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2023 
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 2023 年2 月現在のものです。
※表示価格はすべて「税込み」です。

安全性への取り組み

ページ内アイコン

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. …… FAD+ / ファッド・プラス

05. …… LANCO / ランコ

05. …… Outward Hound / アウトワード・ハウンド

06. …… Nina Ottosson / ニーナ・オットソン

07. …… 2023 定番アイテムリスト

TESTED
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2023 年春夏新商品のご紹介です。
FAD+ ファームシリーズにフルーツとアニマルが仲間入り。
話題の知育トイブランド、Nina Ottosson からはインテリアの邪魔をしない、
シックなカラーが登場です。
シンプルな中にもペットがワクワクするアイテムをご提案します。

※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

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。

3月発売

Farm Plush Toy
ファーム・プラッシュトイ

各￥1,100

ブタ：PTFAP12032
W8 × D12 × H8.5

ヤギ：PTFAP12033
W9.5 × D14 × H8

ウシ：PTFAP12031
W9 × D14 × H8.5

ブーブーカラカラ
カシャカシャ

ファーム・プラッシュトイに動物たちが仲間入り。
ウシはカラカラ鳴るラトル入り♪

ファーム・プラッシュトイに動物たちが仲間入り。
ブタはブーブー鳴るスクイーカー入り♪

ファーム・プラッシュトイに動物たちが仲間入り。
ヤギはカシャカシャ鳴るクリンクル入り♪

TESTED
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ファーム・プラッシュトイ / スイカ

¥550
果物モチーフのプラッシュトイ。くわえやすいサイズ
感とやさしい肌触りで小型犬に最適！キューキューな
るスクイーカー入り♪

PTFAP12024
W8 × D6 × H9.5

ファーム・プラッシュトイ / モモ

¥550
果物モチーフのプラッシュトイ。くわえやすいサイズ
感とやさしい肌触りで小型犬に最適！キューキューな
るスクイーカー入り♪

PTFAP12025
W10.5 × D4.5 × H9

ファーム・プラッシュトイ / ブドウ

¥550
果物モチーフのプラッシュトイ。くわえやすいサイズ
感とやさしい肌触りで小型犬に最適！キューキューな
るスクイーカー入り♪

PTFAP12021
W10 × D4 × H11.5

ファーム・プラッシュトイ / バナナ

¥550
果物モチーフのプラッシュトイ。くわえやすいサイズ
感とやさしい肌触りで小型犬に最適！キューキューな
るスクイーカー入り♪

PTFAP12022
W9 × D3 × H11

ファーム・プラッシュトイ / ミカン

¥550
果物モチーフのプラッシュトイ。くわえやすいサイズ
感とやさしい肌触りで小型犬に最適！キューキューな
るスクイーカー入り♪

PTFAP12023
W9 × D5 × H9.5

3月発売 3月発売 3月発売

3月発売 3月発売

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED

TESTED
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ホーリーモーリー・ボール

¥3,520
ソフトな素材で投げると不規則に跳ね、噛むことでス
クイーカーが鳴るので犬の興味を惹きます。おもちゃ
やトリーツを入れて知育トイとしても。

PTOW70573
Φ 15.5

ジャパン / ゲイシャ

¥990
LANCO × DADWAYPET 限 定 コ ラ ボ の ジ ャ パ ン シ
リーズに新キャラクターが登場！プレゼントにも最適
です。

PTLA00215
W5 × D5.5 × H6.5

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。
※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。

4月発売

ジャパン / ドロボウ

¥990
LANCO × DADWAYPET 限 定 コ ラ ボ の ジ ャ パ ン シ
リーズに新キャラクターが登場！プレゼントにも最適
です。

PTLA00216
W4.5 × D5 × H6.3

4月発売

ジャパン / カブト

¥990
LANCO × DADWAYPET 限 定 コ ラ ボ の ジ ャ パ ン シ
リーズに新キャラクターが登場！プレゼントにも最適
です。

PTLA00217
W5 × D5 × H6.5

4月発売

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。オーナーの目線に立ったプロダクトは複数のアワー
ドに輝き、世界各国で認知度を向上させ、高い支持を獲得しています。

3月発売

※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。 ※カラーアソート。色はご指定いただけません。
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トリーツ・ゲーム / ワーカー

¥5,830
複数のアクションを組み合わせた上級レベル。魚の尾
を回し、スライドパーツを動かし、中央パーツを回し
てご褒美ゲット。本能を刺激し、遊びが長続きします。

PTOT673371
W35 × D35 × H5

トリーツ・ゲーム / ハイド・アンド・
スライド

¥4,620
2 種類・14 カ所のポケットがついた難易度レベル 2。
魚の尾の下にトリーツを隠し、慣れてきたらスライド
パーツの下に隠して難易度アップも。

PTOT673381
W34 × D34 × H5

リッキン・レイヤーズ

¥7,150
知育トイの要素を含んだ 3 層のスローフィーダー。課
題解決力のトレーニングをしながら、早食い防止にも
役立ちます。

PTOT70646
W26 × D26 × H6

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、
回転させるというアクションが必要。

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 つ組み合わせなければ
ご褒美をゲットできない

アドバンスレベル。
レベル 1・2 の知育トイに慣れてから

挑戦するのがオススメです。

探す・動かす・回転させるを
組み合わてクリアしないと

ゲットできない最難関レベル。
レベル３までマスターしたら、

レベル４のエキスパートレベルに
チャレンジ！

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。

4

トリーツ・ゲーム / スマート

¥2,970
穴の開いた 9 つのパーツの下にトリーツを隠し、前脚
や鼻でパーツを倒せばご褒美ゲット！難易度レベル 1
の初級タイプ。

PTOT673361
W23 × D23 × H5.5

3月発売

3月発売

3月発売 3月発売

レベル
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New
Items 新商品

P.3-6　

PTFAP12031
ファーム・プラッシュトイ/ウシ
 ¥1,100

PTFAP12032
ファーム・プラッシュトイ/ブタ
 ¥1,100

PTFAP12033
ファーム・プラッシュトイ/ヤギ
 ¥1,100

PTFAP12021
ファーム・プラッシュトイ/ブドウ
 ¥550

PTFAP12022
ファーム・プラッシュトイ/バナナ
 ¥550

PTFAP12023
ファーム・プラッシュトイ/ミカン
 ¥550

PTFAP12024
ファーム・プラッシュトイ/スイカ
 ¥550

PTFAP12025
ファーム・プラッシュトイ/モモ
 ¥550

PTLA00215
ジャパン/ゲイシャ ¥990

PTLA00216
ジャパン/ドロボウ ¥990

PTLA00217
ジャパン/カブト ¥990

PTOW70573
ホーリーモーリー・ボール
 ¥3,520

PTOT673361
トリーツ・ゲーム/スマート
 ¥2,970

PTOT673381
トリーツ・ゲーム/ハイド・アンド・
スライド ¥4,620

PTOT673371
トリーツ・ゲーム/ワーカー ¥5,830

PTOT70646
リッキン・レイヤーズ ¥7,150

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 ¥8,250

PTBA00102
シングル・フードボウル / モッド /S/
タン ¥8,250

PTBA00201
シングル・フードボウル / モッド /M/
ナチュラル ¥9,900

PTBA00202
シングル・フードボウル / モッド /M/
タン ¥9,900

PTBA00301
ダブル・フードボウル/アイス/
ナチュラル ¥19,800 

PTBA00302
ダブル・フードボウル/アイス/
タン ¥19,800 

PTBA00401
ダブル・フードボウル/フリッツ/
ナチュラル ¥13,200 

PTBA00402
ダブル・フードボウル/フリッツ/
タン ¥13,200 

PTBA00403
ダブル・フードボウル/フリッツ
ホワイト ¥13,200 

PTBA00601
ペットハンモック/ラウンジャー/
ブラック ¥27,500 

PTBA00602
ペットハンモック/ラウンジャー/
オリーブ ¥27,500 

PTBA00603
ペットハンモック/ラウンジャー/
ブルーストライプ ¥27,500 

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

PTFAC0101
国産牛皮/チップス/S ¥1,320

PTFAC0102
国産牛皮/チップス/L ¥1,320

PTFAC0103
国産牛皮/ストリップ ¥1,320

PTFAC0104
国産牛皮/フラットロール ¥1,320

PTFAC0107
国産牛皮/ツイスト ¥1,320

PTFAC0108
国産牛皮/ロール ¥1,650

PTFAC0105
国産牛皮/チップス/S/
バリューパック ¥3,520

PTFAC0106
国産牛皮/チップス/L/
バリューパック ¥3,520

PTFA01101
アニマル・プラッシュトイ/
XS/エレファント ¥770

PTFA01102
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ラビット ¥770

PTFA01103
アニマル・プラッシュトイ/
XS/バット ¥770

PTFA01104
アニマル・プラッシュトイ/
XS/パンダ ¥  770

PTFA01105
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ベア ¥  770

PTFA01106
アニマル・プラッシュトイ/
XS/ピッグ ¥  770

PTFA01201
アニマル・プラッシュトイ/
S/エレファント ¥990

PTFA01202
アニマル・プラッシュトイ/
S/ラビット ¥990

PTFA01203
アニマル・プラッシュトイ/
S/バット ¥990

PTFA01204
アニマル・プラッシュトイ /
S/ パンダ ¥  990

PTFA01205
アニマル・プラッシュトイ/
S/ベア ¥  990

PTFA01206
アニマル・プラッシュトイ/
S/ピッグ ¥  990

PTFA01304
アニマル・プラッシュトイ/
M/エレファント ¥1,320

PTFA01305
アニマル・プラッシュトイ/
M/ラビット ¥1,320

PTFA01404
アニマル・プラッシュトイ/
L/エレファント ¥1,980

PTFA01405
アニマル・プラッシュトイ/
L/ラビット ¥1,980

PTFA01501
アニマル・プラッシュトイ・
ウィズロープ/リノ ¥990 

PTFA01502
アニマル・プラッシュトイ・
ウィズロープ/ヒッポ ¥990 

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
 ¥990

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
 ¥990

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.11 をご確認ください。※表示価格はすべて「税込み」です。

2023 定番アイテムリスト

PTLA00216
ジャパン/ドロボウ ¥990

ジャパン/カブト ¥990
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PTFA01004
プラッシュワンド/ベア
 ¥1,100

PTFA01005
プラッシュワンド/ピッグ
 ¥1,100

PTFA01006
プラッシュワンド/ラビット
 ¥1,100

PTFAC0001
浄水触媒 ¥2,310

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

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

PTFA10001
オーガニック・ブランケット/S
 ¥8,800

PTFA10002
オーガニック・ブランケット/L
 ¥13,200

PTFA10011
オーガニック・ベッド/S 
 ¥22,000

PTFA10012
オーガニック・ベッド/L
 ¥29,700

ファッド・プラス

PTFAP12001
ファーム･プラッシュトイ/キュウリ
 ¥550

PTFAP12002
ファーム･プラッシュトイ/ニンジン
 ¥550

PTFAP12003
ファーム･プラッシュトイ/トマト
 ¥550

PTFAP12004
ファーム･プラッシュトイ/キャベツ
 ¥550

PTFAP12005
ファーム･プラッシュトイ/ナス
 ¥550

PTFAP4001
トリーツトイ/ミートボーン
 ¥660

PTFAP4002
トリーツトイ/キャンディ
 ¥660

PTFAP4003
トリーツトイ/サンドイッチ
 ¥660

PTFAP4004
トリーツトイ/マカロン
 ¥660

PTFAP4006
トリーツトイ/オレンジ ¥880

PTFAP4007
トリーツトイ/ストロベリー ¥880

PTFAP4008
トリーツトイ/キウイ ¥880

PTFAP4009
キャットニップトイ（2個入り）/
ハート＆リーフ ¥825

PTFAP11001
サファリ・プラッシュトイ/S/
モンキー ¥990

PTFAP11002
サファリ・プラッシュトイ/S/
パンサー ¥990

PTFAP11003
サファリ・プラッシュトイ/S/
ライオン ¥990

PTFAP11004
サファリ・プラッシュトイ/S/
ジラフ ¥990

PTFAP014
キャンディー・リングトイ/S
 ¥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

PTFAP09601
ハンドメイド･ニットトイ/
テニスボール ¥1,320 

PTFAP09602
ハンドメイド･ニットトイ/
ラグビーボール ¥1,320 

PTFAP09603
ハンドメイド･ニットトイ/
ベースボール ¥1,320 

PTFAP09604
ハンドメイド･ニットトイ/
バスケットボール ¥1,320 

PTFAP3201
キャットトイ/クラブ/
ラージ ¥770

PTFAP3202
キャットトイ/ブルーフィッシュ/
ラージ ¥770

PTFAP3203
キャットトイ/シーホース/
ラージ ¥770

PTFAP3204
キャットトイ/スクイッド/
ラージ ¥770

PTFAP3205
キャットトイ/キャタピラー/ラージ
 ¥990

PTFAP3206
キャットトイ/ビー/ラージ ¥990

PTFAP3207
キャットトイ/レディバグ/ラージ
 ¥990

PTFAP3208
キャットトイ/ブルーバタフライ/
ラージ ¥990

PTFAP3101
キャットトイ/クラブ/ミニ ¥528

PTFAP3102
キャットトイ/ブルーフィッシュ/
ミニ ¥528

PTFAP3103
キャットトイ/シーホース/
ミニ ¥528

PTFAP3104
キャットトイ/スクイッド/
ミニ ¥528

PTFAP3105
キャットトイ/キャタピラー/ミニ
 ¥528

PTFAP3106
キャットトイ/ビー/ミニ ¥528

PTFAP3107
キャットトイ/レディバグ/ミニ
 ¥528

PTFAP3108
キャットトイ/ブルーバタフライ/
ミニ ¥528

PTFAP3109
キャットトイ / ミニ /24個セット /
シーアニマルズ ¥12,672   

PTFAP3110
キャットトイ/ミニ/24個セット/
バグズ ¥12,672   

PTFAP01903
フェザーワンド/ピンクバード
 ¥1,100

PTFAP01904
フェザーワンド/ブルーバード
 ¥1,100

PTFAP01905
フェザーワンド/ピンクオウル
 ¥1,100

PTFAP01906
フェザーワンド/ブルーオウル
 ¥1,100

PTFAP0201
プープバッグ・ディスペンサー/
ピンク/1ロール ¥770

PTFAP0202
プープバッグ・ディスペンサー/
オリーブ/1ロール ¥770

PTFAP0203
プープバッグ・ディスペンサー/
ネイビー/1ロール ¥770

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

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

PTLA0131
ドクタータマゴ ¥990

PTLA0106
タマゴ/S ¥770

PTLA0547
タマゴ/L ¥1,540



09

PTLA0549
タマゴ/LL ¥2,860 

PTLA0113
タマゴ/キング ¥880

PTLA0114
タマゴ/デビル ¥880

PTLA1064
ハート ¥1,430 

PTLA0805
ダッキー/イエロー ¥1,100

PTLA0864
ダッキー/ブラック ¥1,100

PTLA0895
ダッキー/ハート ¥1,100

PTLA2604
LANCOジャンボダッキー/イエロー
 ¥5,280 

PTLA2605
LANCOジャンボダッキー/ブラック
 ¥5,280 

PTLA0509
LANCOサッカーボール/S ¥880

PTLA1046
LANCOサッカーボール/M ¥1,430 

PTLA1604
LANCOサッカーボール/L ¥1,650 

PTLA2302
LANCOサッカーボール/LL ¥3,190 

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 ¥16,500

PTOF2109021
ポータブル･ケージ/ダブル/
オールブラック ¥29,700

PTOF210999
ポータブル･ケージ用ハンモック
 ¥2,750

ペット・ ブルーン

PTBN00101
ドッグ・バルーン
 ¥2,640

エム・ピー・エス

PTMP00201
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 1（XXS） ¥7,150

PTMP00202
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 2（XS） ¥8,250

PTMP00203
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 3（S） ¥9,350

PTMP00204
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 4（M） ¥22,000

PTMP00205
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 5（L） ¥35,200

PTMP00206
ペット･ケージ/SKUDOイアタ/
サイズ 6（XL） ¥46,200

PTMP00299
ペット・ケージ/SKUDOイアタ用
キャスター ¥7,920

ニーナ・オットソン

PTOT693431
チャレンジスライダー ¥5,830

PTOT695811
パズル･アンド･プレイ/レイニー
 ¥4,730

PTOT696631
マルチパズル/ブルー ¥6,600

PTOT67326
トリーツ・タンブルボール/S/ブルー
 ¥1,540 

PTOT67327
トリーツ・タンブルボール/L/レッド
 ¥1,980

PTOT67331
トリーツ・ゲーム/サークル
 ¥2,970 

PTOT67332
トリーツ・ゲーム/トルネード
 ¥4,400 

PTOT67333
トリーツ･ゲーム/ブリック
 ¥4,620 

PTOT67334
トリーツ・ゲーム/カジノ
 ¥4,950 

PTOT67335
トリーツ･ゲーム/ツイスター
 ¥5,280 

PTOT67575
トリーツ・メイズ
/グリーン&パープル ¥3,300 

PTOT69479
トリーツ・ゲーム/レディバグ
 ¥4,620 

PTOT69583
トリーツ・ゲーム/ウォーターメロン
 ¥4,620 

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 ¥1,430 

PTOW30004
ファイアーホース・スクイーク&
フェッチ/M ¥ 1,980  

PTOW30005
ファイアーホース・スクイーク&
フェッチ/L ¥2,420 

PTOW31001
ハイド・アンド・シーク/スモール
 ¥3,080

PTOW31011
ハイド・アンド・シーク/ラージ
 ¥4,180 

PTOW32010
インビンシブルズ/ミニ/ドッグ
 ¥1,320 

PTOW32011
インビンシブルズ/ミニ/ダック
 ¥1,320 

PTOW32012
インビンシブルズ/ミニ/ヘッジホッグ
 ¥1,320 

PTOW32013
インビンシブルズ/ミニ/ピッグ
 ¥1,320 

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

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

PTOW67829
ファン&スロウフィーダー
ボウル/XS/ミント ¥1,430 

PTOW69754　
ファン&スロウフィーダー
ボウル/XS/ピンク ¥1,430 

PTOW51004
ファン&スロウフィーダー
ボウル/オレンジ ¥3,190 

PTOW51005
ファン&スロウフィーダー
ボウル/パープル ¥3,190 

PTOW51006
ファン&スロウフィーダー
ボウル/ティール ¥3,190 

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

ペットキット

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 ¥20,900 

PTPE004021
ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 2S ¥9,900 

PTPE00411
ドリンキング・ウォーター
ファウンテン 3 ¥17,600 

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）
 ¥3,960  

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

PTPE00111
ワンタッチ･ウォーターボトル/
300/ホワイト
 ¥2,970 
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PTPE00112
ワンタッチ・ウォーターボトル/
300/ピンク ¥2,970 

PTPE00113
ワンタッチ・ウォーターボトル/
300/ブルー ¥2,970 

PTPE00201
スケール・フィーディングボウル
S/ ホワイト ¥6,050 

PTPE00202
スケール・フィーディングボウル
S/ カウプリント ¥6,050 

PTPE00203
スケール・フィーディングボウル
S/ カラーボール ¥6,050 

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

PTPE00502
フレッシュ・ナノ/ダブル ¥3,960 

PTPE00601
ファン・ツリー/3コセット/S
 ¥4,400

PTPE00701
マッサージ・コーム ¥1,430 

PTPE00821
ピュラ・キャット ¥19,800  

PTPE1101
キャットリター/トウフ ¥1,870 
※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

PTPS69585
フィッシー･ファンフィーダー
マット ¥2,200

PTPS69717
ファン & スロウフィーダーボウル /
キャット ¥1,430

PTPS310
トンズ･オブ･テイル
 ¥880 

PTPS31301
オルカキャット・スプール
 ¥495

PTPS326
デンタル･ヘルス･チューズ

（2コセット） ¥1,100 

PTPS327
デンタル･チューマウス

（2コセット） ¥1,100 

PTPS333
デンタル･プレッツェル ¥880

PTPS68049
キャット･ジャック
 ¥880

PTPS394
スクラッチ･アンド･レスト
 ¥2,970

PTPS317
タワーオブ･トラックス
 ¥3,520 

PTPS736
チーズ･チェイス ¥3,850 

PTPS737
キャットニップ･チェイサー
 ¥2,200  

PTPS216
ウッディー・タフ・スティック/
スモール ¥880 

PTPS217
ウッディー・タフ・スティック/
ミディアム ¥1,100 

PTPS218
ウッディー・タフ・スティック/
ラージ ¥1,980 

PTPS219
ウッディー・タフ・スティック/
ジャイアント ¥3,300 

PTPS67820
ウッディー･タフ･リング
 ¥1,760 

PTPS263
クランチコア･ボーン/
スモール ¥1,320 

PTPS264
クランチコア･ボーン/
ミディアム ¥1,540 

PTPS265
クランチコア･ボーン/
ラージ ¥1,980 

PTPS266
クランチコア･ボーン/
ジャイアント ¥3,300 

PTPS667
ディアー・ホーン/
スモール ¥990

PTPS668
ディアー・ホーン/
ミディアム ¥1,650 

PTPS669
ディアー・ホーン/
ラージ ¥2,420 

PTPS670
ディアー・ホーン/
ジャイアント ¥3,300 

PTPS67339
チキン・ボーン/
プチ ¥990 

PTPS67340
チキン・ボーン/
スモール ¥1,430 

PTPS67341
チキン・ボーン/
ミディアム ¥1,980  

PTPS67342
チキン・ボーン/
ラージ ¥2,750 

PTPS68609
レバー・ブランチ/
スモール ¥1,320

PTPS70304
アルファコア・ボーン/ミディアム
 ¥2,310 

PTPS70305
アルファコア・ボーン/ラージ
 ¥3,520 

PTPS68895
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/スモール ¥1,760 

PTPS68896
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/ミディアム ¥2,530 

PTPS68897
クラック・アンド・フェッチ・
スティック/ラージ ¥3,080 

PTPS69590
グラント・アンド・パント・
テニスボール ¥1,760 

PTPS221
ミニ･オルカ･ボーン
 ¥1,100 

PTPS230
オルカ･ボーン
 ¥1,760 

PTPS239
オルカ･トリプル･リンクス
 ¥1,980 

PTPS68118
オルカ・キャタピラー
 ¥770

PTPS234
プチ･オルカ･チューセット
 ¥1,650 

PTPS237
ミニ・デンタル・チューパック

（3コセット） ¥1,760

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

PTPS68019
リング･トラック
 ¥3,520

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

トール・テイルズ

PTTL0204
ド リ ー ム チ ェ イ サ ー ･ ウ ォ ー タ プ
ルーフ･スロー/グレイ ¥9,900

PTTL0205
ド リ ー ム チ ェ イ サ ー ･ ウ ォ ー タ プ
ルーフ･スロー/タン ¥9,900

PTTL0646
クランチ･トイ/アリゲーター
 ¥3,080

PTTL0647
クランチ･トイ/タートル
 ¥3,080
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PTTL0648
クランチ･トイ/スネイク
 ¥3,080

PTTL0664
フラップ･トイ/シーガル
 ¥3,080

PTTL0667
フラップ･トイ/バス ¥3,080

PTTL0676
フラップ･トイ/クラブ ¥3,080

PTTL0658
プラッシュ･トイ/イェティ
 ¥4,180

PTTL0024
ウォータプルーフ・パッド/
S/ベージュ ¥1,870 

PTTL0033
ウォータプルーフ・パッド/
M/ベージュ ¥2,750 

PTTL0042
ウォータプルーフ・パッド/
L/ベージュ ¥3,850 

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

ワウ

PTAW001
WAWアンチ・ショック
XXS/ブラック ¥3,960 

PTAW002
WAWアンチ・ショック
XS/ブラック ¥3,960 

PTAW003
WAWアンチ・ショック
S/ブラック ¥4,180 

PTAW004
WAWアンチ・ショック
M/ブラック ¥4,400 

PTAW005
WAWアンチ・ショック
L/ブラック ¥4,620 

PTAW006
WAWアンチ・ショック
XL/ブラック ¥4,950 

PTAW007
WAWアンチ・ショック
XXL/ブラック ¥5,280 

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



 

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は色が異なる場合があります。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。

DADWAYPET シーズナルカタログ 2023SS
2023 Ⓒ DADWAYPET, Inc. All Rights Reserved.

NOT FOR SALE


