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2021-2022
DADWAY PET 総合カタログ

※サイズ表記は W（横）×D（奥行）×H（高さ）cmです。
※本総合カタログ掲載情報は 2021年３月現在のものです。
※表示価格はすべて「税込み」です。

2021ⓒ DADWAY,inc. All Rights Reserved.

2021 年春の新商品をこちらに集めました。
FAD からは完全国産牛皮ガムが登場！

PETKIT から登場のキャットリター（猫砂）は
大豆由来の自然な香り。

今季も安心してご使用いただける
アイテムを取り揃えてご提案いたします。

これらの新商品は
各ブランドページにも掲載しております。

※発売時期は変更となる場合があります。
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※実際の商品とは色が異なる場合があります。

New Arrival
新商品のご案内

安全性への取り組み

ページ内アイコン

TESTED

ベビー用品と同等の安全性をペットにも。
この理念のもと、一部商品から鉛を含む重金属の溶出
試験（EN71-Part3に準拠）を実施しています。
検査済み商品は左記アイコンでご確認いただけます。

03. …… 新商品のご案内

06. …… barketek / バーキテック

07. …… Dr.McGrath's / ドクター・マクグラス

08. …… FAD / ファッド

14. …… FAD+ / ファッド・プラス

19. …… ibiyaya / イビヤヤ

20. …… LANCO / ランコ

22. …… MPS / エム・ピー・エス

23. …… One for Pets / ワン・フォー・ペット

23. …… PETBLOON / ペットブルーン

24. …… Nina Ottosson / ニーナ・オットソン

25. …… outward hound / アウトワード・ハウンド

28. …… PETKIT / ペットキット

33. …… Petstages / ペットステージ

38. …… Suitical / スーティカル

40. …… TALL TAILS / トール・テイルズ

42. …… WAW / ワウ

43. …… 2021-2022 定番アイテムリスト
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国産牛皮 / チップス /L
バリューパック

¥3,190
4月発売
PTFAC0106

ーファッドー

商品詳細：P.8

ーファッド・プラスー

商品詳細：P.18

ーランコー

商品詳細：P.20

ーペットキットー

商品詳細：P.28

ーペットステージー

商品詳細：P.36

国産牛皮 / チップス /S

¥1,045
4月発売
PTFAC0101

国産牛皮 / チップス /L

¥1,045
4月発売
PTFAC0102

国産牛皮 / ストリップ

¥1,045
4月発売
PTFAC0103

国産牛皮 / フラットロール

¥1,045
4月発売
PTFAC0104

国産牛皮 / ツイスト

¥1,045
4月発売
PTFAC0107

国産牛皮 / ロール

¥1,320
4月発売
PTFAC0108

国産牛皮 / チップス /S
バリューパック

¥3,190
4月発売
PTFAC0105

カエルタマゴ

¥880
4月発売
PTLA01121
※色はお選びいただけません

数量限定

ハチマキタマゴ

¥880
4月発売
PTLA01213
※色はお選びいただけません

数量限定

キャットリター / トウフ

¥1,760
4月発売
PTPE1101

スクラッチ ･ アンド ･ レスト

¥2,970
4月発売
PTPS394

プープバッグレフィル /4 ロール
（60 枚入り）/ ラベンダー

¥935
4月発売
PTFAP1201

  

   

   

 

   

   

   

総額表示義務化に伴い、表示価格はすべて「税込み」となります。

表示価格について
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Dr.McGrath's　ドクター・マクグラス

米国史上初の女性獣医師として広く知られるエレノア・マクグラスの名を
掲げる Dr.McGrath's。“Sensible Simplicity”を商品開発のコンセプ
トとした、シンプルで実用的な物作りに定評のある米国ブランドです。

ペットハンモック
ラウンジャー / ブラック

¥19,800
防水加工が施された丈夫なゴムの木で作られているの
で、長くお使いいただけます。
※組み立て済みの商品をお届けします。
PTBA00601
本体：W78.5×D55×H18/クッション：W65×D45/耐荷重15kg

ペットハンモック
ラウンジャー / オリーブ

¥19,800
防水加工が施された丈夫なゴムの木で作られているの
で、長くお使いいただけます。
※組み立て済みの商品をお届けします。
PTBA00602
本体：W78.5×D55×H18/クッション：W65×D45/耐荷重15kg

ペットハンモック
ラウンジャー / ブルーストライプ

¥19,800
防水加工が施された丈夫なゴムの木で作られているの
で、長くお使いいただけます。
※組み立て済みの商品をお届けします。
PTBA00603
本体：W78.5×D55×H18/クッション：W65×D45/耐荷重15kg

ナチュラル・イアーワイプス
20 枚セット

¥2,420
植物由来のエキスを使ったペットにやさしい耳掃除
シート。個装されているので、乾きを防ぎ衛生的に保
管できます。
PTDM00101
箱サイズ：W9.5 × D9 × H6/シートサイズ：W14 × D13（1枚あたり)

barketek　バーキテック

タイの首都、バンコクを拠点にペットグッズのデザイン・開発・製造を行
う barketek。異業種で培ったそれぞれの経験とペットオーナーという共
通の視点で生みだしたアイテムは、使い勝手がよく、現代のライフスタイ
ルに馴染むものばかりです。ペットとその家族にそっと寄り添う、それが
barketek の願いでありコンセプトです。

Materials  原材料へのこだわり

Rubber Wood
ゴムの木

Stainless Bowl
ステンレスボウル

●樹液が採れなくなったゴムの木のみ
を使用し、無駄な伐採はせず、環境
に配慮。

●木製パーツ表面には防水加工が施さ
れているため、長くお使いいただけ
ます。

●人間用の食器と同じステンレス材を
使用。

●体に悪影響を与える鉛を含む重金属　　
の溶出試験の基準（EN71-Part3）に
準拠しています。

How to use
使用方法
イアーワイプスを指にクルクル巻いて耳のケアを。
小型犬や猫に使用する場合には、
半分に千切って両耳のケアができます。

ダブル・フードボウル
フリッツ / ホワイト

¥7,700
超小型犬・小型犬・猫に最適なサイズ。水とフードを別々
に与えられるので、多頭飼いのファミリーにも。

PTBA00403
本体：W34 × D17 × H7.3/ ボウル：Ø11.5 × H4.5/ 容量：0.2L

ダブル・フードボウル
フリッツ / タン

¥7,700
超小型犬・小型犬・猫に最適なサイズ。水とフードを別々
に与えられるので、多頭飼いのファミリーにも。

PTBA00402
本体：W34 × D17 × H7.3/ ボウル：Ø11.5 × H4.5/ 容量：0.2L

ダブル・フードボウル
フリッツ / ナチュラル

¥7,700
超小型犬・小型犬・猫に最適なサイズ。水とフードを別々
に与えられるので、多頭飼いのファミリーにも。

PTBA00401
本体：W34 × D17 × H7.3/ ボウル：Ø11.5 × H4.5/ 容量：0.2L

シングル・フードボウル
モッド /S/ ナチュラル

¥6,600
スタンドは首に負担がかかりにくい高さにこだわり、
脚は錆びにくいように粉体塗装されています。

PTBA00101
本体：W15.5 × D15.5 × H11.1/ ボウル：Ø11.5 × H4.5/ 容量：0.2L

シングル・フードボウル
モッド /S/ タン

¥6,600
スタンドは首に負担がかかりにくい高さにこだわり、
脚は錆びにくいように粉体塗装されています。

PTBA00102
本体：W15.5 × D15.5 × H11.1/ ボウル：Ø11.5 × H4.5/ 容量：0.2L

シングル・フードボウル
モッド /M/ ナチュラル

¥8,250
スタンドは首に負担がかかりにくい高さにこだわり、
脚は錆びにくいように粉体塗装されています。

PTBA00201
本体：W19 × D19 × H16.5/ ボウル：Ø17 × H6.5/ 容量：0.5L

シングル・フードボウル
モッド /M/ タン

¥8,250
スタンドは首に負担がかかりにくい高さにこだわり、
脚は錆びにくいように粉体塗装されています。

PTBA00202
本体：W19 × D19 × H16.5/ ボウル：Ø17 × H6.5/ 容量：0.5L

ダブル・フードボウル
アイス / ナチュラル

¥11,000
底面の滑り止めにより、食器を鼻先で押してしまって
も動きにくく、食欲旺盛な中型・大型犬に最適。

PTBA00301
本体：W39.1 × D21 × H13.5/ ボウル：Ø17 × H6.5/ 容量：0.5L

ダブル・フードボウル
アイス / タン

¥11,000
底面の滑り止めにより、食器を鼻先で押してしまって
も動きにくく、食欲旺盛な中型・大型犬に最適。

PTBA00302
本体：W39.1 × D21 × H13.5/ ボウル：Ø17 × H6.5/ 容量：0.5L

    

    

    

    

  

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED
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FAD　ファッド

— Function and Design —DADWAY がお届けする FAD は、デイリー
ユースするものだからこそ、シンプルでオシャレ、機能性が高いものを求め
るオーナーとそのファミリーに向けたブランドです。

アニマル・プラッシュトイ
XS/ エレファント

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。

PTFA01101
W10 × D6 × H11

アニマル・プラッシュトイ
XS/ ラビット

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。
PTFA01102
W8 × D4.5 × H16.5

アニマル・プラッシュトイ
XS/ バット

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。
PTFA01103
W19 × D4 × H11.5

アニマル・プラッシュトイ
XS/ パンダ

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。
PTFA01104
W7 × D5 × H13.5

アニマル・プラッシュトイ
XS/ ベア

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。
PTFA01105
W7 × D5 × H14

アニマル・プラッシュトイ
XS/ ピッグ

¥660
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
超小型犬から小型犬に最適なサイズ。
PTFA01106
W7 × D6 × H14

アニマル・プラッシュトイ
S/ エレファント

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01201
W12.5 × D8 × H15.5

アニマル・プラッシュトイ
S/ ラビット

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01202
W9 × D6 × H22

アニマル・プラッシュトイ
S/ バット

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01203
W25 × D6 × H14.5

国産牛皮 / チップス /S

¥1,045
PTFAC0101
約 W5 × H10（1 枚あたり）

内容量：10 枚（約 80g）

国産牛皮 / チップス /L

¥1,045
PTFAC0102
約 W5 × H20 （1 枚あたり）

内容量：5 枚（約 80g）

国産牛皮 / ストリップ

¥1,045
PTFAC0103
約 W1.5 × H12.5（1 本あたり）

内容量：約 50g

国産牛皮 / フラットロール

¥1,045
PTFAC0104
約 W1.5 × H12（1 本あたり）

内容量：8 本（約 60g）

国産牛皮 / ツイスト

¥1,045
PTFAC0107
約 W3 × H13（1 個あたり）

内容量：4 個（約 35g）

国産牛皮 / ロール

¥1,320
PTFAC0108
約 W3 × H17（1 本あたり）

内容量：2 本（約 110g）

国産牛皮 / チップス /S
バリューパック

¥3,190
PTFAC0105
約 W5 × H10（1 枚あたり）

内容量：約 400g

国産牛皮 / チップス /L
バリューパック

¥3,190
PTFAC0106
約 W5 × H20（1 枚あたり）

内容量：約 400g

原材料は日本国内で食用に
飼育された牛の皮です。

菌の繁殖を防ぐため最大7 日間
しっかり乾燥させています。

添加物・着色料・防腐剤・酸化防止剤を
使用していません。

検証を重ねた製法により上皮付近まで
贅沢に使用した肉厚なガムを実現。

国内生産牛皮へのこだわり

犬のガム用として調達した牛の生皮を使用し、

加工管理などすべての工程を一貫して国内で行っています。

通常使用されることのない上皮（銀面）付近まで

使用した肉厚で贅沢なガムを実現！

国産牛皮100% 使用で素材の味をしっかり堪能でき、

愛犬も大満足♪

パッケージイメージはこちら

TESTED TESTED TESTED

TESTED TESTED TESTED

TESTED TESTED TESTED
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アニマル・プラッシュトイ
S/イースター/ラビット/ピンク

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01701
W9 × D6 × H22

アニマル・プラッシュトイ
S/イースター/ラビット/ブルー

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01702
W9 × D6 × H22

アニマル・プラッシュトイ
L/ ラビット

¥1,760
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
大型犬に最適なサイズ。
PTFA01405
W24.5 × D13.5 × H41

アニマル・プラッシュトイ・ウィズロープ
ヒッポ

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
ロープを噛んで遊ぶことでデンタルケアにも。
PTFA01502
W15 × D6 × H15

アニマル・プラッシュトイ・ウィズロープ
リノ

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
ロープを噛んで遊ぶことでデンタルケアにも。
PTFA01501
W13 × D6 × H14

アニマル・プラッシュトイ
L/ エレファント

¥1,760
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
大型犬に最適なサイズ。
PTFA01404
W26.5 × D16.5 × H29

アニマル・プラッシュトイ
M/ エレファント

¥1,100
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
中型犬に最適なサイズ。
PTFA01304
W17 × D10.5 × H19.5

アニマル・プラッシュトイ
M/ ラビット

¥1,100
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
中型犬に最適なサイズ。
PTFA01305
W16 × D8.5 × H27.5

アニマル・レザートイ
ハリネズミ

¥1,320
ペットと環境にやさしい植物タンニンなめしで、丁寧
に手作りされたレザートイ。詰め物には刻んだコット
ンを使用しており、万が一の誤飲にも安心。

PTFA05001
W13.5 × D3 × H13

アニマル・レザートイ /
インコ

¥1,320
ペットと環境にやさしい植物タンニンなめしで、丁寧
に手作りされたレザートイ。詰め物には刻んだコット
ンを使用しており、万が一の誤飲にも安心。

PTFA05002
W6.5 × D2.5 × H19.5

アニマル・レザートイ
ダチョウ

¥1,320
ペットと環境にやさしい植物タンニンなめしで、丁寧
に手作りされたレザートイ。詰め物には刻んだコット
ンを使用しており、万が一の誤飲にも安心。

PTFA05003
W13 × D2.5 × H14.5

アニマル・レザートイ
キリン

¥1,320
ペットと環境にやさしい植物タンニンなめしで、丁寧
に手作りされたレザートイ。詰め物には刻んだコット
ンを使用しており、万が一の誤飲にも安心。

PTFA05004
W5 × D2.5 × H29

アニマル・レザートイ
ナマケモノ

¥1,320
ペットと環境にやさしい植物タンニンなめしで、丁寧
に手作りされたレザートイ。詰め物には刻んだコット
ンを使用しており、万が一の誤飲にも安心。

PTFA05005
W12 × D3 × H10

アニマル・プラッシュトイ
S/ パンダ

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01204
W8 × D6 × H16.5

アニマル・プラッシュトイ
S/ ベア

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01205
W8 × D6.5 × H16.5

アニマル・プラッシュトイ
S/ ピッグ

¥880
にくめない表情とキューキュー鳴るスクイーカーに、
ワンちゃんも夢中！厚めの生地で遊びが長持ちします。
小型犬に最適なサイズ。
PTFA01206
W8 × D9 × H17.5

浄水触媒
¥2,310

給水器にお水と一緒に入れて、水中の塩素・カルキを
除去。常にきれいなお水を与えることができます。

PTFAC0001
W2 × D1.2 × H10.5/ 適応水量：350ml まで
交換目安：約 6 カ月（ご使用状況により異なります。）

What is this?
浄水触媒とは

紫外線や赤外線、電波などあらゆる
波長に反応し、自然のエネルギーだけで

浄水効果をもつ次世代の清浄システムです。
お手入れも水ですすぐだけなので、簡単！

How to use
使用方法

自動給水器

給水器に

入れるだけ！

皿 ボトル ケージ用ボトル

プラッシュワンド / ベア

¥880
足長の動物たちが揺らすたびユニークに動く猫じゃら
し。持ち手のビーズとラトルの優しい音色が猫の興味
を惹きます。

PTFA01004
スティック :50/ ヒモ : 58/ ベア : W5 × D3 × H18.5

プラッシュワンド / ピッグ

¥880
足長の動物たちが揺らすたびユニークに動く猫じゃら
し。持ち手のビーズとラトルの優しい音色が猫の興味
を惹きます。

PTFA01005
スティック :50/ ヒモ : 58/ ピッグ : W5.5 × D4 × H19

プラッシュワンド / ラビット

¥880
足長の動物たちが揺らすたびユニークに動く猫じゃら
し。持ち手のビーズとラトルの優しい音色が猫の興味
を惹きます。

PTFA01006
スティック :50/ ヒモ : 58/ ラビット : W5.5 × D3.5 × H21
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バックパック・キャリー
L/ モーニング・ハイク

¥16,280
ナイロンの約 7 倍の強度を持つコーデュラナイロンを
使用したデイリーバッグ。防水性にも優れ突然の雨で
も安心です。朝のお散歩をテーマにしたカラー。
PTFA00301
外寸：W35×D24×H45/内寸：W33×D19×H41/耐荷重8kg

バックパック・キャリー
L/ サンセット・ビーチ

¥16,280
ナイロンの約 7 倍の強度を持つコーデュラナイロンを
使用したデイリーバッグ。防水性にも優れ突然の雨で
も安心です。夕暮の浜辺をテーマにしたカラー。
PTFA00303
外寸：W35×D24×H45/内寸：W33×D19×H41/耐荷重8kg

バックパック・キャリー
L/ ムーン・ライト

¥16,280
ナイロンの約 7 倍の強度を持つコーデュラナイロンを
使用したデイリーバッグ。防水性にも優れ、突然の雨
でも安心です。夜の月灯をテーマにしたカラー。
PTFA00304
外寸：W35×D24×H45/内寸：W33×D19×H41/耐荷重8kg

Specification
商品仕様

窓のメッシュは巻き取りベルトをボタンで
留めてまとめることができます

体に接する本体背面とショルダーベルト
裏面はメッシュ素材で通気性を確保

本体底面には長さ調節が可能な
飛び出し防止フック付き

前面には大きめのポケット
ダブルファスナーで物が取り出しやすい

本体左右の空気穴に加えて、正面の
メッシュはマグネットで

バッグ上部に固定が可能です

体格に合わせてショルダーベルトの
長さとストラップ位置は調節できます

オーガニックコットンとは ?

オーガニック・ペットブランケット

OCS （Organic Content Standard） とは ?

オーガニック・ペットベッド

ペットと環境にやさしい、オーガニックコットンを使用。オー
ガニック国際繊維基準「OCS（オーガニックコンテントスタ
ンダード）」の基準を満たした安心安全なブランケットです。
洗濯機で洗えます。

5 〜 100％のオーガニック原料を含む、食品以外の、
すべてのオーガニック製品に適用されます。
原料の収穫から、製品ができるまでのすべての工程において、
製品の混合や汚染がないように整えられた管理体制、製品の
オーガニック繊維の含有率を最終消費者へ保証する基準です。

ペットと環境にやさしい、オーガニックコットン使用。オー
ガニック国際繊維基準「GOTS（グローバルオーガニックテ
キスタイルスタンダード）」の基準を満たした安心安全なベッ
ドです。ベッドカバーには、ダニを通さない高密度のオーガ
ニックコットンを使用。

3 年以上農薬や有害な
化学薬品を使わずに
栽培・製造されたコットン。

品番 価格 サイズ

S PTFA10001 ¥7,480 W45 × H60cm

L PTFA10002 ¥10,780 W60 × H90cm

品番 価格 サイズ

S PTFA10011 ¥19,800 W57 × H38cm

L PTFA10012 ¥27,500 W65 × H55cm

GOTS （Global Organic Textile Standard） とは？

オーガニック繊維について、生産から製造・販売まで、すべて
の工程の取り扱いについて定めた世界基準です。70% 以上の
オーガニック繊維を含む製品にのみ適用され、環境的にも社会
的にも責任ある製造を要求されます。

クッションを
取り外して、

カバーは洗濯機で
洗えます。

こちらから
商品紹介動画を
ご覧いただけます

 

 

 

 

 



14 15

FAD+　ファッド・プラス

FAD のコンセプトであるシンプルさの中に、さりげない遊び心とオシャレ
心をプラスした FAD+。オリジナルのパターンや色使いは、主張しすぎな
いところがポイントです。ペットとの生活に彩りをプラスするアイテムをお
楽しみください。

キャンディー・リングトイ
S

¥660
カラフルでかわいいキャンディーリング。キューキュー
鳴るスクイーカー（6 個）入り♪詰め物がないので誤
飲のリスクが少なく安心。
PTFAP014
W10.5 × D3 × H12.5

キャンディー ･ チェーントイ

¥1,320
キャンディーカラーのチェーントイ。キューキュー鳴
るスクイーカー（12 個）入り♪詰め物がないので誤
飲のリスクが少なく安心。

PTFAP01401
W63 × D2.5 × H2.5

キャンディー ･ ダブルリングトイ

¥1,320
キャンディーカラーのリングトイ。キューキュー鳴る
スクイーカー（12 個）入り♪詰め物がないので誤飲
のリスクが少なく安心。

PTFAP01402
W12.5 × D3 × H25

トリーツトイ / ミートボーン

¥495
フードモチーフの知育トイ。ポケットにトリーツを隠
したら、クンクン嗅いで宝探し！遊ぶことで、運動不
足解消やストレス発散にも。洗濯機使用可。

PTFAP4001
W19 × D1.5 × H8

トリーツトイ / キャンディ

¥495
フードモチーフの知育トイ。ポケットにトリーツを隠
したら、クンクン嗅いで宝探し！遊ぶことで、運動不
足解消やストレス発散にも。洗濯機使用可。

PTFAP4002
W14.5 × D1.5 × H10

トリーツトイ / サンドイッチ

¥495
フードモチーフの知育トイ。ポケットにトリーツを隠
したら、クンクン嗅いで宝探し！遊ぶことで、運動不
足解消やストレス発散にも。洗濯機使用可。

PTFAP4003
W13 × D2 × H12

トリーツトイ / マカロン

¥495
フードモチーフの知育トイ。ポケットにトリーツを隠
したら、クンクン嗅いで宝探し！遊ぶことで、運動不
足解消やストレス発散にも。洗濯機使用可。

PTFAP4004
W10 × D2.5 × H10

ハンドメイド ･ ニットトイ
テニスボール

¥1,100
1 つ 1 つ丁寧に手作りされている編みぐるみのおも
ちゃ。小型犬でもくわえやすいデザイン。中にはキュー
キュー鳴るスクイーカー入りです。

PTFAP09601
Ø6.5

ハンドメイド ･ ニットトイ
ラグビーボール

¥1,100
1 つ 1 つ丁寧に手作りされている編みぐるみのおも
ちゃ。小型犬でもくわえやすいデザイン。中にはキュー
キュー鳴るスクイーカー入りです。

PTFAP09602
W10.5 × D5.5 × H6.5

ハンドメイド ･ ニットトイ
ベースボール

¥1,100
1 つ 1 つ丁寧に手作りされている編みぐるみのおも
ちゃ。小型犬でもくわえやすいデザイン。中にはキュー
キュー鳴るスクイーカー入りです。

PTFAP09603
Ø6.5

ハンドメイド ･ ニットトイ
バスケットボール

¥1,100
1 つ 1 つ丁寧に手作りされている編みぐるみのおも
ちゃ。小型犬でもくわえやすいデザイン。中にはキュー
キュー鳴るスクイーカー入りです。

PTFAP09604
Ø7

※手作りのため、サイズや仕様には若干のばらつきがあります。 ※手作りのため、サイズや仕様には若干のばらつきがあります。※手作りのため、サイズや仕様には若干のばらつきがあります。

フェザーワンド / ピンクバード

¥880
本物のガチョウの羽が猫の狩猟本能を刺激し、持ち手
のビーズとラトルの優しい音色が猫の好奇心をくすぐ
ります。

PTFAP01903
スティック：50/ ヒモ：58/ ピンクバード：W5 × D9 × H21.5

フェザーワンド / ブルーバード

¥880
本物のガチョウの羽が猫の狩猟本能を刺激し、持ち手
のビーズとラトルの優しい音色が猫の好奇心をくすぐ
ります。

PTFAP01904
スティック：50/ ヒモ：58/ ブルーバード：W5 × D9 × H21.5

フェザーワンド / ピンクオウル

¥880
本物のガチョウの羽が猫の狩猟本能を刺激し、持ち手
のビーズとラトルの優しい音色が猫の好奇心をくすぐ
ります。

PTFAP01905
スティック：50/ ヒモ：58/ ピンクオウル：W16 × D3.5 × H6.5

フェザーワンド / ブルーオウル

¥880
本物のガチョウの羽が猫の狩猟本能を刺激し、持ち手
のビーズとラトルの優しい音色が猫の好奇心をくすぐ
ります。

PTFAP01906
スティック：50/ ヒモ：58/ ブルーオウル：W16 × D3.5 × H6.5

ペットたちが遊ぶ様子を
載せています！

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED



16 17

キャットトイ / クラブ
ラージ

¥660
海の生き物をモチーフにしたキックトイ。両腕で抱き
しめてスリスリ・ケリケリ遊びやすいラージサイズ。
キャットニップとクリンクルの音に夢中！

PTFAP3201
W26 × D6.5 × H17.5

キャットトイ / ブルーフィッシュ
ラージ

¥660
海の生き物をモチーフにしたキックトイ。両腕で抱き
しめてスリスリ・ケリケリ遊びやすいラージサイズ。
キャットニップとクリンクルの音に夢中！

PTFAP3202
W7 × D6.5 × H39

キャットトイ / シーホース
ラージ

¥660
海の生き物をモチーフにしたキックトイ。両腕で抱き
しめてスリスリ・ケリケリ遊びやすいラージサイズ。
キャットニップとクリンクルの音に夢中！

PTFAP3203
W20 × D5.5 × H26

キャットトイ / スクイッド
ラージ

¥660
海の生き物をモチーフにしたキックトイ。両腕で抱き
しめてスリスリ・ケリケリ遊びやすいラージサイズ。
キャットニップとクリンクルの音に夢中！

PTFAP3204
W13 × D7 × H35

フェルト・ワンド（またたび入り）
クラゲ / ピンク

¥715
海の生き物モチーフのまたたび入りワンドトイ。遊ば
せやすい釣り竿型です。鈴とビーズの音が猫の興味を
惹きつけます。
PTFAP01901
スティック : 50/ ヒモ : 46/ クラゲ : W6 × D1.5 × H15

フェルト・ワンド（またたび入り）
クラゲ / ブルー

¥715
海の生き物モチーフのまたたび入りワンドトイ。遊ば
せやすい釣り竿型です。鈴とビーズの音が猫の興味を
惹きつけます。
PTFAP01902
スティック : 50/ ヒモ : 46/ クラゲ : W6 × D1.5 × H15

フェルト・ワンド（またたび入り）
サニー

¥715
お天気モチーフのまたたび入りワンドトイ。遊ばせや
すい釣り竿型です。鈴とビーズの音が猫の興味を惹き
つけます。
PTFAP2103
スティック :50/ ヒモ :52/ サニー :W6.5 × D1.5 × H15.5

フェルト・ワンド（またたび入り）
クラウディ

¥715
お天気モチーフのまたたび入りワンドトイ。遊ばせや
すい釣り竿型です。鈴とビーズの音が猫の興味を惹き
つけます。
PTFAP2104
スティック:50/ ヒモ:52/ クラウディ:W6.5 × D1.5 × H15

ロングストリング・ワンド
ピンク & パープル

¥770
本物の七面鳥の羽を使用した猫じゃらしで猫の本能
を刺激！カラフルな羽と鈴の音で猫の興味も長続き
します。
PTFAP03001
スティック :65/ ヒモ :95/ ペンダント :22

ロングストリング・ワンド
ブルー & イエロー

¥770
本物の七面鳥の羽を使用した猫じゃらしで猫の本能
を刺激！カラフルな羽と鈴の音で猫の興味も長続き
します。
PTFAP03002
スティック :65/ ヒモ :95/ ペンダント :22

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

キャットトイ / ミニ　BOX

各￥10,032
店頭ディスプレイ用の専用 BOX 入りセット

キャットトイ/ミニ/24個セット/シーアニマルズ: PTFAP3109
キャットトイ/ミニ/24個セット/バグズ: PTFAP3110
ボックスサイズ：W24.5xD24.5xH10（梱包時）
 W24.5xD24.5xH21（開封時）

キャットトイ / クラブ
ミニ

¥418
海の生き物をモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計
で遊びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を
惹きます。キャットニップ入り。

PTFAP3101
W12 × D3.5 × H9.5

キャットトイ / ブルーフィッシュ
ミニ

¥418
海の生き物をモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計
で遊びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を
惹きます。キャットニップ入り。

PTFAP3102
W3.5 × D3.5 × H14

キャットトイ / シーホース
ミニ

¥418
海の生き物をモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計
で遊びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を
惹きます。キャットニップ入り。

PTFAP3103
W8 × D3 × H12.5

キャットトイ / スクイッド
ミニ

¥418
海の生き物をモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計
で遊びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を
惹きます。キャットニップ入り。

PTFAP3104
W6 × D3.5 × H18.5

キャットトイ / キャタピラー
ミニ

¥418
虫たちをモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計で遊
びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を惹き
ます。キャットニップ入り。

PTFAP3105
W4.5 × D13 × H7.5

キャットトイ / ビー
ミニ

¥418
虫たちをモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計で遊
びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を惹き
ます。キャットニップ入り。

PTFAP3106
W12.5 × D3 × H10.5

キャットトイ / レディバグ
ミニ

¥418
虫たちをモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計で遊
びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を惹き
ます。キャットニップ入り。

PTFAP3107
W7.5 × D3.5 × H9

キャットトイ / ブルーバタフライ
ミニ

¥418 
虫たちをモチーフにした猫用おもちゃ。軽量設計で遊
びやすく、クリンクルペーパーの音が猫の興味を惹き
ます。キャットニップ入り。

PTFAP3108
W12.5 × D2 × H9

スクラッチャー
ラウンド／マルチ

¥2,420
爪とぎしながらリラックス！体にフィットする寝心地
の良いボウル型スクラッチャー。猫のリラックススペー
スにも。
PTFAP00213
W39.5 × D39.5 × H10/ 耐荷重 8kg

スクラッチャー
クロス／マルチ

¥2,530
爪とぎしながらリラックス！絶妙なアーチ状のクロス
型スクラッチャー。猫のリラックススペースにも。使
わないときは重ねてコンパクトに収納できます。
PTFAP00214
W45 × D23.5 × H25/ 耐荷重 8kg

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED
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ibiyaya　イビヤヤ

台湾生まれのペットブランド、ibiyaya。
「家族とペットをつなぐ物作り」をコンセプトに、「快適さ」や「使い勝手」
を考えたアイテムが魅力です。

ライトウエイト・バックパック・キャリー
L/ ライトグレー

¥9,900
サイドとフロントパネルがメッシュ構造で通気性抜群
なキャリーバッグ。横に倒してソフトケージとしても
ご使用いただけます。
PTIB160601
外寸：W35×D33×H51/内寸：W30×D30×H49/耐荷重8kg

ライトウエイト・バックパック・キャリー
L/ ネイビー

¥9,900
サイドとフロントパネルがメッシュ構造で通気性抜群
なキャリーバッグ。横に倒してソフトケージとしても
ご使用いただけます。
PTIB160602
外寸：W35×D33×H51/内寸：W30×D30×H49/耐荷重8kg

ライトウエイト・バックパック・キャリー
S/ デニム

¥8,800
サイドとフロントパネルがメッシュ構造で通気性抜群
なキャリーバッグ。

PTIB160603
外寸：W26×D23×H45/内寸：W23×D20×H42/耐荷重5kg

Specification
商品仕様

上窓は巻き取りベルトをトグルボタンで
留めてまとめることができます

体に接する本体背面とショルダーベルト
裏面はメッシュ素材で通気性を確保

本体底面には長さ調節が可能な
飛び出し防止フック付き

（約25 〜 47cm）

サイドには大きめのポケット
リードやトリーツなどを

入れるのに最適です

正面のメッシュはダブルファスナーで
素早くスムーズに開閉できます

体格に合わせてショルダーベルトの
長さとストラップ位置を調節できます

横にしてソフトケージのようにも
使用できます

※PTIB160601 / PTIB160602のみ

プープバッグ・ディスペンサー
ピンク /1 ロール

¥660
お散歩に便利なプープバッグディスペンサー。プープ
バッグ１ロール付きでお得です。カラビナ付きなので
バッグやベルトループに掛けても。
PTFAP0201
W9 × D3.5 × H6

プープバッグレフィル /4 ロール
（60 枚入り）/ ラベンダー

¥935
ラベンダーの香り付きプープバッグ（ウンチ袋）。ウン
チを入れた後のいやな臭いを軽減します。大きめサイ
ズの丈夫な袋で、大型犬のお散歩にも安心してお使い
いただけます。
PTFAP1201
W23 × H33（１枚あたり）

プープバッグ・ディスペンサー
オリーブ /1 ロール

¥660
お散歩に便利なプープバッグディスペンサー。プープ
バッグ１ロール付きでお得です。カラビナ付きなので
バッグやベルトループに掛けても。
PTFAP0202
W9 × D3.5 × H6

プープバッグ・ディスペンサー
ネイビー /1 ロール

¥660
お散歩に便利なプープバッグディスペンサー。プープ
バッグ１ロール付きでお得です。カラビナ付きなので
バッグやベルトループに掛けても。
PTFAP0203
W9 × D3.5 × H6

W23×H33cm の大きめサイズで、
大型犬や多頭飼いのお散歩にも安心。

ミシン目入りで切り取りやすく、
すばやく処理できます。

耐性に優れ、
たっぷり入れても破れにくい。

商 品 仕 様

 

    



20 21

LANCO タマゴ
S

¥550

PTLA0106
W4.5 × D4.5 × H6

LANCO タマゴ 
L

¥1,320
中型犬に最適なサイズ。

PTLA0547
W6.5 × D6.5 × H9

LANCO タマゴ
LL

¥2,640
大型犬に最適なサイズ。

PTLA0549
W10 × D10.5 × H14

※色はお選びいただけません。 ※色はお選びいただけません。

※色はお選びいただけません。 ※色はお選びいただけません。 ※色はお選びいただけません。

LANCO　ランコ

スペイン製のカラフルな色使いのおもちゃは
40カ国以上で愛されています。ベビー玩具
の欧州安全基準を満たしたクオリティと、耳
に優しいスクイーカーで愛犬に安心と Happy
をお届けします。※手作りのため、印刷と実際の
商品とは色が異なる場合があります。

LANCO タマゴ
キング

¥660

PTLA0113
W5 × D5.5 × H7

※カラーアソート。色はご指定いただけません。

LANCO タマゴ
デビル

¥660

PTLA0114
W6.5 × D5.5 × H6.5

※色はお選びいただけません。

LANCO キツネタマゴ

¥770
LANCO × DADWAY コラボタマゴのイースター限定
キャラクター。

PTLA88705
W4.5 × D5 × H7

数量限定

ジャパン / ニンジャ

¥880
LANCO × DADWAY コラボタマゴに、日本限定ジャ
パンシリーズが登場！日本ならではのキャラクターは、
ギフトとしても喜ばれること間違いなし！

PTLA88811
W5 × D5 × H7

ジャパン / サムライ

¥880
LANCO × DADWAY コラボタマゴに、日本限定ジャ
パンシリーズが登場！日本ならではのキャラクターは、
ギフトとしても喜ばれること間違いなし！

PTLA88812
W5 × D5 × H7

ジャパン / カブキ

¥880
LANCO × DADWAY コラボタマゴに、日本限定ジャ
パンシリーズが登場！日本ならではのキャラクターは、
ギフトとしても喜ばれること間違いなし！

PTLA88813
W5.5 × D5 × H7.5

数量限定数量限定数量限定

カエルタマゴ

¥880
LANCO × DADWAY のコラボタマゴ。人気の高かっ
たシリーズのリバイバル発売です！

PTLA01121
W4.5 × D4.5 × H7

数量限定

ハチマキタマゴ

¥880
人気の高かったシリーズのリバイバル発売です！

PTLA01213
W5 × D5.5 × H6.5

数量限定

LANCO ハート

¥880

PTLA1064
W10.5 × D6.5 × H6.5

LANCO サッカーボール
S

¥660

PTLA0509
Ø5.3

LANCO サッカーボール
M

¥1,100

PTLA1046
Ø7

LANCO サッカーボール
L

¥1,320

PTLA1604
Ø8.5

LANCO サッカーボール
LL

¥2,860

PTLA2302
Ø12.5

LANCO ダッキー
イエロー

¥880

PTLA0805
W6.5 × D7 × H7.5

LANCO ダッキー
ブラック

¥880

PTLA0864
W6.5 × D7 × H7.5

LANCO ダッキー
ハート

¥880

PTLA0895
W8 × D6.5 × H7.3

LANCO ジャンボダッキー
イエロー

¥3,300

PTLA2604
W15 × D19.3 × H17.5

LANCO ジャンボダッキー
ブラック

¥3,300

PTLA2605
W15 × D19.3 × H17.5
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ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 1（XXS）

¥5,500
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。
PTMP00201
W31 × D48 × H31

ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 2（XS）

¥6,600
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。
PTMP00202
W36 × D55 × H35

ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 3（S）

¥7,700
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。
PTMP00203
W40 × D60 × H39

ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 4（M）

¥19,800
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。キャスター（別売）取り付け可能。
PTMP00204
W48 × D68 × H51

ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 5（L）

¥30,800
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。キャスター（別売）取り付け可能。
PTMP00205
W58 × D79 × H65

ペット・ケージ /SKUDO イアタ
サイズ 6（XL）

¥41,800
軽くて使いやすいイタリア製ケージ。横開きのドアは
二重ロックシステムと錆びにくいクロムメッキ加工で
安心。キャスター（別売）取り付け可能。
PTMP00206
W63 × D92 × H70

ペット・ケージ/SKUDOイアタ用
キャスター

¥4,840
SUKUDO イアタのサイズ 4 〜 6 に取り付け可能で移
動も快適に。

PTMP00299
W5 × D8 × H9（1 個あたり）

商品サイズ一覧

商品コード
ケージ
サイズ

価格
商品サイズ（cm）
幅×奥行き×高さ

扉サイズ（cm）
幅×高さ

商品重量
（kg）

耐荷重
（kg）

キャスター
取り付け

PTMP00201
サイズ 1
（XXS）

￥5,500 31×48×31 18×20 1.28 5 ×

PTMP00202
サイズ 2
（XS）

￥6,600 36×55×35 21×23 1.66 8 ×

PTMP00203
サイズ 3

（S）
￥7,700 40×60×39 23.5×25.5 2.02 15 ×

PTMP00204
サイズ 4
（M）

￥19,800 48×68×51 29×39 3.86 20 ◯

PTMP00205
サイズ 5

（L）
￥30,800 58×79×65 36×52 6.98 30 ◯

PTMP00206
サイズ 6
（XL）

￥41,800 63×92×70 39×57 8.6 40 ◯

MPS　エム・ピー・エス

1973 年にイタリアで生まれた MPS は生産はもちろんのこと、市場リサー
チ・商品開発・金型作成・検品まで一貫して自社で行っており、まさに「イ
タリアン・メイド」という名にふさわしいアイテムです。

国際航空運送協会の定める輸送基準をクリアしています
※国内外の空港・航空会社独自の基準によりご使用いただけない場合もございます。
　事前にご利用になる空港・航空会社にお問い合わせください。

ポータブル・ケージ
シングル / オールブラック

¥13,200
マルチに使えるポータブルケージ。快適さにこだわっ
た商品仕様です。背面にはシートベルトへ固定するス
トラップ付。
PTOF210901
W50 × D50 × H50/ 耐荷重 20kg

ポータブル・ケージ
ダブル / オールブラック

¥22,000
マルチに使えるポータブルケージ。快適さにこだわっ
た商品仕様です。背面にはシートベルトへ固定するス
トラップ付。
PTOF2109021
W99 × D50 × H50/ 耐荷重 20kg

ポータブル・ケージ用
ハンモック

¥1,650
ケージに取り付けて、猫のリラックススペースに。

PTOF210999
W45 × D2.5 × H40/ 耐荷重 7kg

One for Pets　ワン・フォー・ペット

カナダに拠点を置く、ペットとオーナーの時間を豊かに快適にするブラン
ド。自宅・外出先など、どんなシーンでも快適に使うためのこだわりが随
所にちりばめられています。

※連結して使用することはできません。 ※連結部を外しシングル 2 つ分としても使用できます。

PETBLOON　ペットブルーン

こども用おもちゃから始まった英国スコットランド生まれの PETBLOON。
こども用品と同じように品質・安全性・ユニークでカラフルなデザインに
こだわっています。いつでもどこでも遊べるおもちゃは、たくさんのドッグ
オーナーから 5 つ星の評価を得ています。

ドッグ・バルーン 
¥2,200

カラフルで耐久性のある風船カバー。コンパクトにた
ためて持ち運びカンタン！室内外で遊べます。家具な
どを傷つけたり、ケガのリスクが低く安心。
PTBN00101 
Ø25（使用時）/ 付属品：ゴム風船×3

QR コードをスキャンして、ペットたちが遊ぶ様子をご視聴いただけます。

ドッグ・バルーンの遊び方

1. 2. 3.

風船をカバーの中に入れる 風船を膨らませ、ひねって結ぶ 結び目をカバーに押し込み、
しっかりと閉じる

TESTED
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トリーツ・タンブルボール
S/ ブルー

¥1,320
鼻先や前脚でボールを弾ませたり、コロコロ転がして、
ご褒美をゲット！

PTOT67326
商品サイズ：Ø12/ 穴サイズ：1.7

トリーツ・タンブルボール
L/ レッド

¥1,760
鼻先や前脚でボールを弾ませたり、コロコロ転がして、
ご褒美をゲット！

PTOT67327
商品サイズ：Ø14.5/ 穴サイズ：2

トリーツ・ゲーム
サークル

¥2,420
骨型パーツには小さな穴が。クンクン嗅いでご褒美探
し！

PTOT67331
Ø28 × H3

トリーツ・ゲーム
トルネード

¥3,300
本体パーツを回転させてから、骨型パーツを口や前脚
で外したらご褒美ゲット！

PTOT67332
W24.5 × D8 × H19

トリーツ・ゲーム
カジノ

¥3,300
本体の骨型パーツを回転させてから、口や前脚で引き
出しを引っ張ってご褒美ゲット！最高難易度にチャレ
ンジ。
PTOT67334
W35.5 × D5 × H30

Nina Ottosson　ニーナ・オットソン

人間と同様に、ペットにとっても体を動かし遊ぶ時間は健康維持のため
には大切。ただし、運動と同時に脳を使うことが重要であることはあま
り知られていません。頭 脳に働きかける Nina Ottosson のおもちゃを
遊びに取り入れることで、「頭と体の適切なバランス」により近づけること
ができます。

前脚や鼻先でパーツを押す、
回転させるといアクションが必要。
餌を探す時に犬が習性として行う

アクションでご褒美を
ゲットできるので、

直観的に遊ぶことができます。

前脚や鼻先でパーツを
意図的に押す、回転させる
というアクションが必要。

遊び方がわからない場合には
オーナーがお手本を示して

あげてください。

アクションを2 つ組合わせなければ
ご褒美をゲットできない最難関レベル。
レベル 1・2 の知的玩具に慣れてから

挑戦するのがオススメです。
これがクリアできればクレバー・ドッグ

＆キャットに認定！

レベル

難易度レベルで選べる知育トイ
ニーナ・オットソンの知育トイには難易度が設定されており、

レベル 1 からスタートし、徐々にレベルをあげていくことが可能です。

トリーツ ･ ゲーム
ブリック

¥4,180
骨型パーツの下にトリーツを入れてご褒美探し！慣れ
てきたらスライドする蓋付きパーツの下に隠して難易
度アップも。

PTOT67333
W32 × D22 × H4.5

トリーツ ･ ゲーム
ツイスター

¥4,400
プレートにトリーツを隠してご褒美探し！スライド
パーツをロックして難易度アップも。最高難易度にチャ
レンジ！

PTOT67335
Ø29.5 x H4.5

トリーツ・ゲーム
レディバグ

¥3,850
葉っぱの上には 8 匹のてんとう虫が。てんとう虫パー
ツの下にトリーツを隠して上手にスライドできればご
褒美ゲット！
PTOT69479
W37 × D24.5 × H3.7

トリーツ・ゲーム
ウォーターメロン

¥3,850
スイカモチーフの知育トイ。スライドパーツとスイカ
の種を上手に動かしてご褒美ゲット！

PTOT69583
W25.7 × D23.3 × H6.5

トリーツ・メイズ
グリーン & パープル

¥2,200
真ん中の穴から入れたご褒美を横のポケットからゲッ
ト！中の仕様もシンプルでお手入れも簡単。

PTOT67575
Ø18.5 × H6.5

outward hound　アウトワード・ハウンド

outward hound は雄大な大自然に囲まれた米国コロラド州にオフィス
をかまえる愛犬家のための総合ブランドです。オーナー目線に立ったプロ
ダクトは複数のアワードに輝き、メディアにも取り上げられ世界各国で高
い認知度と支持を獲得しています。

ハイド・アンド・シーク
スモール

¥2,640
3 匹のキューキュー鳴るリスが切り株の中にかくれん
ぼ。犬の狩猟本能を刺激します。

PTOW31001
W13×D11×H12/リスサイズ：W6×D8×H6.5

ハイド・アンド・シーク
ラージ

¥3,190
3 匹のキューキュー鳴るリスが切り株の中にかくれん
ぼ。犬の狩猟本能を刺激します。

PTOW31011
W18×D15.5×H17.5/リスサイズ：W7×D10.5×H6.5

ファイアーホース・スクイーク&フェッチ
S

¥1,045
消防ホースと同じ素材で作られ、スクイーカーは小さ
な穴が開いても鳴り続けるタフなおもちゃ。安心して
長く遊ばせられます。
PTOW30003
W20.5 × D3.5 × H6.5

ファイアーホース・スクイーク&フェッチ
M

¥1,375
消防ホースと同じ素材で作られ、スクイーカーは小さ
な穴が開いても鳴り続けるタフなおもちゃ。安心して
長く遊ばせられます。
PTOW30004
W25.5 × D5.5 × H8.5

ファイアーホース・スクイーク&フェッチ
L

¥1,705
消防ホースと同じ素材で作られ、スクイーカーは小さ
な穴が開いても鳴り続けるタフなおもちゃ。安心して
長く遊ばせられます。
PTOW30005
W29 × D6.5 × H10.5
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スクイーク・ヘッジホッグ
S

¥1,045
米国の愛犬家たちに長く支持されているプラッシュ・
トイ。キューキュー鳴って、犬の好奇心を惹きます。

PTOW32024
W15 × D9 × H9.5

スクイーク・ヘッジホッグ
L

¥1,705
米国の愛犬家たちに長く支持されているプラッシュ・
トイ。キューキュー・カラカラ鳴って、犬の好奇心を
惹きます。
PTOW32022
W22 × D11.5 × H13

スクイーク・ヘッジホッグ
XL

¥2,640
米国の愛犬家たちに長く支持されているプラッシュ・
トイ。ブーブー・カラカラ鳴って、犬の好奇心を惹き
ます。
PTOW32026
W28 × D15.5 × H15

スクイーク・ヘッジホッグ
XXL

¥3,080
米国の愛犬家たちに長く支持されているプラッシュ・
トイ。ブーブー・カラカラ鳴って、犬の好奇心を惹き
ます。
PTOW32028
W33 × D17.5 × H19.5

インビンシブルズ
ミニ / ドッグ

¥935
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。超小型・小型犬に最適なサイズです。
PTOW32010
W10 × D4 × H15.5

インビンシブルズ
ミニ / ダック

¥935
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。超小型・小型犬に最適なサイズです。
PTOW32011
W8.5 × D4 × H16.5

インビンシブルズ
ミニ / ヘッジホッグ

¥935
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。超小型・小型犬に最適なサイズです。
PTOW32012
W16.5 × D4.5 × H12

インビンシブルズ
ミニ / ピッグ

¥935
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。超小型・小型犬に最適なサイズです。
PTOW32013
W9.5 × D4 × H16

インビンシブルズ
ヤモリ / グリーン

¥1,650
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。中型犬・大型犬に最適なサイズです。
PTOW32070
W22 × D5.5 × H34

インビンシブルズ
ヤモリ / オレンジ

¥1,650
モコモコの手触りの動物たちは、強度に優れた内生地
を使用し、特別に補強された縫い目で壊れにくく長く
遊べます。中型犬・大型犬に最適なサイズです。
PTOW32071
W22 × D5.5 × H34

テイルティーザー（交換用おもちゃ付）

¥2,420
猫じゃらしならぬ犬じゃらし！犬と飼い主のコミュニ
ケーションに最適です。力が強い犬が遊んでも壊れに
くい十分な強度。
PTOW41001
スティック：94/ヒモ：112/おもちゃ：W6×D3.5×H15

テイルティーザー交換用おもちゃ
アソート

¥715
テイルティーザー交換用おもちゃ。キューキュー・カ
ラカラ鳴って犬の興味を惹きつけます。

PTOW41002
W6 × D3.5 × H15

ファン & スロウフィーダーボウル
オレンジ

¥2,530
迷路のような突起が食べるスピードを平均約 10 倍ス
ロウダウン。フードの吐き戻し、肥満、鼓脹症のリス
クの低下にも。底面には滑り止め付き。
PTOW51004
Ø20.5 × H7

ファン & スロウフィーダーボウル
XS/ ピンク

¥1,100
迷路のような突起が食べるスピードを平均約 10 倍ス
ロウダウン。フードの吐き戻し、肥満、鼓脹症のリス
クの低下にも。底面には滑り止め付き。
PTOW69754
Ø15 × H3

ファン & スロウフィーダーボウル
XS/ ミント

¥1,100
迷路のような突起が食べるスピードを平均約 10 倍ス
ロウダウン。フードの吐き戻し、肥満、鼓脹症のリス
クの低下にも。底面には滑り止め付き。
PTOW67829
Ø15 × H3

ファン & スロウフィーダーボウル
パープル

¥2,530
迷路のような突起が食べるスピードを平均約 10 倍ス
ロウダウン。フードの吐き戻し、肥満、鼓脹症のリス
クの低下にも。底面には滑り止め付き。
PTOW51005
Ø20.5 × H7

ファン & スロウフィーダーボウル
ティール

¥2,530
迷路のような突起が食べるスピードを平均約 10 倍ス
ロウダウン。フードの吐き戻し、肥満、鼓脹症のリス
クの低下にも。底面には滑り止め付き。
PTOW51006
Ø20.5 × H7

 

   

     

      

 



28 29

高い消臭力と吸水力
化学的な消臭成分の代わりに

活性炭を配合し、アンモニア臭を消臭。
高い吸水力ですばやく固まります。

猫に安心な仕様
細長いペレット状で猫の足裏に

付きにくく、硬い粒子は割れにくく
ホコリが立ちにくいのもポイント。

天然由来の自然な香りで
臭いが苦手な猫にも。

しっかり固まりお手入れ簡単
約2mmの砂は給水部分のみ固まるので

無駄がなく、トイレに流せるので
お手入れも簡単です。

PETKIT　ペットキット

ペットとオーナーの健康的で豊かな毎日のために、最新のテクノロジーを
活用しスマートなデザインと機能性にこだわった商品を送り出す、イノベイ
ティブなブランドです。

足裏に
つきにくい形状

活性炭配合で
アンモニア臭を消臭

大豆由来の
自然な香り

しっかり固まり
お手入れ簡単

すばやく
吸水

ホコリが立ちにくい
硬めな砂

キャットリター / トウフ

¥1,760
大豆由来の自然な香りの猫用トイレ砂。活性炭を配合
した硬めの砂は、アンモニア臭をすばやく消臭し、ホ
コリが立ちにくいのもポイント。安心してお使いいた
だけます。
PTPE1101
内容量：6L

TOFU CAT LITTER
ACTIVATED CARBON

スマート・ペットハウス・コージー 2

¥36,300
内蔵のセンサーで周囲の温度・湿度を測定し、自動 /
手動で最適な温度に調節可能なペットハウス。ペット
がハウス内にいた滞在時間も PETKIT アプリから確認
できます。
PTPE00902
外寸：W43 × D42 × H40
内寸：W40 × D39 × H31.5
入口：W31 × H22.5 / 耐荷重 10kg / 本体重量 4,260g

L 字型のエントランスで、
ペットがより出入りがしやすい形に。

結露が発生した際に受け皿となり
使用環境をきれいに保ちます。

COZY 2
WARM+COOL
SMART PET HOUSE

※Wi-Fi環境（2.4GHz）対応（5GHzには対応していません。）

BREEZY
SMART PET CARRIER

スマート・キャリア・ブリージー
ホワイト

¥19,800
温度に応じて自動送風・風速調節ができるペットキャ
リア。USB コードが内蔵されており、ポータブル充電
器（別売）があればいつでも使用できます。

PTPE02001
外寸：W33×D30×H45

  

キャリア内に送風
内蔵センサーで周囲とキャリア内の

温度を測定し自動で風速調節。
お好みに合わせて手動での調節も可能。

ライティングシステム
内蔵のライトで暗い場所でも
ペットの様子を確認できます。

コアンダ効果
凸面に応じて風の向きが変わり
快適でやさしい風を送ります。

キャリーデザイン
人間工学に基づいて設計された背面、

厚みのある裏地により
快適な背負い心地。

内寸：W32×D25×H43 / 耐荷重8kg / 本体重量1,400g

※発注単位は１ケース（6個）単位となります。
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ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 2

¥9,350
浄水機能と噴水式の循環で常に美味しい水をペットに。
こだわりの静音設計と滑らかな水流でで驚くほど静か。
家族みんなにやさしいデザインです。
PTPE00402
W18 × D18 × H15.5 / 本体重量：1,060g

ドリンキング・ウォーターファウンテン 2
交換用発泡ウレタン（4コセット）

¥660
ドリンキング・ウォーターファウンテン２用の交換パー
ツ。

PTPE00462
W5×D2×H4（カバー付き/ １個あたり）

ドリンキング・ウォーターファウンテン
交換用フィルター（5コセット）

¥3,300
ドリンキング・ウォーターファウンテン用の交換フィ
ルター。活性炭とイオン交換樹脂で、常にきれいでお
いしいお水を与えることができます。
PTPE00498
Ø13.5 × H1.3（1 個あたり）

ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 3

¥16,500
従来の浄水機能と噴水式の循環はそのままに、より静か
なポンプを搭載した新モデル。ステンレススチール製の
ウォータータンク、トライタン製のトレイでより衛生的に。

PTPE00411
W19.5 × D19.5 × H15.5 / 本体重量：1,430g

フィルター交換目安
ファウンテン 2：ノーマルモード：1カ月/スマートモード：3カ月
ファウンテン 3：ノーマルモード：1カ月/スマートモード：2カ月

EVER SWEET 2
SMART PET DRINKING 
FOUNTAIN

EVER SWEET 3
SMART PET DRINKING 
FOUNTAIN

xSecure システム

通常

自動除去モード

水流

通常よりも水が約 2 倍
高く湧き上がります

xSecure 非常電源システム
万が一の停電時には

単4電池5本（別売）で
約7日間作動します。

インテリジェントな噴水式
水中の毛・不純物を取り除く自動除去モードを搭載。

素早く浄水するだけでなく、ペットが毛を
大量に飲んでしまうことを防ぎます。

容量：2L
電源：AC アダプター

容量：1.35L / USBケーブル付
使用電池：単4×5（別売）
電源：USB電源

ワンタッチ・ウォーターボトル
300/ ホワイト

¥2,640
片手で給水できる便利なウォーターボトル。飲み残し
たお水はボトルに戻すことができるので、車内や屋内
イベントなど、さまざまなシーンで大活躍！
PTPE00111
W6.5 × D6.5 × H24.3/ 容量：300ml

ワンタッチ・ウォーターボトル
ピンク

¥3,080
片手で給水できる便利なウォーターボトル。浄水フィ
ルター付きで、残ったお水はボトルに戻すことができ
るので、さまざまなシーンで大活躍！
PTPE00103
W6.5 × D6.5 × H27.5/ 容量：400ml

ワンタッチ・ウォーターボトル交換用
フィルター（2コセット）

¥990
ろ過作用に優れているココナッツの殻をリサイクルし
て作ったエコフィルター。水道水に含まれる残留塩素
や異臭を取り除きます。
PTPE00199
W1.8 × D1.8 × H3.8（1 個あたり）

スケール・フィーディングボウル
S/ ホワイト

¥4,620
計量カップやスケールがなくても給餌量を確認して与
えることができるボウル。バッテリーボックスはしっ
かり密封されているので水洗い可能。
PTPE00201
W18 × D18 × H6/ 容量：0.45L

スケール・フィーディングボウル
S/ カウプリント

¥4,620
計量カップやスケールがなくても給餌量を確認して与
えることができるボウル。バッテリーボックスはしっ
かり密封されているので水洗い可能。
PTPE00202
W18 × D18 × H6/ 容量：0.45L

スケール・フィーディングボウル
S/ カラーボール

¥4,620
計量カップやスケールがなくても給餌量を確認して与
えることができるボウル。バッテリーボックスはしっ
かり密封されているので水洗い可能。
PTPE00203
W18 × D18 × H6/ 容量：0.45L

スケール・フィーディングボウル
L/ スペースグレー

¥7,150
計量カップやスケールがなくても給餌量を確認して与
えることができるボウル。ステンレスボウルは取り外
し可能でお手入れが簡単。
PTPE00302
W27 × D27 × H11/ 容量：1.7L

フレッシュ・ナノ
シングル

¥2,420
食べやすい傾斜角度と形状を研究して考案されたフー
ドボウル。設置角度は 2 段階調節可能です。

PTPE00501
W22 × D16 × H9/ ボウル：Ø13.5 × H7

フレッシュ・ナノ
ダブル

¥3,520
食べやすい傾斜角度と形状を研究して考案されたフー
ドボウル。設置角度は 2 段階調節可能です。ダブルは
多頭飼いのご家庭にもオススメ！
PTPE00502
W33 × D16 × H9/ ボウル：Ø13.5 × H7（1 個あたり）

最大計量：2,000g/ 使用電池：単 4 × 2（別売） 最大計量：2,000g/ 使用電池：単 4 × 2（別売）

容量：0.48L（0°）/0.275L（15°） 容量：0.48L（0°）/0.275L（15°）

最大計量：2,000g/ 使用電池：単 4 × 2（別売）

最大計量：2,000g/ 使用電池：単 4 × 2（別売）

ワンタッチ・ウォーターボトル
300/ ピンク

¥2,640
片手で給水できる便利なウォーターボトル。飲み残し
たお水はボトルに戻すことができるので、車内や屋内
イベントなど、さまざまなシーンで大活躍！

PTPE00112
W6.5 × D6.5 × H24.3/ 容量：300ml

ワンタッチ・ウォーターボトル
300/ ブルー

¥2,640
片手で給水できる便利なウォーターボトル。飲み残し
たお水はボトルに戻すことができるので、車内や屋内
イベントなど、さまざまなシーンで大活躍！

PTPE00113
W6.5 × D6.5 × H24.3/ 容量：300ml

ゴーシャイン ･ リード

¥14,300
パネル操作でライトのオン・オフやリングライトの色
の切り替えができます。夜のお散歩が楽しくなる伸縮
式リード。充電式で電池交換不要。

PTPE01001
本体：W16.1 × D5 × H9.3
耐荷重：25kg/ 本体重量：212g/ リード長さ：3m
USB 充電器付き / 非防水
満充電時の使用目安：約 1〜3 時間（使用方法により異なります）
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Petstages　ペットステージ

カラフルな Petstages のおもちゃは、アメリカのシカゴ生まれ。カワイイ
だけでなく動物生態学の専門家や獣医、ペットトレーナーの声から生まれ
たブランドです。Petstages は遊びを通してペットと家族の共生を願って
います。

噛んでもささくれになりません

スモール
PTPS216

W2 × D2 × H10.5

¥770

ミディアム
PTPS217

W3.5 × D3 × H13.5

￥990

ラージ
PTPS218

W4 × D3.5 × H19

￥1,650

ジャイアント
PTPS219

W5.5 × D3.5 × H21

￥2,530

TESTED

発売以来、絶大な人気を誇るウッディー・タフ・スティック。
人気の秘密は犬の本能を刺激する天然木の香りと噛み応え。

噛んでもささくれになりにくく、安心して遊べます。

ウッディー・タフ・スティック

スモール
PTPS263

W4 × D3 × H8.5

￥1,100

ミディアム
PTPS264

W4.5 × D3 × H10.5

￥1,320

ラージ
PTPS265

W5 × D3.5 × H13

￥1,760

ジャイアント
PTPS266

W5.8 × D4 × H16

￥2,530

クランチコア・ボーン

TESTED

噛む度に鳴る、ペットボトルのバリバリ音に
ワンちゃんも夢中！

耳にも優しく、丈夫で長続きする噛み応えは
飽きずに遊び続けられます。

噛み心地抜群の
丈夫な素材

バリバリ音が
するシート

芯入りで
形状を保ちます

ピュラ・エア

¥4,400
ペットが検出範囲内に入ると、アロマとマイナスイオ
ンを自動噴射してバクテリアを抑制。検知されない時
は 6 時間ごとに作動し空気を清潔に保ちます。

PTPE00801
W16.4 × D3.2 × H4

マッサージ・コーム

¥1,100
肌に優しい高品質シリコーンを使用したコーム。4 つ
の異なる太さのブラシが湾曲し、さまざまな角度から
マッサージして血行を促進します。
PTPE00701
Ø8 × H3.6

使用電池：単 4 × 3（お試し電池付）

ピュラ・キャット

¥19,800
ピュア・エアが付属された猫用トイレ。砂落としステッ
プで肉球に挟まった猫砂を落とし、砂が飛び散りにくい
構造なのでお手入れも簡単！
PTPE00821
W37.4 × D50.7 × H35

ピュラ・エア交換用
エア・フレッシュナー（2 コセット）

¥1,650
8 種の植物から抽出した天然由来のアロマを使用。ニ
オイを取り除くと共に、ニオイの元となる窒素や硫化
水素を分解します。

PTPE00811
W5.5 × D1 × H3.2（1 個あたり）

PURA CAT
CAT LITTER BOX
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噛んでもささくれになりませ

ん

TESTED

ディアー・ホーン

犬の興味を長く惹くとして、米国ではポピュラーに
与えられている鹿の角。

ヘラジカの角とナイロンを混ぜ合わせて作られたディア・ホーンは
突起などができにくく、安心です。

スモール
PTPS667

W3.5 × D2 × H9.3

￥880

ミディアム
PTPS668

W4.5 × D2.7 × H12.5

￥1,100

ラージ
PTPS669

W6.2 × D3.3 × H17.5

￥1,650

ジャイアント
PTPS670

W7 × D4 × H20

￥2,420

プチ
PTPS30120

W2.5 × D2 × H10.5

￥880

ミディアム
PTPS30122

W4.5 × D3.5 × H18.5

￥1,650

ラージ
PTPS30123

W5.5 × D4.5 × H22

￥2,420
TESTED

チキン・ボーン

ニューハイド・スティック

犬が大好きなボーンミール + チキンフレーバーの
最強コンビネーション。本物のチキンのような味と香りで、

犬の興味を長く惹きつけます。

耐久性のあるポリプロピレンに、犬が好きな香りの
牛骨粉と生皮を混ぜ合わせて作られたチュートイ。

噛みたい欲求の強い犬におすすめ。

プチ
PTPS67339

W2.5 × D2.5 × H8.5

￥770

スモール
PTPS67340

W3.5 × D3.5 × H12

￥990

ミディアム
PTPS67341

W4.5 × D4.5 × H17.5

￥1,650

ラージ
PTPS67342

W5 × D5 × H20.5

￥2,310

TESTED

デンタル ･ フィニティ /
スモール

¥880
柔軟性のある突起と大きめの凹凸が歯茎を適度に刺激
し、遊びながらデンタルケアが楽しめる歯ブラシトイ。
甘いバニラの香り付き。

PTPS1080
W3 × D3.5 × H9

デンタル ･ フィニティ /
ミディアム

¥1,320
柔軟性のある突起と大きめの凹凸が歯茎を適度に刺激
し、遊びながらデンタルケアが楽しめる歯ブラシトイ。
甘いバニラの香り付き。

PTPS1081
W4 × D4.5 × H11.5

レバー・ブランチ
スモール

¥1,320
独自の立体構造で持ちやすく、ささくれになりにくい
ので本物の枝（ブランチ）よりも安心。ワンちゃんの
大好きなレバーフレーバー付きで遊びが長続きします。
PTPS68609
W5.5 × D4 × H5

レバー・ブランチ
ミディアム

¥2,090
独自の立体構造で持ちやすく、ささくれになりにくい
ので本物の枝（ブランチ）よりも安心。ワンちゃんの
大好きなレバーフレーバー付きで遊びが長続きします。
PTPS68610
W6.5 × D5 × H8

ミニ・ボーンタグ

¥660
パピー向け骨型トイ。ユラユラ揺れるおもちゃに夢中
でカミカミ。凹凸を噛むことで、歯が生え変わる時期
のムズムズを軽減させます。
PTPS24301
W4.5 × D1.3 × H15

ウッディー ･ タフ ･ リング

¥1,320
大人気のウッディー・タフ・スティックと同素材のリ
ング形トイ！スティックとは異なる遊び方が可能です。
ささくれになりにくく、安心して与えられます。

PTPS67820
W10.5 × D2 × H9

ミニ・オルカ・ボーン

¥880
ちょうど良い厚さと弾力。歯茎マッサージだけではな
く顎の筋肉を鍛えます。リボンを噛んでデンタルケア
の効果も期待。パピー期の歯のムズムズ解消に。
PTPS221
W10 × D1 × H5

オルカ・ボーン

¥1,540
ちょうど良い厚さと弾力。歯茎マッサージだけではな
く顎の筋肉を鍛えます。リボンを噛んでデンタルケア
の効果も期待。
PTPS230
W22 × D2 × H9

オルカ・フライヤー

¥2,200
キャッチした時に犬歯を傷つけにくい柔らか素材のフ
リスビー。適度な重みで投げるとよく飛び、水に浮く
ので海や川などのアウトドア遊びにも最適。
PTPS231
Φ23 × D3

プチ・オルカ・チューセット

¥1,100
小型犬やパピーにうれしいプチサイズ！水に浮いたり、
弾んだりとアクティブに遊べます。2 コセットなので
多頭飼いのご家庭にも。
PTPS234
ボーン：W7.8×D1.8×H4.5/チェーン：W15×D3.3×H3.3

オルカ・トリプル・リンクス

¥1,650
3 つのリングがユラユラ揺れて口元にあたることで、
犬の狩猟本能を刺激します。オーナーとの引っ張り遊
びにも最適です。
PTPS239
W11 × D4 × H25

ミニ・デンタル・チューパック
（3 コセット）

¥1,760
犬のデンタルケアをサポートするおもちゃのバリュー
セット！リボンやゴムリング、表面の凹凸がデンタル
ケアの効果を促進します。
PTPS237

W13.5×D3×H3/ W15×D3×H3/ W13×D6×H4

TESTED

TESTEDTESTEDTESTED

TESTED
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ナビー・トリーツ＆スクイーカー・ボール

¥1,320
噛み心地がユニークなボコボコとした突起付きボール。
キューキュー鳴るスクイーカー入り。トリーツを入れ
て夢中度アップ！
PTPS67708
Ø9

オルカ ･ キャタピラー

¥770
やさしい色合いのオルカトイ。ロープや表面の凹凸を
カミカミして遊びながら歯や歯茎のケアの効果も期待
できます。水に浮き、よく弾み、お手入れも簡単です。

PTPS68118
W8.5 × D1.5 × H11.5

数量限定

オルカ ･ バグ (2 コセット )

¥990
やさしい色合いのオルカトイ。ロープや表面の凹凸を
カミカミして遊びながら歯や歯茎のケアの効果も期待
できます。水に浮き、よく弾み、お手入れも簡単です。

PTPS68153
ブルー：W6 × D1.8 × H7.5/ グリーン： W4.5 × D3.5 × H12

数量限定

スクラッチ ･ アンド ･ レスト

¥2,970
体にフィットするボウル型スクラッチャー。リラックス
したり、爪とぎしたり。スタイリッシュなネコちゃんの
休憩場所に。猫が大好きなキャットニップ（別袋）付き。

PTPS394
Φ 34 × H11

耐荷重：11kg

トンズ・オブ・テイル

¥550
リボンやロープで作られたキャットニップ入りの軽量
ボール。振り回したりカミカミしたり、時間を忘れて
夢中になります。
PTPS310
Ｗ 4 ×Ｄ 4 ×Ｈ 4

デンタル・ヘルス・チューズ（2 コセット）

¥990
軽量なのでくわえたり振り回したりしやすく、遊びな
がらリボンやメッシュを噛むことでデンタルケアにも。
猫の大好きなキャットニップ入り。
PTPS326
W9 × D3 × H1（1 個あたり）

デンタル・チューマウス（2 コセット）

¥990
軽量なのでくわえたり振り回したりしやすく、遊びな
がらリボンやメッシュを噛むことでデンタルケアにも。
猫の大好きなキャットニップ入り。
PTPS327
W11 × D2 × H3（1 個あたり）

デンタル・プレッツェル

¥660
軽量なのでくわえたり振り回したりしやすく、遊びな
がらリボンやメッシュを噛むことでデンタルケアにも。
猫の大好きなキャットニップ入り。
PTPS333
W7 × D3 × H6

キティー・チュー・ホイール

¥550
猫の噛みたい欲求を満たすリングトイ。車輪のような
凸凹やリボンをカミカミして顎と歯の健康維持をサ
ポート。
PTPS715
W10 × D1 × H5

オルカキャット・スプール

¥495
キャットニップオイルが練り込まれたヒモ付きトイ。
猫パンチでおもちゃがクルクル回転して飽きずに遊び
が長続き！
PTPS31301
W3 × D3 × H5

タワーオブ・トラックス

¥3,080
猫パンチでボールが 3 つのレーンを転がり、狩猟本能
を刺激します。底面に滑り止めが付いており、アクティ
ブに遊んでもずれにくい設計です。
PTPS317
W25 × D25 × H13.5

チーズ・チェイス

¥3,080
外側のレーンと中心のポケットの２カ所で遊ぶことが
できます。ネズミのおもちゃには大好きなキャットニッ
プ入り！底面には滑り止め付きでずれにくい。
PTPS736
W30 × D30 × H24

キャットニップ・チェイサー

¥1,650
ポケットにキャットニップを入れ、香りとボール遊び
が楽しめます。センターパーツを回転させて香りの強
さを調整可能。底面には滑り止め付き。
PTPS737
Ｗ 24 ×Ｄ 24 ×Ｈ 6.5

付属品：ボール× 3

付属品：ボール× 2 付属品：キャットニップ、ボール× 1

リング ･ トラック

¥3,520
横に倒して猫パンチすれば、ボールがレーンをクルク
ル。縦にして、転がるおもちゃを追いかけっこ♪ボー
ルの中には猫が大好きなキャットニップ入り。
PTPS68019
Ø31 x W11

キャット ･ ジャック

¥880
キャットニップが練りこまれたチュートイは、トリー
ツを入れて遊ばせても。表面の凸凹で、遊びながらデ
ンタルケア効果も期待できます。

PTPS68049
W6.5 × D6.5 × H6.5

Scr
atc

h, S
nuggle and Rest.



38 39

Suitical　スーティカル

ペット用の防護衣を開発・製造しているオランダのブランド。世界中の獣医
師や専門家達と協力し、品質と快適さの向上にフォーカスし開発を続けて
います。Suitical のミッションは、ペットがより早く回復できるように、通
気性の良い防護衣を作ることです。

リカバリー・スーツ
エリザベスカラーや包帯に代わり、炎症・ケガ・皮膚
疾患などを保護するリカバリー・スーツ。犬の形態や
骨格を元にデザインされ、ぴったりとフィットします。

リカバリー・スリーブ
エリザベスカラーや包帯に代わり、炎症・ケガ・皮膚
疾患などを保護するリカバリー・スリーブ。犬の形態
や骨格を元にデザインされ、ぴったりとフィットしま
す。左右両方の前脚に使用可。

エリザベスカラーを装着すると、
普段のように動きにくく、飲食もしにくい

状態になり、犬にとって大きなストレスとなります。
エリザベスカラー内で音が響くことで

方向感覚を鈍らせ、家具等に衝突してしまうことも。

リカバリー・スーツ

品番 サイズ 価格 首から尻尾
までの長さ

PTSC00101 XXXS ¥5,830 22-35cm

PTSC00102 XXS ¥5,940 33-42cm

PTSC00103 XS ¥6,050 40-45cm

PTSC00104 S ¥6,270 43-51cm

PTSC00105 M ¥6,490 55-69cm

PTSC00106 L ¥6,710 67-76cm

リカバリー・スリーブ

品番 サイズ 価格 胸囲

PTSC00201 XXXS ￥5,720 27-33cm

PTSC00202 XXS ￥5,830 30-43cm

PTSC00203  XS ￥5,830 40-52cm

PTSC00204 S ￥6,050 45-61cm

PTSC00205 M ￥6,270 54-68cm

PTSC00206 L ￥6,380 64-84cm

あなたはカラーを
つけますか？

Recovery Suit
リカバリー・スーツの特徴

Recovery Sleeve
リカバリー・スリーブの特徴

着用方法

着用方法

内側に首輪を通せるループ付き

犬は脱ぎにくく、飼い主の着脱はカンタンな
後部スナップでサイズ調節も可能

犬は脱ぎにくく、
飼い主の着脱はカンタンな後部スナップで

サイズ調節も可能

胸まわりに楽にフィットし
ストレスの軽減を促します

⻘色の内布は出血などが一目でわかり、
ポケットにパッドを入れれば

尿漏れ対策にも

左右どちらの前脚にも使えます

通気性の良い、
四方向伸縮生地

通気性の良い、
四方向伸縮生地

①頭からかぶせ

①ケアしたい脚を
　袖に通し

③サイズに合わせて
　後部のスナップを留めて

③できあがり！

②腹部の布を後ろに

②サイズに合わせて
　後部のスナップを留めて

④できあがり！

計測方法を動画で
ご覧いただけます

計測方法を動画で
ご覧いただけます



ポケットに手を入れて
ペットをホールドしながらケアできます

干す時に便利な
ループ付き

手を入れる
ポケット

着脱テープで
首元にしっかり固定
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クラシック・マット
ベルボア / セージ /XS

¥2,420
リバーシブルでマルチに使えるオールシーズンマット。
水洗い・乾燥を繰り返しても中綿が分裂しにくい仕様
です。表面の中綴じ加工で綿寄れ防止にも。
PTTL21812
W42 × D3 × H30

クラシック・マット
ベルボア / セージ /S

¥4,180
リバーシブルでマルチに使えるオールシーズンマット。
水洗い・乾燥を繰り返しても中綿が分裂しにくい仕様
です。表面の中綴じ加工で綿寄れ防止にも。
PTTL22418
W60 × D3 × H42

クラシック・マット
ベルボア / セージ /M

¥5,280
リバーシブルでマルチに使えるオールシーズンマット。
水洗い・乾燥を繰り返しても中綿が分裂しにくい仕様
です。表面の中綴じ加工で綿寄れ防止にも。
PTTL23019
W76 × D3 × H48

クラシック・マット
ベルボア / セージ /L

¥6,380
リバーシブルでマルチに使えるオールシーズンマット。
水洗い・乾燥を繰り返しても中綿が分裂しにくい仕様
です。表面の中綴じ加工で綿寄れ防止にも。
PTTL23623
W91 × D3 × H58

クラシック・マット
ベルボア / セージ /XL

¥7,480
リバーシブルでマルチに使えるオールシーズンマット。
水洗い・乾燥を繰り返しても中綿が分裂しにくい仕様
です。表面の中綴じ加工で綿寄れ防止にも。
PTTL24228
W106 × D3 × H71

TALL TAILS　トール・テイルズ

ベビー用品と同等の心地よさと安全性をペットにも。TALL TAILS は 1993
年創業の NY 老舗ベビー用品メーカーTRIBORO 社が立ち上げたブランドで
す。シンプルでナチュラルなデザインに加え、すべての商品がベビー用品
に求められる安全基準（ホルマリン検査）を満たしています。

ウォータプルーフ・パッド
S/ ベージュ

¥1,650
3 層のレイヤーに分かれたパッドは防水性に優れ、漏
れなどにも強い仕様です。ケージやカーシートなど場
所を選ばずお使いいただけます。
PTTL0024
W60 × H46

ウォータプルーフ・パッド
M/ ベージュ

¥1,980
3 層のレイヤーに分かれたパッドは防水性に優れ、漏
れなどにも強い仕様です。ケージやカーシートなど場
所を選ばずお使いいただけます。
PTTL0033
W83 × H54

ウォータプルーフ・パッド
L/ ベージュ

¥2,750
3 層のレイヤーに分かれたパッドは防水性に優れ、漏
れなどにも強い仕様です。ケージやカーシートなど場
所を選ばずお使いいただけます。
PTTL0042
W105 × H68.5

洗濯機洗い
乾燥機の使用が可能です。

お手入れカンタン

マイクロファイバー・タオル
（ポケット付）

¥2,420
一般的な綿タオルに比べ約 10 倍の吸水性。手触りも
柔らかで速乾性にも優れています。ポケットに手を入
れて、体に沿って拭き取れるので便利！
PTTL210
W91 × H25

マイクロファイバー・ケープタオル
（ポケット付）

¥3,300
一般的な綿タオルに比べ約 10 倍の吸水性。手触りも
柔らかで速乾性にも優れています。着脱テープで首元
に固定でき、体に沿って拭き取れるので便利！
PTTL220
W68 × H68/ 首まわり：38 〜 47

カウレザー & ウール・タグトイ

¥1,980
100％ナチュラル素材で作られた大型犬向けおも
ちゃ。牛皮の香りが犬の狩猟本能を刺激します。左右
のロープで引っ張り遊びにも最適。
PTTL0542
W41 × D4 × H9

コットン & ジュート・ロープトイ

¥1,540
100％ナチュラル素材で作られた大型犬向けおも
ちゃ。ロープのおもちゃはオーナーや犬同士の引っ張
り遊びに最適です。
PTTL0545
W33 × D9 × H9

カウレザー & ウール・トイ
アントラー

¥1,980
100％ナチュラル素材で作られた大型犬向けおも
ちゃ。牛皮の香りが犬の狩猟本能を刺激します。柔ら
かく弾力があり歯茎を傷つけない配慮も。
PTTL0548
W26 × D3.5 × H13

カウレザー & ウール・トイ
リング

¥2,420
100％ナチュラル素材で作られた大型犬向けおも
ちゃ。牛皮の香りが犬の狩猟本能を刺激します。柔ら
かく弾力があり歯茎を傷つけない配慮も。
PTTL0550
W18 × D3.5 × H18
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New
Items 新商品

P.4-5　

PTFAC0101
国産牛皮/チップス/S ¥1,045

PTFAC0102
国産牛皮/チップス/L ¥1,045

PTFAC0103
国産牛皮/ストリップ ¥1,045

PTFAC0104
国産牛皮/フラットロール ¥1,045

PTFAC0107
国産牛皮/ツイスト ¥1,045

PTFAC0108
国産牛皮/ロール ¥1,320

PTFAC0105
国産牛皮/チップス/S/
バリューパック ¥3,190

PTFAC0106
国産牛皮/チップス/L/
バリューパック ¥3,190

PTFAP1201
プープバッグレフィル/4ロール

（60枚入り）/ラベンダー ¥935

PTLA01121
カエルタマゴ ¥880

PTLA01213
ハチマキタマゴ ¥880

PTPE1101
キャットリター/トウフ ¥1,760
※発注単位は１ケース（6個）単位となります。

PTPS394
スクラッチ･アンド･レスト ¥2,970

バーキテック
P.6-7

PTBA00101
シングル・フードボウル / モッド /S/
ナチュラル ¥6,600

PTBA00102
シングル・フードボウル / モッド /S/
タン ¥6,600

PTBA00201
シングル・フードボウル / モッド /M/
ナチュラル ¥8,250

PTBA00202
シングル・フードボウル / モッド /M/
タン ¥8,250

PTBA00301
ダブル・フードボウル/アイス/
ナチュラル ¥11,000

PTBA00302
ダブル・フードボウル/アイス/
タン ¥11,000

PTBA00401
ダブル・フードボウル/フリッツ/
ナチュラル ¥7,700

PTBA00402
ダブル・フードボウル/フリッツ/
タン ¥7,700

PTBA00403
ダブル・フードボウル/フリッツ
ホワイト ¥7,700

PTBA00601
ペットハンモック/ラウンジャー/
ブラック ¥19,800

PTBA00602
ペットハンモック/ラウンジャー/
オリーブ ¥19,800

PTBA00603
ペットハンモック/ラウンジャー/
ブルーストライプ ¥19,800

ドクター・マクグラス
P.7

PTDM00101
ナチュラル・イアーワイプス/
20枚セット ¥2,420

ファッド
P.8-13

PTFAC0101
国産牛皮/チップス/S ¥1,045

PTFAC0102
国産牛皮/チップス/L ¥1,045

PTFAC0103
国産牛皮/ストリップ ¥1,045

PTFAC0104
国産牛皮/フラットロール ¥1,045

PTFAC0107
国産牛皮/ツイスト ¥1,045

PTFAC0108
国産牛皮/ロール ¥1,320

PTFAC0105
国産牛皮/チップス/S/
バリューパック ¥3,190

PTFAC0106
国産牛皮/チップス/L/
バリューパック ¥3,190

PTFA01101
アニマル・プラッシュトイ/
XS/エレファント ¥660

PTFA01102
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ラビット ¥660

PTFA01103
アニマル・プラッシュトイ/
XS/バット ¥660

PTFA01104
アニマル・プラッシュトイ/
XS/パンダ ¥660

PTFA01105
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ベア ¥660

PTFA01106
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ピッグ ¥660

PTFA01201
アニマル・プラッシュトイ/
S/エレファント ¥880

PTFA01202
アニマル・プラッシュトイ/
S/ラビット ¥880

PTFA01203
アニマル・プラッシュトイ/
S/バット ¥880

PTFA01204
アニマル・プラッシュトイ /
S/ パンダ ¥880

PTFA01205
アニマル・プラッシュトイ/
S/ベア ¥880

PTFA01206
アニマル・プラッシュトイ/
S/ピッグ ¥880

PTFA01304
アニマル・プラッシュトイ/
M/エレファント ¥1,100

PTFA01305
アニマル・プラッシュトイ/
M/ラビット ¥1,100

PTFA01404
アニマル・プラッシュトイ/
L/エレファント ¥1,760

PTFA01405
アニマル・プラッシュトイ/
L/ラビット ¥1,760

PTFA01501
アニマル・プラッシュトイ・
ウィズロープ/リノ ¥880 

PTFA01502
アニマル・プラッシュトイ・
ウィズロープ/ヒッポ ¥880 

PTFA01701
アニマル・プラッシュトイ/
S/イースター/ラビット/ピンク
 ¥880

PTFA01702
アニマル・プラッシュトイ/
S/イースター/ラビット/ブルー
 ¥880

PTFA05001
アニマル・レザートイ/
ハリネズミ ¥1,320

PTFA05002
アニマル・レザートイ/
インコ ¥1,320

PTFA05003
アニマル・レザートイ/
ダチョウ ¥1,320

PTFA05004
アニマル・レザートイ/
キリン ¥1,320

PTFA05005
アニマル・レザートイ/
ナマケモノ ¥1,320

※輸入品に関してはメーカーの都合により急きょ販売が終了になる場合がございます。
　予めご了承ください。
※ウェブ上で最新の在庫状況をご確認いただけるシステムをご用意しております。
　詳細は P.47 をご確認ください。
※表示価格はすべて「税込み」です。

2021-2022 定番アイテムリスト

WAW アンチ・ショック
XXS/ブラック

¥2,640
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW001
W2.2 × D2 × H17

WAW アンチ・ショック
XS/ブラック

¥2,640
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW002
W2.2 × D2 × H18.5

WAW アンチ・ショック
S/ブラック

¥3,080
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW003
W2.2 × D2 × H20

WAW アンチ・ショック
M/ブラック

¥3,300
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW004
W2.6 × D2.2 × H25

WAW　ワウ

イタリアにオフィスをかまえる Inovika は、金型成型とプラスチック商品
を得意とする老舗メーカー。WAW は、独自のアンチショック・システムに
より、犬が散歩中に引っ張る力を最大 40% 軽減させることができるアイ
テムです。

WAW アンチ・ショック
L/ブラック

¥3,520
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW005
W2.6 × D2.5 × H26

WAW アンチ・ショック
XL/ブラック

¥3,740
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW006
W2.6 × D2.5 × H28

WAW アンチ・ショック
XXL/ブラック

¥4,180
独自のアンチショック・システムにより犬が引っ張る
力を最大 40％軽減し、頸部にかかる力を緩和。犬と
飼主は適切な姿勢で散歩を楽しむことができます。
PTAW007
W3 × D2.5 × H32.5

〔サイズ別適応表〕

サイズ 犬体重（kg） 犬具種類 犬の気質

XXS 1 〜 3 カラー / ハーネス 活発 / 標準 / 温厚

XS 4 〜 5 カラー / ハーネス 活発 / 標準 / 温厚

S
6 〜 8 ハーネス 活発

6 〜 10 カラー / ハーネス 標準

M
9 〜 10 ハーネス 活発

11 〜 15 カラー / ハーネス 標準 / 温厚

L
11 〜 20 ハーネス 活発

16 〜 25 カラー / ハーネス 標準 / 温厚

XL

21 〜 36 ハーネス 活発

26 〜 40 カラー 活発

26 〜 40 ハーネス 温厚

26 〜 50 カラー 温厚

XXL

36 〜 ハーネス 活発

41 〜 カラー 活発

41 〜 ハーネス 温厚

50 〜 カラー 温厚
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PTFA01004
プラッシュワンド/ベア
 ¥880

PTFA01005
プラッシュワンド/ピッグ
 ¥880

PTFA01006
プラッシュワンド/ラビット
 ¥880

PTFA10001
オーガニック・ブランケット/S
 ¥7,480

PTFA10002
オーガニック・ブランケット/L
 ¥10,780

PTFA10011
オーガニック・ベッド/S 
 ¥19,800

PTFA10012
オーガニック・ベッド/L
 ¥27,500

PTFAC0001
浄水触媒 ¥2,310

PTFA00301
バックパック･キャリー/L/
モーニング･ハイク ¥16,280

PTFA00303
バックパック･キャリー/L/
サンセット･ビーチ ¥16,280

PTFA00304
バックパック・キャリー/L/
ムーン・ライト ¥16,280

ファッド・プラス
P.14-18

PTFAP4001
トリーツトイ/ミートボーン
 ¥495

PTFAP4002
トリーツトイ/キャンディ
 ¥495

PTFAP4003
トリーツトイ/サンドイッチ
 ¥495

PTFAP4004
トリーツトイ/マカロン
 ¥495

PTFAP014
キャンディー・リングトイ/S
 ¥660

PTFAP01401
キャンディー･チェーントイ
 ¥1,320

PTFAP01402
キャンディー･ダブルリング
トイ ¥1,320

PTFAP09601
ハンドメイド･ニットトイ/
テニスボール ¥1,100

PTFAP09602
ハンドメイド･ニットトイ/
ラグビーボール ¥1,100

PTFAP09603
ハンドメイド･ニットトイ/
ベースボール ¥1,100

PTFAP09604
ハンドメイド･ニットトイ/
バスケットボール ¥1,100

PTFAP01903
フェザーワンド/ピンクバード
 ¥880

PTFAP01904
フェザーワンド/ブルーバード
 ¥880

PTFAP01905
フェザーワンド/ピンクオウル
 ¥880

PTFAP01906
フェザーワンド/ブルーオウル
 ¥880

PTFAP3101
キャットトイ/クラブ/ミニ ¥418

PTFAP3102
キャットトイ/ブルーフィッシュ/
ミニ ¥418

PTFAP3103
キャットトイ/シーホース/
ミニ ¥418

PTFAP3104
キャットトイ/スクイッド/
ミニ ¥418

PTFAP3105
キャットトイ/キャタピラー/ミニ
 ¥418

PTFAP3106
キャットトイ/ビー/ミニ ¥418

PTFAP3107
キャットトイ/レディバグ/ミニ
 ¥418

PTFAP3108
キャットトイ/ブルーバタフライ/
ミニ ¥418

PTFAP3109
キャットトイ/ミニ 24個セット /
シーアニマルズ ¥10,032

PTFAP3110
キャットトイ/ミニ 24個セット/
バグズ ¥10,032

PTFAP3201
キャットトイ/クラブ/
ラージ ¥660

PTFAP3202
キャットトイ/ブルーフィッシュ/
ラージ ¥660

PTFAP3203
キャットトイ/シーホース/
ラージ ¥660

PTFAP3204
キャットトイ/スクイッド/
ラージ ¥660

PTFAP01901
フェルト・ワンド(またたび入り)/クラ
ゲ/ピンク ¥715

PTFAP01902
フェルト・ワンド(またたび入り)/クラ
ゲ/ブルー ¥715

PTFAP2103
フェルト・ワンド(またたび入り)/サ
ニー ¥715

PTFAP2104
フェルト・ワンド(またたび入り)/クラ
ウディ ¥715

PTFAP03001
ロングストリング・ワンド/
ピンク & パープル ¥770

PTFAP03002
ロングストリング・ワンド/
ブルー & イエロー ¥770

PTFAP00213
スクラッチャー/ラウンド/マルチ
 ¥2,420

PTFAP00214
スクラッチャー/クロス/マルチ
 ¥2,530

PTFAP0201
プープバッグ・ディスペンサー/
ピンク/1ロール ¥660

PTFAP0202
プープバッグ・ディスペンサー/
オリーブ/1ロール ¥660

PTFAP0203
プープバッグ・ディスペンサー/
ネイビー/1ロール ¥660

PTFAP1201
プープバッグレフィル/4ロール

（60枚入り）/ラベンダー ¥935

イビヤヤ
P.19

PTIB160603
ライトウエイト・バックバック・キャリー
/ S/デニム ¥8,800

PTIB160601
ライトウエイト・バックバック・キャリー
/ L/ライトグレー ¥9,900

PTIB160602
ライトウエイト・バックバック・キャリー
/ L/ネイビー ¥9,900

ランコ
P.20-21

PTLA0106
LANCOタマゴ/S
 ¥550

PTLA0547
LANCOタマゴ/L
 ¥1,320

PTLA0549
LANCOタマゴ/LL
 ¥2,640

PTLA01121
カエルタマゴ ¥880

PTLA01213
ハチマキタマゴ ¥880

PTLA0113
LANCOタマゴ/キング
 ¥660

PTLA0114
LANCOタマゴ/デビル
 ¥660

PTLA88705
LANCOキツネタマゴ
 ¥770

PTLA88811
ジャパン/ニンジャ
 ¥880

PTLA88812
ジャパン/サムライ
 ¥880

PTLA88813
ジャパン/カブキ
 ¥880

PTLA1064
LANCOハート
 ¥880

PTLA0509
LANCOサッカーボール/S ¥660

PTLA1046
LANCOサッカーボール/M ¥1,100

PTLA1604
LANCOサッカーボール/L ¥1,320

PTLA2302
LANCOサッカーボール/LL ¥2,860

PTLA0805
LANCOダッキー/イエロー
 ¥880

PTLA0864
LANCOダッキー/ブラック
 ¥880

PTLA0895
LANCOダッキー/ハート
 ¥880

PTLA2604
LANCOジャンボダッキー/イエロー
 ¥3,300

PTLA2605
LANCOジャンボダッキー/ブラック
 ¥3,300

エム・ピー・エス
P.22

PTMP00201
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 1（XXS） ¥5,500

PTMP00202
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 2（XS） ¥6,600

PTMP00203
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 3（S） ¥7,700

PTMP00204
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 4（M） ¥19,800

PTMP00205
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 5（L） ¥30,800

PTMP00206
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 6（XL） ¥41,800

PTMP00299
ペット・ケージ／ SKUDO イアタ用
キャスター ¥4,840

ワン・フォー・ペット
P.23

PTOF210901
ポータブル･ケージ/シングル/
オールブラック ¥13,200

PTOF2109021
ポータブル･ケージ/ダブル/
オールブラック ¥22,000

PTOF210999
ポータブル･ケージ用ハンモック
 ¥1,650

ペット・ ブルーン
P.23

PTBN00101
ドッグ・バルーン
 ¥2,200

ニーナ・オットソン
P.24-25   

PTOT67326
トリーツ・タンブルボール/S/ブルー
 ¥1,320

PTOT67327
トリーツ・タンブルボール/L/レッド
 ¥1,760

PTOT67331
トリーツ・ゲーム/サークル
 ¥2,420

PTOT67332
トリーツ・ゲーム/トルネード
 ¥3,300

PTOT67333
トリーツ･ゲーム/ブリック
 ¥4,180

PTOT67334
トリーツ・ゲーム/カジノ
 ¥3,300

PTOT67335
トリーツ･ゲーム/ツイスター
 ¥4,400

PTOT69479
トリーツ・ゲーム/レディバグ
 ¥3,850

PTOT69583
トリーツ・ゲーム/ウォーターメロン
 ¥3,850

PTOT67575
トリーツ・メイズ
/グリーン&パープル ¥2,200

アウトワード・ハウンド
P.25-27

PTOW30003
フ ァ イ ア ー ホ ー ス・ス ク イ ー ク &
フェッチ/S ¥1,045

PTOW30004
フ ァ イ ア ー ホ ー ス・ス ク イ ー ク &
フェッチ/M ¥1,375

PTOW30005
フ ァ イ ア ー ホ ー ス・ス ク イ ー ク &
フェッチ/L ¥1,705

PTOW31001
ハイド・アンド・シーク/スモール
 ¥2,640

PTOW31011
ハイド・アンド・シーク/ラージ
 ¥3,190

PTOW32024
スクイーク・ヘッジホッグ/S
 ¥1,045

PTOW32022
スクイーク・ヘッジホッグ/L
 ¥1,705

PTOW32026
スクイーク・ヘッジホッグ/XL
 ¥2,640

PTOW32028
スクイーク・ヘッジホッグ/XXL
 ¥3,080

PTOW32010
インビンシブルズ/ミニ/ドッグ
 ¥935

PTOW32011
インビンシブルズ/ミニ/ダック
 ¥935

PTOW32012
インビンシブルズ/ミニ/ヘッジホッグ
 ¥935

PTOW32013
インビンシブルズ/ミニ/ピッグ
 ¥935

PTOW32070
インビンシブルズ/ヤモリ/グリーン
 ¥1,650

PTOW32071
インビンシブルズ/ヤモリ/オレンジ
 ¥1,650

PTOW69754　
ファン&スロウフィーダー
ボウル/XS/ピンク ¥1,100

PTOW67829
ファン&スロウフィーダー
ボウル/XS/ミント ¥1,100

PTOW51004
ファン&スロウフィーダー
ボウル/オレンジ ¥2,530

PTOW51005
ファン&スロウフィーダー
ボウル/パープル ¥2,530

PTOW51006
ファン&スロウフィーダー
ボウル/ティール ¥2,530

ペアヘッド

PTPH83017
パウプリント・フォトフレーム /
ホワイト ¥4,400

PTPH83022
パウプリント・フォトフレーム /
エスプレッソ ¥4,400

ペタッグ

PTPG12401
ナチュラル･ラウンドノット

（６コ入）/SS ¥2,200

PTPG12406
ナチュラル･ラウンドノット

（２コ入）/S ¥1,430

PTPG12510
ナチュラル･ラウンドノット/M
 ¥1,430

PTPG12530
ナチュラル･ラウンドノット/LL
 ¥2,860

PTPG12402
ナチュラル･ブレイドロール

（２本入） ¥1,980

ペットキット
P.28-32  

PTPE1101
キャットリター/トウフ ¥1,760
※発注単位は１ケース（6個）単位となります。

PTPE00902
スマート・ペットハウス・コージー 2
 ¥36,300

PTPE02001
スマート・キャリア・ブリージー/
ホワイト ¥19,800

PTPE00402
ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 2 ¥9,350

PTPE00498
ドリンキング・ウォーターファウンテン
交換用フィルター(5コセット)
 ¥3,300

PTPE00462
ウォーターファウンテン交換用発泡ウレ
タン(4コセット) ¥660

PTPE00411
ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 3 ¥16,500

PTPE00111
ワンタッチ･ウォーターボトル/
300/ホワイト
 ¥2,640

PTPE00112
ワンタッチ・ウォーターボトル/
300/ピンク ¥2,640
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PTPE00113
ワンタッチ・ウォーターボトル/
300/ブルー ¥2,640

PTPE00103
ワンタッチ・ウォーターボトル /
ピンク ¥3,080

PTPE00199
ワンタッチ・ウォーターボトル
交換用フィルター（2 コセット）
 ¥990

PTPE01001
ゴーシャイン･リード
 ¥14,300

PTPE00201
スケール・フィーディングボウル
S/ ホワイト ¥4,620

PTPE00202
スケール・フィーディングボウル
S/ カウプリント ¥4,620

PTPE00203
スケール・フィーディングボウル
S/ カラーボール ¥4,620

PTPE00302
スケール・フィーディングボウル
L/ スペースグレー ¥7,150

PTPE00501
フレッシュ・ナノ/シングル ¥2,420

PTPE00502
フレッシュ・ナノ/ダブル ¥3,520

PTPE00601
ファン・ツリー/3コセット/S
 ¥4,400

PTPE00701
マッサージ・コーム ¥1,100

PTPE00801
ピュラ・エア ¥4,400

PTPE00811
ピュラ・エア交換用
エア・フレッシュナー (2コセット)
 ¥1,650

PTPE00821
ピュラ・キャット
 ¥19,800

ペットステージ
P.33-37

PTPS216
ウッディー・タフ・スティック/
スモール ¥770

PTPS217
ウッディー・タフ・スティック/
ミディアム ¥990

PTPS218
ウッディー・タフ・スティック/
ラージ ¥1,650

PTPS219
ウッディー・タフ・スティック/
ジャイアント ¥2,530

PTPS263
クランチコア･ボーン/
スモール ¥1,100

PTPS264
クランチコア･ボーン/
ミディアム ¥1,320

PTPS265
クランチコア･ボーン/
ラージ ¥1,760

PTPS266
クランチコア･ボーン/
ジャイアント ¥2,530

PTPS667
ディアー・ホーン/
スモール ¥880

PTPS668
ディアー・ホーン/
ミディアム ¥1,100

PTPS669
ディアー・ホーン/
ラージ ¥1,650

PTPS670
ディアー・ホーン/
ジャイアント ¥2,420

PTPS67339
チキン・ボーン/
プチ ¥770

PTPS67340
チキン・ボーン/
スモール ¥990

PTPS67341
チキン・ボーン/
ミディアム ¥1,650

PTPS67342
チキン・ボーン/
ラージ ¥2,310

PTPS30120
ニューハイド・スティック/
プチ ¥880

PTPS30122
ニューハイド・スティック/
ミディアム ¥1,650

PTPS30123
ニューハイド・スティック/
ラージ ¥2,420

PTPS1080
デンタル･フィニティ/
スモール
 ¥880

PTPS1081
デンタル･フィニティ/
ミディアム ¥1,320

PTPS598
ビヨンド･ボーン/
ラージ ¥1,650

PTPS599
ビヨンド･ボーン/
ジャイアント ¥2,530

PTPS68609
レバー・ブランチ/
スモール ¥1,320

PTPS68610
レバー・ブランチ/
ミディアム
 ¥2,090

PTPS67820
ウッディー･タフ･リング
 ¥1,320

PTPS221
ミニ･オルカ･ボーン
 ¥880

PTPS230
オルカ･ボーン
 ¥1,540

PTPS231
オルカ･フライヤー
 ¥2,200

PTPS239
オルカ･トリプル･リンクス
 ¥1,650

PTPS234
プチ･オルカ･チューセット
 ¥1,100

PTPS237
ミニ・デンタル・チューパック

（3コセット） ¥1,760

PTPS24301
ミニ・ボーンタグ
 ¥660

PTPS67708
ナビー・トリーツ＆スクイーカー・
ボール  ¥1,320

PTPS67709
ナビー・スクイカー・ボール
 ¥1,320

PTPS68117
オルカ・ツイッグ
 ¥880

PTPS68118
オルカ・キャタピラー
 ¥770

PTPS68153
オルカ・バグ (2コセット)
 ¥990

PTPS394
スクラッチ･アンド･レスト ¥2,970

PTPS310
トンズ･オブ･テイル
 ¥550

PTPS326
デンタル･ヘルス･チューズ

（2コセット） ¥990

PTPS327
デンタル･チューマウス

（2コセット） ¥990

PTPS333
デンタル･プレッツェル
 ¥660

PTPS31301
オルカキャット・スプール
 ¥495

PTPS715
キティー･チュー･ホイール
 ¥550

PTPS68049
キャット･ジャック
 ¥880

PTPS317
タワーオブ･トラックス
 ¥3,080

PTPS68019
リング･トラック
 ¥3,520

PTPS736
チーズ･チェイス
 ¥3,080

PTPS737
キャットニップ･チェイサー
 ¥1,650

スーティカル
P.38-39

PTSC00101
リカバリー・スーツ/XXXS
 ¥5,830

PTSC00102
リカバリー・スーツ/XXS
 ¥5,940

PTSC00103
リカバリー・スーツ/XS
 ¥6,050

PTSC00104
リカバリー・スーツ/S
 ¥6,270

PTSC00105
リカバリー・スーツ/M
 ¥6,490

PTSC00106
リカバリー・スーツ/L
 ¥6,710

PTSC00201
リカバリー・スリーブ/XXXS
 ¥5,720

PTSC00202
リカバリー・スリーブ/XXS
 ¥5,830

PTSC00203
リカバリー・スリーブ/XS
 ¥5,830

PTSC00204
リカバリー・スリーブ/S
 ¥6,050

PTSC00205
リカバリー・スリーブ/M
 ¥6,270

PTSC00206
リカバリー・スリーブ/L
 ¥6,380

トール・テイルズ
P.40-41

PTTL0024
ウォータプルーフ・パッド/
S/ベージュ ¥1,650

PTTL0033
ウォータプルーフ・パッド/
M/ベージュ ¥1,980

PTTL0042
ウォータプルーフ・パッド/
L/ベージュ ¥2,750

PTTL21812
クラシック・マット / ベルボア /
セージ /XS ¥2,420

PTTL22418
クラシック･マット/ベルボア/
セージ/S ¥4,180

PTTL23019
クラシック･マット/ベルボア/
セージ/M ¥5,280

PTTL23623
クラシック･マット/ベルボア/
セージ/L ¥6,380

PTTL24228
クラシック･マット/ベルボア/
セージ/XL ¥7,480

PTTL210
マイクロファイバー･タオル

（ポケット付） ¥2,420

PTTL220
マイクロファイバー ･ ケープタオル

（ポケット付） ¥3,300

PTTL0542
カウレザー & ウール・タグトイ
 ¥1,980

PTTL0545
コットン & ジュート・ロープトイ
 ¥1,540

PTTL0548
カウレザー & ウール・トイ /
アントラー ¥1,980

PTTL0550
カウレザー & ウール・トイ /
リング ¥2,420

ワウ
P.42

PTAW001
WAWアンチ・ショック
XXS/ブラック ¥2,640

PTAW002
WAWアンチ・ショック
XS/ブラック ¥2,640

PTAW003
WAWアンチ・ショック
S/ブラック ¥3,080

PTAW004
WAWアンチ・ショック
M/ブラック ¥3,300

PTAW005
WAWアンチ・ショック
L/ブラック ¥3,520

PTAW006
WAWアンチ・ショック
XL/ブラック ¥3,740

PTAW007
WAWアンチ・ショック
XXL/ブラック ¥4,180

ご登録のお申し込みは、URL または QR コードより専用フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
登録完了後、ご入力いただいたメールアドレスにログインに必要な ID とパスワードをお送りします。
https://goo.gl/forms/8o6fghagQA4VjjMt2

タイムリーに在庫状況をご確認いただけるオンラインサイトです。
商品ごとのお気に入り登録や、欠品商品入荷お知らせメール、売れ筋ランキング（毎日更新）など

便利なメニューをご利用いただけます。直接のお取引のお客さまは、オンラインサイトからのご発注も可能です。

※問屋経由のお客さまには発注機能はございません。　
※登録フォームにご記入いただいたお客さま情報はサイト上で提供するサービスの充実ならびに円滑な提供のためにのみ使用致します。

発注及び在庫確認サイトのご案内


