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2022
DADWAYPET シーズナルカタログ

※サイズ表記は W（横）×D（奥行）×H（高さ）cmです。
※本カタログ掲載情報は 2022年2 月現在のものです。
※表示価格はすべて「税込み」です。

2022 年春夏新商品のご紹介です。
ポップなフルーツモチーフのFAD+トリーツトイは、猫にもオススメの仕様に。
他にも FAD+ 初のデンタルトイや、FADレザー＆コットン・トイからは待望のリング＆骨型が登場！
今季もペットとオーナーのみなさまにワクワクをお届けします。
※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。

02. …… 新商品のご案内

03. …… FAD / ファッド

04. …… FAD+ / ファッド・プラス

05. …… LANCO / ランコ

06. …… PETKIT / ペットキット

07. …… 2021-2022 定番アイテムリスト
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FAD　ファッド

— Function and Design —
DADWAYPET 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。

5月発売
Leather & Cotton toy

レザー & コットン・トイ

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。

 

リング、ボーン / 各￥3,080

リング：PTFA06003
W17.5 × D3 × H17.5

ボーン：PTFA06004
W40 × D4 × H5.5

TESTED
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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。

トリーツトイ / オレンジ

¥770
フルーツモチーフの知育トイ。ポケットが 2 カ所になっ
て難易度アップ！キャットニップ（別売）を入れて猫用
としても。洗濯機使用可。

PTFAP4006
W10.5 × D2.5 × H10.5

キャットニップトイ (2 個入り ) /
ハート & リーフ

¥660
小袋入りキャットニップ。単体で遊ばせたり、トリー
ツトイのポケットやお手持ちのおもちゃに入れて猫の
好奇心をくすぐります。

PTFAP4009
ハート：W6.5 x D1.5 x H4.5、リーフ：W5 x D1.5 x H7

トリーツトイ / ストロベリー

¥770
フルーツモチーフの知育トイ。ポケットが 2 カ所になっ
て難易度アップ！キャットニップ（別売）を入れて猫
ちゃんにも。洗濯機使用可。

PTFAP4007
W10 × D2.5 × H15

トリーツトイ / キウイ

¥770
フルーツモチーフの知育トイ。ポケットが 2 カ所になっ
て難易度アップ！キャットニップ（別売）を入れて猫
ちゃんにも。洗濯機使用可。

PTFAP4008
W10 × D2.5 × H10

   TESTED

TESTED

TESTED TESTED

5月発売

5月発売

5月発売 5月発売

Point 1 Point 2
2 カ所のポケット♪ キャットニップ（別売）を入れて

猫用としても
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デンタルトイ / ソフト / スプーン /S

¥770
表面の突起が歯茎を適度に刺激し、遊びながらデンタ
ルケアも楽しめる歯ブラシトイ。全体がエラストマー
製のソフトタイプ。ほのかなミントの香り付き。

PTFAP00011
W3 × D3.5 × H9

デンタルトイ / ハード / フォーク /M

¥990
表面の突起が歯茎を適度に刺激し、遊びながらデンタ
ルケアも楽しめる歯ブラシトイ。側面がナイロン製の
ハードタイプ。ほのかなミントの香り付き。

PTFAP00022
W3.5 × D4 × H11

デンタルトイ / ソフト / スプーン /M

¥990
表面の突起が歯茎を適度に刺激し、遊びながらデンタ
ルケアも楽しめる歯ブラシトイ。全体がエラストマー
製のソフトタイプ。ほのかなミントの香り付き。

PTFAP00012
W4 × D4.5 × H11

デンタルトイ / ハード / フォーク /S

¥770
表面の突起が歯茎を適度に刺激し、遊びながらデンタ
ルケアも楽しめる歯ブラシトイ。側面がナイロン製の
ハードタイプ。ほのかなミントの香り付き。

PTFAP00021
W3 × D3.5 × H9

 

TESTED

TESTED

TESTED TESTED

4月発売

4月発売

4月発売 4月発売

LANCO　ランコ

スペイン製のカラフルな色づかいのおもちゃは 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製品とは色が異なる場合があります。

※色はお選びいただけません。

カエルタマゴ

¥880
LANCO × DADWAYPET 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
4月発売
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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。

TOFU CAT LITTER
ACTIVATED CARBON

キャットリター / トウフ

しっかり
かたまる

内容量：6L
￥1,760
PTPE1101
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New
Items 新商品

P.3-5　

PTFA06003
レザー&コットン・トイ/リング  
 ¥3,080

PTFA06004
レザー&コットン・トイ/ボーン  
 ¥3,080

PTFAP4006
トリーツトイ/オレンジ ¥770

PTFAP4007
トリーツトイ/ストロベリー ¥770

PTFAP4008
トリーツトイ/キウイ ¥770

PTFAP4009
キャットニップトイ(2個入り) /
ハート＆リーフ ¥660

PTFAP00011
デンタルトイ/ソフト/スプーン/S  
 ¥770

PTFAP00012
デンタルトイ/ソフト/スプーン/M  
 ¥990

PTFAP00021
デンタルトイ/ハード/フォーク/S  
 ¥770

PTFAP00022
デンタルトイ/ハード/フォーク/M  
 ¥990

PTLA01121
カエルタマゴ ¥880

バーキテック

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

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

ファッド

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

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

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

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

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

PTFAC0101
国産牛皮/チップス/S ¥1,045

PTFAC0102
国産牛皮/チップス/L ¥1,045

※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.11 をご確認ください。※表示価格はすべて「税込み」です。

2022 定番アイテムリスト
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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

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

PTFAC0107
国産牛皮/ツイスト ¥1,045

PTFAC0108
国産牛皮/ロール ¥1,320

ファッド・プラス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PTFAP8001
FADペットシーツケーキ/S/ピンク
 ¥2,200

PTFAP8002
FADペットシーツケーキ/S/ブルー
 ¥2,200

イビヤヤ

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

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

PTLA0106
LANCOタマゴ/S
 ¥550

PTLA0547
LANCOタマゴ/L
 ¥1,320

PTLA0549
LANCOタマゴ/LL
 ¥2,640

PTLA0113
LANCOタマゴ/キング
 ¥660

PTLA0114
LANCOタマゴ/デビル
 ¥660

PTLA01213
ハチマキタマゴ/アソート ¥880

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

PTLA88811
ジャパン/ニンジャ
 ¥880

PTLA88812
ジャパン/サムライ
 ¥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
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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

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

ニーナ・オットソン   

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

PTOT67575
トリーツ・メイズ
/グリーン&パープル ¥2,200

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

ワン・フォー・ペット

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

アウトワード・ハウンド

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

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

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

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

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

PTOW41002
テイルティーザー交換用おもちゃ/
アソート ¥715

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

PTOW69754　
ファン&スロウフィーダー
ボウル/XS/ピンク ¥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

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

ペアヘッド

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

ペット・ ブルーン

PTBN00101
ドッグ・バルーン
 ¥2,200

ペットキット  

PTPE00103
ワンタッチ・ウォーターボトル /
ピンク ¥3,080

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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。

ペットステージ

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

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

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

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

PTPS239
オルカ･トリプル･リンクス
 ¥1,650

PTPS24301
ミニ・ボーンタグ
 ¥660

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

PTPS310
トンズ･オブ･テイル
 ¥550

PTPS31301
オルカキャット・スプール
 ¥495

PTPS317
タワーオブ･トラックス
 ¥3,080

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

PTPS394
スクラッチ･アンド･レスト ¥2,970

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

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

PTPS67820
ウッディー･タフ･リング
 ¥1,320

PTPS68019
リング･トラック
 ¥3,520

PTPS68049
キャット･ジャック
 ¥880

PTPS68118
オルカ・キャタピラー
 ¥770

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

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

PTPS69590
グラント・アンド・パント・
テニスボール ¥1,430

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

PTPS715
キティー･チュー･ホイール
 ¥550

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

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
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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://forms.gle/yndFvWTUYeffv52c6

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

トール・テイルズ

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

PTTL220
マイクロファイバー ･ ケープタオル

（ポケット付） ¥3,300

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

ワウ

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



 

株式会社ダッドウェイペット www.dadwaypet.com
〒 222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜 2-15-12
FAX:045-274-5205
お取引先さまからのお問い合わせ
tel　    ：045-277-1717
e-mail：dadwaypet-order@dadwaypet.com
・本カタログの掲載情報は予告なく変更する場合がございます。
・印刷のため実際の商品と色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・掲載商品は品切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・禁無断転載、複製。
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