


577880
サイズ／W530×D700×H2,200～2,650mm
カラー／本体 ： シャンパンシルバー
　　　　棚板 ： ダークブラウン、ハンモック ： ブラウン
製品重量／15kg
本体総耐荷重／15kg
《棚板・ハンモック1段耐荷重：5kg》
材質／スチールパイプ
　　　棚板 ： パーティクルボード、ポリエステル生地

税別価格 ￥28,500

キャットポール

PAT

ポールタイプのキャットツリー

Wフレームなので大きめの猫ちゃんも安心！
ジョイントしてネジを止めるだけの簡単組立！
並べて使えばお部屋が猫ちゃんたちの基地に変身。

ジョイントしてネジを止めるだけの簡単組立！
天井への調節は、伸縮パイプで45cmの調節範囲で幅広く対応
棚板・ハンモックは、各段45°ピッチで
回転させて固定出来るので、自由にレイアウト可能！

天井にラクラクフィット

730704
サイズ／W800×D800×H2,280～2,730mm
製品重量／18kg
本体総耐荷重／20kg
《棚板・ハンモック1段耐荷重：8kg》
材質／スチールパイプ
　　　棚板 ： 合板、ポリエステル生地

税別価格 ￥33,000

キャットベース

PAT.P

組付け自由自在！
ジャングルジムタイプのキャットツリー 棚板の位置は、たて、横

二方向に取り付け可能

天井にラクラクフィット アジャスターで調節カンタン

ポールタイプ
なので、少ない
スペースでも
設置可能

猫の理想の暮らし ストレスフリーな空間作り
猫が求める運動は、跳び上がったり跳び降りたりする
垂直方向の動きです。自由で安全な垂直運動ができ
る環境は、運動不足やストレスを解消でき理想的です。

可愛い肉球も見えます

大型
ハンモックは

前・後の二方向に
取り付け可能

透

明ボウルベッドタ
イプ

耐荷重

8kg
まで

耐荷重

8kg
まで

PAT.P

767519
サイズ／W550×D440×H220mm（ラタンをのぞく）
税別価格 ￥7,000

キャットポール クリアハンガー（別売用）

　　　　　  キャットポールにも取り付け可能

274482
サイズ／W650×D370×H2,280～2,730mm
カラー／本体 ： シャンパンシルバー
　　　　棚板 ： ダークブラウン、ハンモック ： ブラウン
製品重量／16kg
本体総耐荷重／15kg
《棚板・ハンモック1段耐荷重：5kg》
材質／スチールパイプ
　　　棚板 ： パーティクルボード、ポリエステル生地

税別価格 ￥29,500

キャットウォーク

PAT

新感覚のキャットツリー

781164
サイズ／W668×D385×H2,200～2,730mm
製品重量／18kg
本体総耐荷重／20kg
《棚板・ハンモック1段耐荷重：8kg》

税別価格 ￥29,800

キャットウォーク モダン

PAT.P

スクラッチキャットツリー

天井の高さ調整は、228cm～273cmの調整範囲で幅広く対応
フレームタイプなので奥行きが少なくスペースを取りません
棚板・ハンモックは、上下・左右お好みの位置に取付可能
複数並べて使えば、壁面をキャットウォークに！

新発想スリム＆モダンスクラッチキャットツリー
天井の高さ調整は、220cm～273cmまで可能
背面スクラッチパネルはインテリアに映える染色麻布地使用
とぎクズが出にくくお手入れ楽々で長持ち！
猫ちゃんの姿が下から見えるクリアハンモック

ジョイントして
ネジ止めだけで、
組み立て簡単

天井にラクラクフィット

※上下交換の際は2枚ご購入ください

お好みの位置に取付可能

耐荷重

5kg
まで

耐荷重

5kg
まで

PAT.P

781171
サイズ／W230×D4×H978mm
税別価格 ￥3,000

キャットウォーク モダン 
交換用スクラッチパネル（1枚入）

PAT.P

781188
サイズ／W285×D440×H50mm（遊具を含む）
税別価格 ￥2,500

キャットウォーク モダン クリアハンモック

背面スクラッチパネル

 キャットウォークにも取り付け可能
767502
サイズ／W530×D700×H2,200～2,650mm
製品重量／16kg
本体総耐荷重／15kg
《棚板・ボウルベッド1段耐荷重：5kg》
材質／スチールパイプ、ボウルベッド ： PC、
　　　棚板 ： パーティクルボード、ポリエステル生地
税別価格 ￥33,500

キャットポール クリアハンガー

PAT

透明ボウルベッドのキャットツリー

くつろぎハンモックタ
イプ

お好みの角度に取付可能
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別売パーツをプラスして２段から３段へ拡張可能！
たのしいハンモック付き！

704545
税別価格 ￥12,500

スリムキャットサークル　拡張セット 部屋に調和する
木目パネル

猫砂飛散を防止する
三面パネル

棚を並べると
2部屋仕様の
間仕切りに！

スリムタイプのキャットサークル

扉を開ければ、高さを生かした
プレースペースとしてもご使用
できます

上下運動が出来るハンガーベッド
ゆったりくつろげるハンモック付

耐荷重

6kg

※写真の中のラクラク猫トイレWブロック、しつけるトイレC-Mは別売りです。

※猫砂飛散を完全に止める
　ものではありません。

※写真の中のしつけるトイレCSは別売りです。

本体総荷重／6kg
材質／ポリエステル

801800

税別価格 ￥2,400

ウッドワンサークル キャット用 ハンモック

３段タイプなら
多頭飼育にも！

709403
サイズ／W895×D570×H1,190mm
本体重量／約18kg　　耐荷重 ： 6kgまで

税別価格 ￥28,000

ウッドワンサークル キャット　2段タイプ
709410
サイズ／W895×D570×H1,770mm
本体重量／約26kg　　耐荷重 ： 6kgまで

税別価格 ￥39,000

ウッドワンサークル キャット　3段タイプ

704521
サイズ／W720×D600×H1,040mm
製品重量／約12kg

税別価格 ￥26,000

スリムキャットサークル　2段タイプ

PAT.P

PAT.P

704538
サイズ／W720×D600×H1,540mm
製品重量／約20kg

税別価格 ￥36,000

スリムキャットサークル　3段タイプ

PAT.P

03 04部屋にも猫にも“ちょうど良い”室内サークル（猫用） 室内サークル（猫用）お部屋の雰囲気にもなじみやすい木目調の猫用サークル



※写真は使用例です。食器、トイレは別売りです。

ホワイト（底トレー／ピンク）／292462
ブラウン（底トレー／モカブラウン）／292479
サイズ／W670×D506×H744mm
税別価格 ¥15,000 PAT.P

サークルームコンフォート ・ ミニ Hi

ホワイト（底はピンク） ブラウン（底はモカブラウン）

730568
サイズ／ サークル ： W685×D530×H835mm
 底トレー ： W715×D565×H35mm

税別価格 ¥17,800

ウッドワンサークル キャット ミニ

お部屋の雰囲気にもなじみやすい
木目調の猫用サークル

上下運動が出来るハンガーベッド
ゆったりくつろげるハンモック付

扉を外し、高さを生かしたプレースペース
としてもご使用できます ※写真の中のしつけるトイレCSは別売りです。

スクエア／デニムチェック

ブラウン

ネイビー

スクエア／ドットピンク

デニムチェック／730469
ドットピンク／730476
サイズ／W380×D380×H230mm
材質／綿、ポリエステル
本体総荷重／6kg

税別価格 ¥4,800

キャットファンモック スクエア

耐荷重

6kg

ラウンド／デニムチェック ラウンド／ドットピンク

デニムチェック／730483
ドットピンク／730490
サイズ／W380×D380×H140mm
材質／綿、ポリエステル
本体総荷重／6kg

税別価格 ¥4,800

キャットファンモック ラウンド

耐荷重

6kg

おしゃれな曲げ加工

サークルに取付OK

高級感あふれる
ハンガーベッド

イスや屋内家具にも
取付可能な金具付き

ふかふかハンモック
リバーシブル

おしゃれな花柄模様

750320
サイズ／ サークル ： W820×D505×H1,300mm
 底トレー ： W880×D565×H40mm

税別価格 ￥42,000

インテリアサークル プルミエ キャット フローラル

ブラウン／767571
ネイビー／767588
サイズ／W480×D370×H150mm
重量／約700g
材質／ポリエステル、綿、PVC
対象猫体重／6kgまで

税別価格 ¥5,500

肉球みえちゃうハンモック

704415
サイズ／約W500×D400mm
重量／約220g
材質／ポリエステル、PVC、鋼
対象猫体重／6kgまで

税別価格 ¥3,500

ネコうらみえちゃうサークルハンモック

肉
球
も
バッ

チリ！
！

底が透明になっているハンモック
愛猫の裏側・肉球見放題！
リバーシブルクッション付き

05 06室内サークル（猫用）・ハンモック 室内サークル（猫用）・ハンモック



ブラウン／707201
ホワイト／707218
サイズ／ サークル ： W870×D545×H600mm
 底トレー ： W895×D570×H35mm

税別価格 ¥16,800

ウッドワンサークル

730551
サイズ／ サークル ： W685×D530×H550mm
 底トレー ： W715×D565×H35mm

税別価格 ¥12,800

ウッドワンサークル ミニ

いたずら盛りでも安心の天井フェンス付

大きく開く扉でお手入れ楽々

Sサイズのトイレが縦置きできるので
ゆったりサイズ

※写真のしつけるトレーメッシュプラスSは別売りです。

ホワイト

ブラウン

天井面と両サイドに木のフレームを施した、
お部屋に調和しやすいデザインの犬用サークルです。

※写真の中のしつけるトレーメッシュプラスSは別売りです。

天井ネットは、開閉できるファスナー付

Sサイズのトレイが縦置きできる
ゆったりサイズ

小型犬に
安全・安心の
室内サークル

サークル、
天井メッシュネット、
底トレーがセットに
なっています

トレートイレを置いたまま引き出し可能

家の壁へのいたずら、毛の飛び散りをガード！ どんな部屋のレイアウトでも便利な両引き戸式ドア

サイズ
L

Wドアで
ラクラク快速
お掃除

屋根付き
で安心

サイズ
S

PAT.P

サイズ／W900×D580×H600mm
製品重量／約11.5kg
材質／スチール、天然木、PP、ABS、PVC発泡板

767304

税別価格 ¥22,000

ダブルワンサークル S

PAT.P

サイズ／W1,200×D730×H700mm
製品重量／約16.5kg
材質／スチール、天然木、PP、ABS、PVC発泡板

767311

税別価格 ¥27,000

ダブルワンサークル L

※写真の中のしつけるトレーメッシュプラスは別売りです。

背面パネルは
汚れや引っかきに
強い木目調樹脂

07 08室内サークル（犬用） 室内サークル（犬用）お部屋に調和しやすい木目調の犬用サークル



ブラウン

付属クッションで
ハウスにも

ブラウン／751303
ナチュラル／751310
サイズ／W545×D480×H590mm
製品重量／約11kg
材質／MDF、スチールパイプ、ポリエステル

税別価格 ¥12,000

ネコレスト

PAT.P

ブラウン／751327
ナチュラル／751334
サイズ／W445×D435×H765mm
製品重量／約11kg
材質／MDF、スチールパイプ、ポリエステル

税別価格 ¥14,000

ネコレスト Hi

PAT.P

※写真の中のしつけるトイレCMは別売りです。  （収納可能トイレ W510×D380×H190mm以内）

フラップ扉を収納、
引き出しトレーで
ラクラクお手入れ！

クッションは
裏表で生地が違う
リバーシブル仕様

見晴らし
台に

多頭飼い
にも

ナチュラル

上段はベッド、中段はハウス、下段はトイレ
スペースなど、使い方いろいろ！

インテリアにもピッタリ！
フェルト製のおしゃれな猫ハウス
中で遊べるラタン調ボールつき

※写真の中のラクラク猫トイレ ダブルブロックは別売りです。  
（収納可能トイレ W420×D350×H200mm以内）

耐荷重

8kg
まで

耐荷重

5kg
まで

付属クッションで
ハウスにも

ブラウン／767540
レッド／767526
ネイビー／767533
サイズ／（約）W350×D350×H350mm
製品重量／約1kg
材質／フェルト、ポリエステル、ラタン調ボール

オープン価格

フェルトキューブハウス

レッド

ブラウン

ネイビー

さらさら
爽やか

ふわふわ
あったか

ナチュラル

ブラウン

サイズ／W900×D600×H50mm
製品重量／約1.9kg
材質／カバー ： ポリエステル
　　　芯材 ： ポリエチレン

767212

税別価格 ¥9,500

エアブリーズXLサイズ

本体もクッションカバーも
洗えて清潔 !

ピンク／747719
ブルー／747726
イエロー／747733
サイズ／W430×D360×H150mm
材質／本体 ： ポリプロピレン
　　　クッション ： ポリエステル

オープン価格

洗えるベッド PPカドラー S
ピンク／747740
ブルー／747757
イエロー／747764
サイズ／W520×D400×H170mm
材質／本体 ： ポリプロピレン
　　　クッション ： ポリエステル

オープン価格

洗えるベッド PPカドラー M

簡単に取り外して
洗えるから清潔！

クッションはリバーシブル

ピンク

ピンクブルー

ブルー

イエロー

サイズ
S

サイズ
M

サイズ／W600×D450×H50mm
製品重量／約1kg
材質／カバー ： ポリエステル
　　　芯材 ： ポリエチレン

767205

税別価格 ¥4,900

エアブリーズMサイズ

取っ手付きで移動もラクラク

ダニ・カビが発生しに
くい構造だから清潔

イエロー

通気性
バツグン

サイズ
M

サイズ
XL

シニア犬の床ずれ防止や寝たきりで介護が必要な
ペットにもおすすめ

ハニカムメッシュで夏も快適 裏面はボア生地で冬でもあったか

09 10ハウス マットレス・ハウス・ベッドトイレスペースもオシャレなインテリアに



グレー

キャスターベース
を外しておしゃれな
バッグとしても！

前後からも上部からも開閉できるので便利
肩からかけて楽ちんなショルダー付
手提げ用の持ち手も！
メッシュ部分が多いのでペットも
飼い主さんも安心設計

カバーを取り外せば、
バッグごと水洗いが可能
飛び出し防止リード付

レッド／781133
ブルー／781140
グレー／781157
サイズ／（約）W300×D570×H430mm
　　　　バッグのみ寸法 ： （約）W300×D530×H350mm
材質／バッグ ： ポリエステル
　　　キャスターベース ： MDF、アルミ、PP
税別価格 ￥16,800

ペット トラベラーLサイズ

ロック付きのファスナーで安心

ショルダーにネームプレート付便利なポケット付

カバン本体とキャスターベースは
簡単に分離可能

前面はロールアップ可能

内側にはリード取り付け金具付

巾着を閉めて安心上部は大きく開く上トビラ
（ファスナーロック付）

マットは芯材をぬいて洗える

ハンドルは簡単収納

ボアマットは取り出せます

キャスターはワンタッチで
取り外し可能

収納はコンパクトに折りたためます

レッド

レッド

ブルー

ブルー

グレー

10kg
までの
ペットに

6kg
までの
ペットにサイズ

S

サイズ
L

レッド／781102
ブルー／781119
グレー／781126
サイズ／（約）W240×D500×H360mm
　　　　バッグのみ寸法 ： （約）W240×D460×H280mm
材質／バッグ ： ポリエステル
　　　キャスターベース ： MDF、アルミ、PP
税別価格 ￥13,800

ペット トラベラーSサイズ

ピンク／703203
オレンジ／703210
ネイビー／703227
レッド／703234
サイズ／W450×D210×H550ｍｍ（取っ手含む）
重量／約0.7kg
耐荷重／5kg
材質／バッグ本体 ： ポリプロピレン　
　　　内袋 ： ポリエステル
　　　巾着 ： ポリエステル
　　　底板 ： ポリエチレン、ナイロン
　　　飛び出し防止ベルト ： ナイロン、鋼ナスカン

税別価格 ¥9,000

※本品はハンドメイドのため、サイズやデザインに若干
　違いが生じます

PORKET（ポルケット）

ねこちゃんにも

レッドネイビー

オレンジピンク

11 12キャリー キャリーペットと一緒にラクラクおでかけ！ プラっとおでかけ！おしゃれなキャリー



レッド／706013
オリーブ／706020
サイズ／組立時 ： 約W580×D890×H970mm
　　　　バッグ ： 約W400×D680×H420mm
　　　　折りたたんだ状態 ： 約W580×D1,110×H280mm
重量／約11kg
耐荷重／30kgまで
材質／フレーム ： スチール　バッグ ： ナイロン

税別価格 ¥37,000 PAT.P

ペットバギー・DECAプログレ

デニム／730674
サイズ／組立時 ： 約W580×D890×H970mm
　　　　バッグ ： 約W400×D680×H420mm
　　　　折りたたんだ状態 ： 約W580×D1,110×H280mm
重量／約11kg
耐荷重／30kgまで
材質／フレーム ： スチール　バッグ ： ポリエステル

税別価格 ¥41,000 PAT.P

ペットバギー・DECAプログレ デニム

ハンドルはソフトグリップ・後輪は、ストッパー付き
バッグを取り付けたままで折りたたみ簡単！
折りたたんだ状態でラクラク引っ張れます
底マットには、ペットシーツの取付け可能

フレームが太くなり強度アップ！
ハンドブレーキ付きだから安心
前後輪は、サスペンション付
バッグには、正面小窓付きで安心！
ポケットは、全部で3箇所

ネットで
通気性抜群

乗り降り用
スロープ付き

ハンド
ブレーキ付き

前・後輪
サスペンション
付き

底マットに
シーツを
セットして

折りたたんで
引っ張れる

レッド

オリーブ

おしゃれな
デニム仕様！

耐荷重

30 kg
まで

耐荷重

30 kg
まで

荷重前 荷重後

デニム

安全リード4本付
（内二本取外しOK）

誤操作防止機能付レバー

折りたたんで引っ張れる収納ポケット・ドリンク
ホルダー付

ワンタッチフォールディング対面仕様に変更OK

持ち運びに便利な取手付

後輪ワンタッチロック
カーキ／746712
デニム／746729
レッド／746736
サイズ／組立時 ： 約W580×D855×H970ｍｍ
　　　　折りたたんだ状態 ： 約W580×D1150×H260ｍｍ
重量／9kg
耐荷重 ： 20kgまで
材質／フレーム ： スチール　
　　　バッグ（カーキ・レッド） ： ナイロン
　　　バッグ（デニム） ： 綿、ポリエステル

税別価格 ¥34,000

ペットバギー ピークル

たくさんのワンちゃんと一緒のお出かけに
もしもの災害時の移動や一時のハウス代わりに…
イベントやお友達との集まりに
ワンちゃんを連れてのショッピングやお食事に

1頭でも多頭用でもOK!

カーキ デニム レッド

耐荷重30kgまでOKな大型ペットバギー

耐荷重

20 kg
まで

Mサイズ
Sサイズ

サイズ 幅約20×長さ約30cm

※ポリ袋はトイレに流さ
　ないようにして下さい。

25枚入／265015
100枚入／265022
材質／水溶紙、ポリエチレン
オープン価格

マナーパック

クマ／747818　　　サイズ／（約）W395×D55×H120mm
ウサギ／747825　　サイズ／（約）W395×D55×H155mm
カエル／747832　　サイズ／（約）W395×D55×H120mm
材質／ポリエステル
税別価格 ¥1,750

アニマルフェイス マナーベルトS

クマ／747849　　　サイズ／（約）W460×D55×H120mm
ウサギ／747856　　サイズ／（約）W460×D55×H155mm
カエル／747863　　サイズ／（約）W460×D55×H120mm
材質／ポリエステル
税別価格 ¥1,950

アニマルフェイス マナーベルトM

クマ ウサギ カエル

小・中型
犬用
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しつけるトレー専用追加・交換専用メッシュ

Sサイズ／ブラウン

メッシュも回転！シーツ交換が簡単

ひっかき・かみつき防止に

メッシュ
トレー

メッシュを外せばフレームタイプ

いたずらが無くなれば

フレーム
タイプ

脱・着可能なメッシュカバー

取り外し簡単ワンタッチ！！

外せる
メッシュ

ブラウン／703005
ピンク／703012
アイボリー／703029
サイズ／W480×D350×H40mm
材質／シーツフレーム ・ 底トレー・メッシュ ： PP樹脂
　　　サイドロック ： ABS樹脂

税別価格 ¥2,400

しつけるトレー メッシュプラス S

PAT.P

ブラウン／703036
ピンク／703043
アイボリー／703050
サイズ／W630×D480×H40mm
材質／シーツフレーム ・ 底トレー・メッシュ ： PP樹脂
　　　サイドロック ： ABS樹脂

税別価格 ¥3,500

しつけるトレー メッシュプラス M

PAT.P

ブラウン／704033
ピンク／704040
アイボリー／704057
サイズ／W630×D480×H25mm
材質／ポリプロピレン・エラストマー

税別価格 ¥3,300

薄型しつけるトレー M

PAT.P

税別価格 ￥850

しつけるトレー
専用メッシュ Sサイズ
ブラウン／703067

PAT.P

税別価格 ￥1,250

しつけるトレー
専用メッシュ Mサイズ
ブラウン／703074

PAT.P

ブラウン／704002
ピンク／704019
アイボリー／704026
サイズ／W480×D350×H25mm
材質／ポリプロピレン・エラストマー

税別価格 ¥2,200

薄型しつけるトレー S

PAT.P

イージーウォッシュで楽々キレイ

凸凹が少ないから、サッと拭ける

メッシュも回転！シーツ交換が簡単

六角形メッシュでお掃除楽 ！々
幼犬・老犬でも安心の低床トレー

抗菌
成分配合

ブラウン

アイボリー

アイボリー

ピンク

ピンク

汚れが溜まりにくい

隅々まで楽々お掃除！

片側のロック解除で…

お手入れ
簡単

広い

六角形
メッシュ

*2018年度、当社製品において。最薄設計* × キレイ長持ち！

Sサイズ／アイボリー

お部屋の空間に圧迫感のない
クールでスタイリッシュなクリアトイレ

使い易い薄型設計で掃除の手間が
軽減するハニカムメッシュ仕様

凹凸がないのでサッと時短お掃除幼犬・老犬に優しい低床式

フローリングに置いても滑りにくい
プラパートを使用しています

成形部材は抗菌成分配合で長期に
渡り、清潔にお使いいただけます

部屋を選ばないお洒落なインテリアトイレ

704095

税別価格 ¥4,900

ペットレークリアメッシュ　Mサイズ

サイズ／W640×D490×H25mm
材質／メッシュ ： PP（抗菌成分配合）
　　　底トレー ： ABS（抗菌成分配合）
　　　プラパート ： PUR（ポリウレタン）

704088

税別価格 ¥3,300

ペットレークリアメッシュ　Sサイズ

サイズ／W495×D360×H25mm
材質／メッシュ ： PP（抗菌成分配合）
　　　底トレー ： ABS（抗菌成分配合）
　　　プラパート ： PUR（ポリウレタン）

※写真の中のペットレークリアメッシュはMサイズです。

※写真の中のペットレークリアメッシュはSサイズです。
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ブラウン

ウォール
トイレ

アイボリー

フラット
トイレ

メッシュを外せばノーマルトレー

壁にシーツをセットできるよ！

片側のロック解除でシーツ交換が簡単

274031
サイズ／W936×D640×H44mm
カラー／ベージュ（メッシュカバーはオフホワイト）
材質／本体 ・ メッシュカバー ： PP樹脂

税別価格 ¥8,000

しつけるトレー XL メッシュタイプ

PAT.P

30×45
（cm）

ブラウン／723911
アイボリー／723928
オレンジ／723935
サイズ／W512×D405×H260mm
材質／本体 ・ シーツフレーム ： PP樹脂
　　　フレームロック ： ABS樹脂

税別価格 ¥3,400

しつける ウォールトレー S

ブラウン／723942
アイボリー／723959
オレンジ／723966
サイズ／W665×D540×H290mm
材質／本体 ・ シーツフレーム ： PP樹脂
　　　フレームロック ： ABS樹脂

税別価格 ¥5,000

しつける ウォールトレー M

ブラウン／703111
アイボリー／703128
サイズ／フラットトイレ時 ： W635×D470×H40mm
　  　  ウォールトイレ時 ： W470×D435×H340mm
材質／本体 ・ シーツフレーム ： PP樹脂
　　　フレームロック ・ 回転スタンド ： ABS樹脂

税別価格 ¥4,600

しつけるトレー ツーウェイ

ひっか
き・か

みつき
防止に

メッシ
ュトレ

ー

いたず
らが無

くなれ
ば

側面に
も壁が

あるの
ではみ

だし

ワンチ
ャンに

ピッタ
リ！！

ブラウン

ブラウン

アイボリー

壁面自立のスタンド付だから、設置場所も自由自在
Wフレーム構造でペットシーツをしっかり固定
 ペットシーツ（ワイドサイズ）とぴったりサイズ

吸水ポリマーは抗菌ポリマー（日本製）を採用
消臭剤「ケスモン」に加えてAg+を追加して抗菌効果up
しっかり厚手タイプで長時間お留守番のワンちゃんにも最適

壁面自立のスタンド付Wシーツフレームで
しっかり固定！

30×45
（cm）

510603
シーツサイズ／30×45cm（40枚入）
オープン価格

しつけるシーツ　幼犬用
レギュラーサイズ

510610
シーツサイズ／30×45cm（40枚入）
オープン価格

しつけるシーツ　Ag＋
レギュラーサイズ

30×45
（cm）

714346
シーツサイズ／30×45cm（40枚入）
オープン価格

しつけるシーツ
ピーチの香り

30×45
（cm）

714339
シーツサイズ／30×45cm（40枚入）
オープン価格

しつけるシーツ
いちごの香り

096633
シーツサイズ／33×45cm（60枚入）
オープン価格

しつけるシーツ W消臭neo　
レギュラーサイズ

096664
シーツサイズ／33×45cm（150枚入）
オープン価格

しつけるシーツ 薄型
レギュラーサイズ

096640
シーツサイズ／45×60cm（30枚入）
オープン価格

しつけるシーツ W消臭neo　
ワイドサイズ

096671
シーツサイズ／45×60cm（75枚入）
オープン価格

しつけるシーツ 薄型
ワイドサイズ

096657
シーツサイズ／60×90cm（15枚入）
オープン価格

しつけるシーツ W消臭neo　
スーパーワイドサイズ

広がりを抑えるエンボス加工

広がりを抑えるエンボス加工

おしっこを通さない
滑り止め付きポリシート

しつけが楽になるニオイつき

オシッコの色がわかりやすい白色吸水紙を採用
実績のある「しつけ剤」を薄型にも採用
トイレのしつけを助けます

おしっこを通さないポリシート

オレンジ
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PAT.P

イエロー／206414　
グリーン／206421
商品サイズ ： W1,200×H900mm
税別価格 ¥5,500

防水タオル 2L

PAT.P

イエロー／206438　
グリーン／206445
商品サイズ ： W1,500×H900mm
税別価格 ¥6,400

防水タオル 3L

PAT.P

ピンク／511006
ブルー／511013
グリーン／511020
イエロー／511037
商品サイズ ： W420×H290mm
税別価格 ¥1,900

防水タオル SS （２枚入り）

ベージュ

PAT.P

ピンク／206377
ブルー／206384
ベージュ／511068
商品サイズ ： W600×H450mm
税別価格 ¥1,900

防水タオル S

PAT.P

ピンク／206391
ブルー／206407
ベージュ／511075
商品サイズ ： W900×H650mm
税別価格 ¥3,400

防水タオル L

ブルー／795215
ピンク／795208
サイズ／W260×D217×H93mm
定格電圧／周波数 ： AC100V 50/60Hz
定格消費電力／3W/2W
材質／ポリプロピレン

税別価格 ¥3,350

ネイチャーズ ファウンテン エコ

795222
税別価格 ¥900

ネイチャーズ 
ファウンテン エコ
交換用活性炭フィルター　
3枚入

ピンク／708857
ブラウン／708864
容量／約500cc
材質／アクリル、ABS樹脂、
　　　真鍮、ステンレス
税別価格 ¥2,500

給水ボトル
ピンク／708819
ブルー／708826
ブラウン／708833
グリーン／708840
材質／ABS樹脂、真鍮、ステンレス
税別価格 ¥1,100

給水ノズル

ブルー

ピンク
795260
サイズ／W45×D45×H270mm
税別価格 ¥900

ネイチャーズ ファウンテン
洗浄ブラシセット

洗浄に便利な大小2つの
ブラシが1つにまとまります！

ファウンテン
専用ブラシ

オーナーと
ペットにやさしい、
安心設計！

ペットの水分補給はとても大切です！ 
いつでもおいしい、流れる水を！

ブラウン

ピンク

ブルー

折りたたみOK！ 食器取り外しOK！

ピンク／747504
ブルー／747511
ブラウン／747528
サイズ／（約）W210×D145×H85mm
容量／100g
材質／PP樹脂、ABS樹脂
税別価格 ¥1,000

NEWハンガーボウル

ピンク／750412
ブルー／750429
ブラウン／750436
サイズ／（約）W210×D320×H85mm
容量／100g×2
材質／PP樹脂、ABS樹脂
税別価格 ¥1,700

NEWハンガーボウル W

※リングカバー取外し可能

食べこぼし、水こぼれを
防止するリングカバー付き。

※リングカバー取外し可能
食べこぼし、水こぼれを防止するリングカバー付き。

サークルに簡単に
取付られる便利な
ハンガーボウル

サークルに簡単に
取付られる便利な
ハンガーボウル

横2列ダブルタイプだからお水とごはんで
使いわけできたり、多頭飼いさんは一度に
フードを与えられます。

ピンク

ブルー

ブラウン

PAT.P

ピンク／555321
ブルー／555338
商品サイズ ： W600×H450mm
税別価格 ¥2,000

防水タオル花柄 S ※防水タオル使用例

汚れを下に通さない防水加工で、フロアはいつも清潔。
裏面はすべりにくい特殊ラバー素材で安心です。

ピンク ブルー グリーン イエロー

汚れを下に通さない防水加工
裏面は、すべらない特殊ラバー
材質／表面：綿、PE、PVC

水洗い
できるから

いつまでも清潔

光触媒加工で
消臭力さらに
アップ

原料／植物性抽出消臭剤、精製水
261000

税別価格 ¥900

消臭主義　スプレー400ml

原料／植物性抽出消臭剤、精製水
261017

税別価格 ¥700

消臭主義　詰替用360mlサイズ／W85×D75×H200mm
内容量／500ml
液性／弱アルカリ性
主原料／重曹電解水

264889

税別価格 ¥1,500

エコペットクリーナー 500ml
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ブラウン

オフホワイト

PAT

回転式フック

ブラウン／749140
オフホワイト／749157
商品サイズ／W410×D315×H150mm
カラー／ブラウン（引出しトレー ： オフホワイト）、
　　　 オフホワイト（引出しトレー ： ブラウン）
　　 　※スコップはオフホワイト共通色
材質／（本体・スコップ）PP樹脂

オープン価格

ウィークリートイレ しつける3点セット

PAT.P

オープン価格

ウィークリーシーツ
12枚入り／749188

オープン価格

ウィークリーサンド シリカ
4ℓ／749164

オープン価格

ウィークリーサンド 木のチップ
3ℓ／749195

1枚で約1週間 取替え不要
・・・お手入れ楽 ！々

2ℓで約1ケ月間 取替え不要
・・・お手入れ楽 ！々

2ℓで約1ケ月間 取替え不要
・・・お手入れ楽 ！々

消臭・抗菌
1週間

消臭・抗菌
1ケ月

消臭・抗菌
1ケ月

サークルと組み合わせて、子ネコからトイレのしつけ！
 ツートンのシックなカラー…おしゃれなデザイン！

ウィークリートイレしつける3点セット

取替え用　別売品

■セット内容
・ウィークリートイレ （専用スコップ付）1個
・ウィークリーサンドシリカ 2ℓ（約 1ケ月分）
・ウィークリーシーツ 1 枚（約 1週間分）

たっぷり吸収、極厚タイプ！
抗菌剤配合で、いつも清潔！
消臭ポリマーで、しっかり消臭！

飛び散りの少ない、球状タイプ！
シリカゲルで、しっかり消臭！
粉立ちを抑えて、いつも清潔！

ヒノキの香りで爽やか消臭!
くずれない大粒で飛び散らない!
粉立ちが少なくて愛猫にやさしい!

701308
サイズ／W75×D50×H240mm
税別価格 ¥400

ラクラク猫砂スコップ

猫砂付かずにトイレ

2段階の消臭・抗菌システムで
いつも清潔・ニオわない！

サークル内でも使える!
コンパクトなトイレ

専用スコップ

サークル内でも使いやすい折りた
たみ式リタースコップ（付属）

スッキリ収まるサイズ飛び散りをおさえて、お手入れもラックラク

二重構
造で

猫砂を
ダブル

ブロッ
ク

サーク
ルにピ

ッタリ
！

キレイ
好きな

猫ちゃ
んに

足置き
場

ブラウン

Sサイズ／ブラウン

アイボリー

Sサイズ／アイボリー

ピスタチオグリーン

Sサイズ／ピスタチオグリーン

Mサイズ／ピスタチオグリーン

スノコ・引出しトレー
の2層構造で、
消臭抗菌！

サークル内に
スッキリ納まる…
横型バケット
タイプ！

トイレやサークル
にも引っ掛けられる、
専用スコップ付！

サイズ
M

サイズ
S

別売品

ブラウン／703135
アイボリー／703142
ピスタチオグリーン／703159
サイズ／W410×D300×H120mm
材質／PP樹脂　ガードフレーム ： ABS樹脂

税別価格 ￥2,200

しつけるトイレ C-S

PAT.P

※専用スコップ付きです。

ブラウン／703166
アイボリー／703173
ピスタチオグリーン／703180
サイズ／W510×D380×H145mm
材質／PP樹脂　ガードフレーム ： ABS樹脂

税別価格 ￥3,000

しつけるトイレ C-M

PAT.P

※専用スコップ付きです。

ブラウン／701216
アイボリー／701223
ピスタチオグリーン／701230
サイズ／W403×D300×H200mm
税別価格 ¥3,800

ラクラク猫トイレ　ダブルブロック
※専用スコップ付きです。
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天然樹木から抽出した植物性
消臭パワーとシリカゲルの超微粉末で強力消臭。

吸水性、消臭性にす
ぐれバランスのとれ
た高性能猫砂抗菌
剤配合。

バランスのとれた高
性能猫砂大粒ソフト
加工で更に快適。

浄化槽内で分解作用を活性化させる
効果があるので、安心してトイレに流せます。

竹炭特有の穴がさまざまな
悪臭の分子を閉じ込めます。

7リットル　260003
オープン価格

ネコの砂 消臭主義 紙の猫砂

6リットル　708604
オープン価格

ねこびより（紙） 紙の猫砂

7リットル　520398
税別価格 ¥2,300

ポップサンド 紙の猫砂

10リットル　520411
税別価格 ¥2,700

ポップサンド ソフト 紙の猫砂

6リットル　708611
オープン価格

ねこびより（木） 木の猫砂

8リットル　520459
オープン価格

流　砂 紙の猫砂

7リットル　264438
オープン価格

竹炭の猫砂 紙の猫砂

自然にやさしい
安心な無着色
粉立ちが少ない

再資源化原料を使用
安心な天然素材
粉立ちが少ない

6リットル　708628
オープン価格

ねこびより（おから） おからの猫砂

主原料は安心素材
使用量が少なく経済的
消臭効果で快適

ゼリーで固まる

原料は紙（再生紙な
ど）なので、燃えるゴ
ミとして処理できます。
後始末に困りません。

紙だから燃やせるとけて流せる

紙粒は吸水力に優れ
たソフト加工だから水
洗トイレに溶けて流れ
ます。

高吸水ポリマーでオ
シッコとニオイをすば
やく吸収して固まるの
で経済的で、お手入
れも簡単です。

707072
組立サイズ ： W250×D490×H360mm
オープン価格

キャットスクラッチ ハウス
サイズ ： W128×D490×H50mm
材質／ダンボール

707089

オープン価格

キャットスクラッチ パック

サイズ ： W114×D473×H127mm
材質／ダンボール

707096

オープン価格

キャットスクラッチ スペア　3個パック ピンク／500390
ブルー／500437
サイズ／W200×D480×H10mm
材質／ポリエステル、ナイロン

税別価格 ¥2,000

スクラッチマット

ネイビー／751341
ブラウン／751358
サイズ／約W590×D16×H340mm
重量／約500g
材質／麻、ココナッツファイバー、ステンレス、
　　　ポリエステル、ナイロン
税別価格 ¥3,000

ニャちゅらるスクラッチ

ピンク

ブルー

リング穴を使って
好みのつめとぎ
スタイルに！

3WAY!

芯材はココナッツ繊維使用。
地球にやさしいエコ素材。

つめとぎ面は麻生地使用。
天然素材で猫ちゃんにも安心。

南国生まれの自然派つめとぎ
BIGサイズで大型のネコちゃんもゆったり使える

ブラウン

ネイビー 壁に

サークルに

※本商品に取付金具や紐等は付属しておりません。取付けの際は市販品のご利用をお願いいたします。
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ウサギ／747870　　サイズ／（約）W180×D310×H120mm
ライオン／747887　　サイズ／（約）W180×D310×H135mm
カエル／747894　　サイズ／（約）W180×D310×H135mm
ワンコ／747900　　サイズ／（約）W180×D315×H110mm
材質／ポリエステル
オープン価格

わんこだっこまくら

ウサギ

ワンコカエル

ライオン

く　ま／791002
うさぎ／791019
い  ぬ／791026
きりん／791033
か  ば／791040
わ  に／791057
材質／ポリエステル
税別価格 ￥1,350

アニマルミトン ハッピーズー

ダックスフンド／293100
チワワ／293117
トイプードル／293124
コーギー／293131
ビーグル／293155
パグ／293179
材質／ポリエステル
税別価格 ¥1,350

アニマルミトン ラブドッグ

うさぎ

かば

チワワ

ビーグル

いぬ

わに

トイプードル

パグ

くま

きりん

ダックスフンド

ダックスフンド柴犬パグ

フレンチブル シュナウザー

コーギー

フレンチブル／767601
シュナウザー／767618
パグ／767625
柴犬／767632
ダックスフンド／767649
サイズ／W110×D180×H260mm
重量／約120g
材質／ナイロン
税別価格 ¥1,500

アニマルミトン Pakupaku Dog

手にはめてペットと遊べる
スキンシップトイ
ピーピー楽しい音が鳴る笛入り
強度のある生地を採用

PiPi

オレンジ／781201
ソーダ／781218
サイズ／約W200×D60×H245mm
重量／約110g
材質／ポリエステル、コットン
税別価格 ¥1,800

テトプレイ

オレンジ

ソーダ

ひらひら
タグ

引っぱりっこ
ロープ

ガブっと噛んでも
痛くない♪

調節カンタン
面ファスナー

もこもこ
モップ生地

ピーピー！
笛入り いろんな

しかけで
大興奮！
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NEW NEW NEW NEW

うさぎ カエル ペンギン

208999
材質／ポリエステル
税別価格 1個 ¥500

トイキッズ　カムカムDog

1box入数／ 12種×各2個

鳴り
笛入
り

Sサイズ／オレンジ

オレンジ

Lサイズ／グリーン

グリーン

遊んで楽しいラグビーボール型のおもちゃ
ピンク（イチゴの香り）／769094
オレンジ（マンゴーの香り）／769100
イエロー（バナナの香り）／769117
グリーン（メロンの香り）／769124
サイズ／W62×D62×H130mm
材質／ＴＰＲ

オープン価格

フルーツラグビー

約17cm

約24cm

サイズ
S サイズ

L

Sサイズ／ピンク

ピンク

Lサイズ／イエロー

イエロー

ピンク（イチゴの香り）／769018
オレンジ（マンゴーの香り）／769025
イエロー（バナナの香り）／769032
グリーン（メロンの香り）／769049
サイズ／W170×D170×H30mm
材質／ＴＰＲ

オープン価格

フルーツリング S 中・大型犬にも
ピンク（イチゴの香り）／769056
オレンジ（マンゴーの香り）／769063
イエロー（バナナの香り）／769070
グリーン（メロンの香り）／769087
サイズ／W245×D245×H33mm
材質／ＴＰＲ

オープン価格

フルーツリング L 中・大型犬にも

おやつをはさんで
知育トーイにも！

単品 747573　BOX 802906
サイズ／単品（約）W80×D40×H180mm
材質／コットンロープ、ポリエステル

税別価格／単品¥400

ベビーデンタルトイ

遊びな
がら

楽しくは
みがき

703241
単品サイズ／約W76～115×H110～130×D40mm
材質／麻、ポリエステル

税別価格 単品 ¥650

かむかむマリン

1box入数／ 6種×4個入り

751402
単品サイズ／約W100×D65×H270mm
重量／約40g
材質／ポリエステル、コットンロープ

税別価格 単品 ¥750

スポーツ応援わんこTOY

チワワ／769216
プードル／769209
ダックス／769230
シバ／769223
こぐま／708918
うさぎ／708925
カエル／708949
ペンギン／708963
材質／ポリエステル
オープン価格

デンタルアニマル

約16cm～

こぐま

チワワ プードル ダックス シバ

ピーピー！
笛入り

カミカミして
デンタル効果！

PI～ PI～
笛入り

小型犬でも楽しめる
柔らかなカミ心地♪

27 28犬用おもちゃ 犬用おもちゃ



くま かえる

ぶたいぬ

りす

強くて丈夫な
生地で

しっかり長持
ち

トラ／751020
ミケ／751013
サイズ／（約）W320×D82×H260mm
材質／ポリエステル

オープン価格

ねこリンぐるみ

スリスリケリケリでストレス発散
遊びつかれて枕に！
大きさもちょうど良いサイズでスヤスヤ

リンリン音が
鳴るスズ入り

ねこホイホイ
またたび入り

ミケ

トラ

704200
単品サイズ／約W70×D40×H175mm
重量／約20g
材質／ポリエステル、キャットニップ
梱包／BOX：6種類×3個入り
梱包サイズ／W220×D310×H130mm
　　　　　   重量：約580g
税別価格／単品¥500

ねこまもり デンタルTOY

裏側メッシュ生地
カミカミして
歯もキレイ

きょうりゅう／751266
くじら／751273
サイズ／（約）W340×D260×H200mm
材質／ポリエステル
重量／約180g

オープン価格

BIG カイジュウ TOY

おっきくて
可愛い

　　ぬいぐ
るみTOY

大きな鳴り笛入り

Bi～！
　Bi～！

編み部分を
ガシガシ噛めば  
デンタル効果が
期待できます。

くま／751204　　　 いぬ／751211
かえる／751228　　 ぶた／751235
りす／751259
サイズ／（約）W105×D36×H204mm
材質／ナイロン

オープン価格

あみきゃらZOO

ノーパンク
ボール入り

ライオン

ペンギンカエル

やわらかボール入りでふかふかの噛みごこち

うさぎ

ぺんぎんニーム
の木

コットン
ロープ

音が鳴る
おもちゃ

うさぎ／751112
ぺんぎん／751136
サイズ／（約）W140×D50×H130mm
材質／ニーム木・コットン・ポリエステル

オープン価格

ニームの木のはみがきトイ

つのかみ心地

ニームとは…
インドでは昔から虫歯予防に効果があるとされ、歯ブラシがわりに使われてきた木
です。ニームの木の部分を噛ませることで愛犬のお口の中の健康維持をサポート。

カエル／750115　　　ペンギン／750139
ライオン／750153
サイズ／W190×D63×H65～100mm
材質／ぬいぐるみ ： ポリエステル　ボール ： ポリウレタン

オープン価格

アニマルキャンディーボール

くじら

きょうりゅう
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