロン
プライベート オープン！！

千歳市大和4-4-22
TEL 090-9512-6248

お問い合わせ･ご相談はお気軽に！

《10:00～18:00》 Instagram　
はこちら▶水・日・祝定休 完全予約制

ちゃんと見たよで

犬種や内容によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。

ペットホテルも
承ります

プライベートトリミングサロンです♪

シニア犬 病気を持った子
他の様々な事情でおうちから出せないワンちゃん

2021年
12月末日まで

道保011820388号

千歳市外への出張は要相談‼
出張あります！

500円OFF500円OFF500円OFF500円OFF
お会計から

北栄小学校

千歳小学校

千歳市立図書館

千歳神社

千歳みどりの保育園

ヤマダ電機

ビックリッキー

ラッキー

千歳スポーツ

ツルハ
ドラッグ

北洋銀行
北海道信用金庫

浅沼皮膚科医院

北ガス

ファミリーマート

ホテルグランテラス千歳

セイコーマート

指宿
公園

緑小学校

支笏湖通

千歳川 千歳第一病院
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1頭1頭に寄り添った

猫のトリミング
もOK♪

Dog salon jenny
ドッグサロン ジェニー

高濃度炭酸
シャンプー

全てのトリミングメニューに

含まれてます !

完全
予約制

恵庭市泉町122-2
☎0123-32-0888
時　間/10～18時
定休日/不定休
道保01120187号

Instagram
はこちら

《9月限定》
Jenny × 切り絵師 Kako

わんちゃんの切り絵
ご注文を承ってます！

コラボ企画 !

9/1～
9/30

トリミングご利用の方限定

ドッグサロン ジェニー　ちゃんとクーポン

※11月30日まで有効　※他サービス併用不可

《ご新規様限定》
トリミング料金のみ20%OFF!
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恵庭市島松寿町2-7-5　［営業時間］ 7:00～20:00 ※時間外対応有り
https://wan-nyan-hokkaido.com●道保011620351号  ●道訓011640351号tel 090-9432-7771

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

ご自宅へ訪問！ 
ペットのお世話いたします。
ご自宅へ訪問！ 
ペットのお世話いたします。

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋等を
着用、出入時の消毒、換気の徹底、シッターの過去1週
間の検温提示を行っております。

年中無休

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●介護のお手伝い…　●お散歩の代行…　
●トリミングサロンやペットクリニックの送迎 … etc

日本ペットシッター協会公認
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