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2021 年秋冬の新商品のご紹介です。
TALL TAILS ドリームチェイサー・ベッドはモフモフの肌ざわりで寒い季節にピッタリ！

FAD+ からは大人気のプラッシュトイの新シリーズが登場。
他にも Petstages 待望の新チュートイなど

ワクワクするラインナップを豊富に取り揃えました。

※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。

※季節品のため、無くなり次第終売となります。

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

03. …… TALL TAILS / トール・テイルズ

04. …… FAD / ファッド

04. …… FAD+ / ファッド・プラス

06. …… LANCO / ランコ

06. …… outward hound / アウトワード・ハウンド

08. …… Petstages / ペットステージ

09. …… PETKIT / ペットキット

10. …… Halloween オススメ商品

11. …… Holiday & Winter オススメ商品

12. …… New Year オススメ商品

13. …… 2021 秋冬 アイテムリスト
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。

グレイ

 S ：PTTL74300：W43 × D43 × H15　¥4,950
M：PTTL74301：W58 × H58 × H18　¥6,050

タン

 S ：PTTL74305：W43 × D43 × H15　¥4,950
M：PTTL74306：W58 × H58 × H18　¥6,050

Dream Chaser Cuddle Bed
ドリームチェイサー・ベッド
子犬の時に母犬の隣で得た安心感と心地よさを感じられ
るようデザインされています。ちょうどよい深さと、柔らか
くフワフワした生地で、安心してゆっくり休息できる環境
を作ります。カバーは外して水洗い可能。

  

毛

足
の長いふわふわボア

数量限定
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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。

レザー & コットン・トイ
ブランチ

¥1,980
ペットと環境にやさしい製法、植物タンニンなめしで
作られたレザーとコットンを編み込んだ犬用トイ。愛
犬とオーナーの引っ張り遊びに最適です。
PTFA06001
W14 × D4 × H26

レザー & コットン・トイ
ボール

¥1,540
ペットと環境にやさしい製法、植物タンニンなめしで
作られたレザーとコットンボールの犬用トイ。愛犬と
オーナーの引っ張り遊びに最適です。
PTFA06002
W37 × D6 × H6

キャットトイ / キャタピラー
ラージ

¥880
大好評のラージサイズキックトイに虫シリーズが登
場！キャットニップ入りでスリスリ・ケリケリ…夢中
で遊んでストレス発散！
PTFAP3205
W9 × D25 × H25

キャットトイ / レディバグ
ラージ

¥880
大好評のラージサイズキックトイに虫シリーズが登
場！キャットニップ入りでスリスリ・ケリケリ…夢中
で遊んでストレス発散！
PTFAP3207
W15 × D8 × H23

キャットトイ / ビー
ラージ

¥880
大好評のラージサイズキックトイに虫シリーズが登
場！キャットニップ入りでスリスリ・ケリケリ…夢中
で遊んでストレス発散！
PTFAP3206
W24 × D8 × H25

キャットトイ / ブルーバタフライ
ラージ

¥880
大好評のラージサイズキックトイに虫シリーズが登
場！キャットニップ入りでスリスリ・ケリケリ…夢中
で遊んでストレス発散！
PTFAP3208
W26 × D4 × H20

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。

サファリ・プラッシュトイ

×の目と厚めの生地で大人気のアニマルプラッシュトイに
カラフルなサファリシリーズが登場！
キューキュー鳴るスクイーカー入りで

噛んだり咥えたり振り回したり遊び方いろいろ♪

Safari Plush Toy  

各￥880
モンキー：PTFAP11001
W12 × D6.5 × H17

ライオン：PTFAP11003
W11 × D7 × H7.5 

パンサー：PTFAP11002
W10.5 × D6 × H17 
ジラフ：PTFAP11004

W8.5 × D8.5 × H18.5

 　

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED
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ウーフィーボール
(2 コセット)

¥880
柔らかい素材で犬が咥えやすく、持って来い遊びで息
を切らしても呼吸がしやすいデザイン。

PTOW67999
Φ7.5

キモノタマゴ
アソート

¥880
春に続いて人気の高かったシリーズのリバイバル発売
です！

PTLA01221
W4.5 × D4.5 × H6.5

テニス・マックス・ボール
ブルー

¥1,540
音が鳴るテニスボール。ポリエチレン製の枠が施され
ていることにより、破れを防ぎ耐久性アップ！

PTOW70322
Φ7

ベレー帽タマゴ
アソート

¥880
春に続いて人気の高かったシリーズのリバイバル発売
です！

PTLA01702
W4.5 × D4.8 × H6.5

テニス・マックス・ボール
レッド

¥1,540
音が鳴るテニスボール。ポリエチレン製の枠が施され
ていることにより、破れを防ぎ耐久性アップ！

PTOW70323
Φ7

ファイアーホース・バイターズ
フラミンゴ

¥1,760
消防ホースと同素材を使用したタフなおもちゃ。スク
イーカーは小さな穴が開いても鳴り続けます。スクイー
カー 1 個入り。
PTOW32170
W11.5 × D3.5 × H23.5

ファイアーホース・バイターズ
トゥーカン

¥1,760
消防ホースと同素材を使用したタフなおもちゃ。スク
イーカーは小さな穴が開いても鳴り続けます。スクイー
カー 1 個入り。
PTOW32171
W13 × D4 × H20.5

ファイアーホース・バイターズ
ブービー

¥2,420
消防ホースと同素材を使用したタフなおもちゃ。スク
イーカーは小さな穴が開いても鳴り続けます。スクイー
カー 3 個入り。
PTOW32173
W15.5 × D4.5 × H38

ファイアーホース・バイターズ
シータートル

¥2,420
消防ホースと同素材を使用したタフなおもちゃ。スク
イーカーは小さな穴が開いても鳴り続けます。スクイー
カー 3 個入り。
PTOW32174
W17 × D4 × H36.5

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。

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。

数量限定 数量限定

※カラーアソート。色はご指定いただけません。 ※カラーアソート。色はご指定いただけません。
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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。

アルファコア・ボーン
ミディアム

¥1,980
犬が大好きなベーコンの香りがするチュートイ。柔ら
かいのに耐久性のあるエラストマー製。犬が噛むとき
に手で押さえやすいデザインです。
PTPS70304
W6 × D5 × H15

アルファコア・ボーン
ラージ

¥3,080
犬が大好きなベーコンの香りがするチュートイ。柔ら
かいのに耐久性のあるエラストマー製。犬が噛むとき
に手で押さえやすいデザインです。
PTPS70305
W7 × D6 × H19.5

グラント・アンド・パント・
テニスボール

¥1,430
ユニークな音の鳴るボールは見つけやすいタイダイ柄
で外遊びにも最適です。表面の凹凸で投げたり咥えた
りしやすい設計。
PTPS69590
Φ8

クラック・アンド・フェッチ・スティック

スッキリとしたタンク内

水量を計測する装置はコンパクトに
改良され、スッキリとしたタンク内。
ポンプは取り外し可能で、よりお手入
れが簡単に。

6 時間ごとポンプが起動し、毛や
汚れを押し出します。フィルターも
従来のものをお使いいただけます。

小さなささやき声レベルの静音
ポンプで、音のストレスを感じる
ことなくご使用いただけます。

ドリンキング・ウォーター
ファウンテン２Ｓ

Crack ‘N Fetch Stick

TESTED

スモール
PTPS68895

W4.5 × D4.5 × H16.5

￥1,430

ミディアム
PTPS68896

W5.5 × D5.5 × H20

￥2,090

ラージ
PTPS68897

W6 × D6 × H23.5

￥2,530

ホールドしやすいデザインで
投げたり、噛んだりしやすい！

犬が認識しやすいイエローをベースにした
タイダイ柄を採用

犬が大好きなバリバリ音

上
下

に
曲

げ
た

り
左

右

にねじったり♪

曲げると音が鳴りま
す

♪

EVER SWEET 2S
SMART PET DRINKING FOUNTAIN

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。

RENEWAL

TESTED

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。

￥8,250

常に清潔なお水をペットに

わずか 30dB の
静音ポンプ

PRICE

DOWN!

PTPE004021
W18 × D18 × H15.5/ 本体重量：1,003g

容量：2L
電源：USB 電源

TESTED TESTED  
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Halloween Egg  

大人気のハロウィン限定タマゴ。
3 種類のコスチュームから

お好きなデザインをお選びいただけます。

ハロウィンタマゴ

ウィキッド : PTLA8880101
W4.5 × D4.5 × H8.5

パンプキン : PTLA8880104
W5 × D4.5 × H8

モンスター : PTLA8880102
W6 × D4.5 × H6.5

各￥770

ウィキッド

モンスター

パンプキン
※カラーアソート。色はご指定いただけません。

ハロウィンシーズンおすすめトイのご紹介。
さまざまなキャラクターたちが愛犬と一緒にハロウィンを盛り上げます♪

※全てのハロウィンアイテムは数量限定のため、無くなり次第終売となります。

アニマル ･ プラッシュトイ / ドット

プラッシュトイ・ウィズロープ / ハロウィン

Polka Dot Plush Toy  

Plush Toy With Rope 

白黒ドットのクールな仲間たちが今年も登場！
キューキュー鳴るスクイーカー入り♪

ボーダーがキュートなパンプキン＆マミー♪
キューキュー鳴るスクイーカー入り。
ロープ付きなので引っ張り遊びにも。

キャット : PTFA01901
W9 × D14 × H16

ラビット : PTFA01902
W12 × D5 × H16.5

パンプキン：PTFAP10013
W11 × D5.5 × H23 

マミー：PTFAP10014
W11 × D5.5 × H19

各￥880

各￥880

Halloween Toy

TESTED

ホリデーシーズンおすすめトイのご紹介。
愛犬・愛猫へのプレゼントとしてはもちろんインテリアとして飾っておくだけでも

クリスマス気分を盛り上げます！
※全てのホリデーアイテムは数量限定のため、無くなり次第終売となります。

プラッシュトイ ･ ウィズロープ / ホリデー

プラッシュワンド / ホリデー
ウィンタータマゴ / アソート

Plush Toy with Rope 

Plush Wand
Winter Egg 

クリスマス気分を盛り上げるカラフルなプラッシュトイ。
定番のトナカイ＆サンタにラビットが仲間入り！

ホリデープラッシュトイがついた猫じゃらし。
ラトルのやさしい音色が猫の興味を惹きます。 帽子とマフラーが愛らしい冬限定タマゴ。

クリスマスカラーがホリデーシーズンを盛り上げます♪

トナカイ : PTFAP10041
W9 × D5 × H22

サンタ : PTFAP10043
W9 × D5 × H22

トナカイ : PTFAP2107
スティック :50、ヒモ : 55、

トナカイ : W7 × D3 × H22.5

サンタ : PTFAP2108
スティック :50、ヒモ : 55、
サンタ : W7 × D3 × H22.5

各￥880

各￥880 ￥770
PTLA00607

W4.5 × D4.5 × H7.9
※カラーアソート。色はご指定いただけません。

ラビット：PTFAP10044
W8 × D5 × H23.5

Holiday & Winter Toy
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ニューイヤーシーズンおすすめトイのご紹介。
新たな年の始まりを共に迎えるにふさわしい縁起の良いおもちゃ。

愛犬を一緒に写真におさめて、年賀状や新年のご挨拶状にも。
※全てのニューイヤーアイテムは数量限定のため、無くなり次第終売となります。

アニマル・プラッシュトイ / タイガー

アニマル ･ プラッシュトイ / タイガー

2022 年の干支は寅！
まんまるワイドボディとくわえやすいスリムボディ。
ホワイトタイガーは大型犬も遊べるラージサイズも。
キューキュー鳴るスクイーカー入りです♪

各￥880

各￥1,760

ホワイト / スリム：PTFA020021
W10 × D7 × H17 

ブラウン / スリム：PTFA020023
W10 × D7 × H17

ホワイト / ワイド：PTFA020022
W8.5 × D16 × H10

ブラウン / ワイド：PTFA020024
W8.5 × D16 × H10

ホワイト / スリム / ラージ：PTFA020025
W14.5 × D13 × H31

ホワイト / ワイド / ラージ：PTFA020026
W16.5 × D30 × H19

Animal Plush Toy  

New Year Toy
※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.14 をご確認ください。
※商品価格は「税込み」です。

2021 秋冬アイテムリスト

New Items 新商品

トール・テイルズ
P.03

PTTL74300
ドリームチェイサー・ベッド/S/
グレイ ¥4,950

PTTL74301
ドリームチェイサー・ベッド/M/
グレイ ¥6,050

PTTL74305
ドリームチェイサー・ベッド/S/
タン ¥4,950

PTTL74306
ドリームチェイサー・ベッド/M/
タン ¥6,050

ファッド
P.04

PTFA06001
レザー&コットン・トイ/ブランチ
 ¥1,980

PTFA06002
レザー&コットン・トイ/ボール
 ¥1,540

ファッド・プラス
P.04-05

PTFAP3205
キャットトイ/キャタピラー/ラージ
 ¥880

PTFAP3206
キャットトイ/ビー/ラージ ¥880

PTFAP3207
キャットトイ/レディバグ/ラージ
 ¥880

PTFAP3208
キャットトイ/ブルーバタフライ/
ラージ ¥880

PTFAP11001
サファリ・プラッシュトイ/S/
モンキー ¥880

PTFAP11002
サファリ・プラッシュトイ/S/
パンサー ¥880

PTFAP11003
サファリ・プラッシュトイ/S/
ライオン ¥880

PTFAP11004
サファリ・プラッシュトイ/S/
ジラフ ¥880

ランコ
P.06

PTLA01221
キモノタマゴ/アソート ¥880

PTLA01702
ベレー帽タマゴ/アソート ¥880

アウトワード・ハウンド
P.06-07

PTOW67999
ウーフィーボール(2コセット)
 ¥880

PTOW70322
テニス・マックス・ボール/ブルー
 ¥1,540

PTOW70323
テニス・マックス・ボール/レッド
 ¥1,540

PTOW32170
ファイアーホース・バイターズ/
フラミンゴ ¥1,760

PTOW32171
ファイアーホース・バイターズ/
トゥーカン ¥1,760

PTOW32173
ファイアーホース・バイターズ/
ブービー ¥2,420

PTOW32174
ファイアーホース・バイターズ/
シータートル ¥2,420

ペットステージ
P.08

PTPS70304
アルファコア・ボーン/ミディアム
 ¥1,980

PTPS70305
アルファコア・ボーン/ラージ
 ¥3,080

PTPS69590
グラント・アンド・パント・
テニスボール ¥1,430

PTPS68895
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/スモール ¥1,430

PTPS68896
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/ミディアム ¥2,090

PTPS68897
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/ラージ ¥2,530

ペットキット
P.09  

PTPE004021
ドリンキング・ウォーターファウンテン 
2S ¥8,250

Seasonal Items シーズナル商品
P.10-12

Halloween: ハロウィン

PTFA01901
FADアニマル・プラッシュトイ/
ドット/キャット ¥880

PTFA01902
FADアニマル・プラッシュトイ/
ドット/ラビット ¥880

PTFAP10013
プラッシュトイ・ウィズロープ/
2021ハロウィン/パンプキン ¥880

PTFAP10014
プラッシュトイ・ウィズロープ/
2021ハロウィン/マミー ¥880

PTLA8880101
LANCOハロウィンタマゴ/
ウィキッド/アソート ¥770

PTLA8880102
LANCOハロウィンタマゴ/
モンスター/アソート ¥770

PTLA8880104
LANCOハロウィンタマゴ/
パンプキン/アソート ¥770

Holiday & Winter: ホリデー＆ウィンター

PTFAP10041
プラッシュトイ・ウィズロープ/
2021ホリデー/トナカイ ¥880

PTFAP10043
プラッシュトイ・ウィズロープ/
2021ホリデー/サンタ ¥880

PTFAP10044
プラッシュトイ・ウィズロープ/
2021ホリデー/ラビット ¥880

PTFAP2107
プラッシュワンド/2021ホリデー/
トナカイ ¥880

PTFAP2108
プラッシュワンド/2021ホリデー/
サンタ ¥880

PTLA00607
LANCOウィンタータマゴ/アソート
 ¥770

New Year: ニューイヤー

PTFA020021
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ホワイト/スリム ¥880

PTFA020022
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ホワイト/ワイド ¥880

PTFA020023
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ブラウン/スリム ¥880

PTFA020024
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ブラウン/ワイド ¥880

PTFA020025
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ホワイト/スリム/ラージ ¥1,760

PTFA020026
アニマル・プラッシュトイ/タイガー/
ホワイト/ワイド/ラージ ¥1,760
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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

@dadwaypet

Follow us!


