
 

 

 

サロンのような 
おうちのような 

トリミング屋さん 

＊ご予約・お問合せ＊ 

TEL：0467-26-1589 

LINE：＠anipall 

お電話は作業などで繋がりにくいです 
毎週木曜 トリミングのみお休み 

   

おうちトリミングは～あなたのペットのお世話屋さん～ANIPAL！ のトリミング部門 
 

こだわりのケア 

 

サロンとして汚れを落とし綺麗にカットするのは

当たり前。さらに ANIPAL!は目の前に家庭そ

のものがあり、親近感と安心の距離感でもって

皆さまの愛犬をお包みいたします。 

サービスを豊かに 
カットコース、シャンプーコースご利用で、そのまま

日中のお預かりも可能(初回ご利用時は不

可)※ご予約状況によりますので事前にご相談くださ
い。ご希望のお時間にそえない場合もございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すは動物福祉との両立 
可愛いカットの勉強を怠っている訳ではないで

す(笑)。でも綺麗になっただけでも可愛さ UP

しますし、わが子は元々可愛いもの♪ 

なので、コンテストで入賞！とか、崩れないカッ

ト！とかは ANIPAL!では追求しておりません。

その代わり、優しい技術、心や健康に配慮した

技術、動物福祉ベースを追求しております！マ

イクロブラッシング技法もその一つ♪ 

動物福祉の先進諸国であるヨーロッパでは、す

でにトリミングに動物福祉を取り入れることは当

たり前の考えとなってきております。 

お得にご利用提案♪ 
① バスタオルご持参(1 頭につき 1 枚)で 

５％OFF 

② 高齢者割・義務教育割・福祉割(入院

介護割)の対象者さま５％OFF 

③ ↑②の対象外の方でも 1 年を通して 7

回以上コースをご利用の際はホテルの料

金が割引料金に♪※ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞｺｰｽ除く 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％自然派シャンプー&無添加 
ANIPAL！おすすめ、ナチュラルプランのシャンプ

ーは 100％自然由来の無添加シャンプー。調

べに調べ、実際に多くのシャンプーを取り寄せし試

した中で選んだのがこの CDC シャンプー。安全性

は食品レベル！ほとんどのシャンプーは肌への浸

透を防げないという部分をこのシャンプーはクリア

し、ナノレベルでのコロイド粒子により抜群の洗浄

力を誇る為、シャンプー時間が短縮できてワンコ

ズへの負担も軽減。リンスに配合される羊毛ケラ

チンは犬猫の被毛に相性バッチリで生薬やヒアル

ロン酸が被毛と肌を優しくケアします。 

 

保湿ケアで皮膚の善玉菌をサポート 

近年、獣医学界隈では皮膚の健康維持にスキ

ンケアが関係していると言われ、スキンケアでも保

湿が大きく注目されております。 

皮膚上の悪玉菌と善玉菌がアンバランスになるこ

とが皮膚トラブルの要因の一つとなりますが、その

バランスを保つのに保湿が重要なカギとなっている

為、保湿は治療の一環ともなりました。 

ナチュラルプランのリンスに配合されるヒアルロン酸

も保湿剤ですが、角質層の水分のうち大部分を

占めるセラミドによる保湿をすると効果 UP♪ 

 

選べる被毛スキンケア&スペシャルケア 

ナチュラルプランには選べる被毛スキンケア、プラ

チナプランには更にプラスして選べるスペシャルケ

アもセットになっております(10 ページ参照)。 

飼主様がお選びいただくものですが、お任せした

い場合や何を選んだら良いかわからない場合は、

スタッフがその子の被毛や皮膚の状態により、適

切なチョイスで施術いたします。

“心と体にイイことを”を大切にするサロン 
フリーで過ごす、見える場所 



 

 ペットに優しいって、どういうこと？ 

よく聞く言葉だけど、ペットサロンなのだからペットに優しいのは当たり前の話し。 

ANIPAL！は、どれだけカットが上手にできるかという技術よりも、動物福祉の優しさを考え提供する―――。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シニア対策 
立っているのがしんどい・・・ 

伏せてもトリミングテーブルが冷たくて固い・・・ 

老いてくると関節に痛みがあったり、瘦せて浮いてきた骨が床

に当たったり、トリミングじゃなくてもしんどいんです。 

ANIPAL！ではできる限り体に優しく、トリミングテーブルには

バスタオルでクッションを作り、タオルの下にはプラチナダイヤモン

ドフォトンという温熱療法で使われるシートを敷いて体を中か

ら温めつつ、立たなくてもいい時は寝てもらいながら施術するよ

う心がけています。 

ひやっと防止 
トリミングで使う道具のほとんどは金属です。 

中でも、肌に直接触れるお耳ケアでは、いきなり冷たい

物が触れたらびっくりしますし、不快なはず。 

使用する前にウォーマーで温めておくことで、ひやっとする

のを防ぎます！ 

シャンプー液もお湯で作るのはもちろんですが、冷めない

ように温めに湯煎しておき、いきなり冷たいものが触れな

いように心がけています。 

場所に慣れる時間 

来店してすぐにハイ！作業！ってどうにも事務的だし機械的。

来店後はフリーのお時間を少しいただき、遊んだり探検したり♪ 

ただトリミングをしにくるだけの場所ではなく、その場所に慣れてい

ただくことでストレス軽減につながるよう努めています。(極端に憶

病なコや他のコに攻撃的な際は早々に作業に入り早くご帰宅できるこ

とを目指します) 

元々ANIPAL！の創業はシッターに始まり、フリースタイルのペッ

トホテルを長年メインとして、最後にトリミング部門を開設。その

為、犬の行動や状態における知識や経験、観察力は、サロンか

らホテルを始めたのとは違って圧倒的に豊富♪フリーでも事故を

起こしたことがありません。そのコの性格や状態を観察し、そのコ

にとって何がベストかを常に考えています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

セミナーで最新知識を 
獣医学やトリミング学、研究が進むことで、昔は常識だったこ

とも、時が経てば変わることもありますし、昔は無知だったこと

が今は常識になることもあります。 

ANIPAL！は年に数回のセミナー参加や勉強会、業務用

備品の見本市にも足を運び、日々最新の知識や情報を取

り入れ、使用する道具も考え抜き、皆さまに還元するよう努

めております。 

優しさというのは、なにも何かをしてあげることだけではありませ

ん。自らの知識や技術を向上させることも、優しさにつながる

と考えます。 

介護 
介護が必要なペットでもできることはあります！ 

症状や状態から、シャンプーなのか、温浴なのか、カッ

トまでできるのか、爪切りは可能か、知識と技術をフル

投入して、介護だからトリミングしない・できないではな

く、できることを模索していきます。ANIPAL!にはペット

ヘルパー2級の有資格者トリマーがおります(^^) 

ヘルスケアをすることは、体の機能を活発化し、衛生

面からもヘルススパン(健康な期間)を延ばすことにつな

がります。 

リラックス 
シャンプー嫌いなコや慣れない環境に緊張しているコ

も、できるだけリラックスできるように、精神的な興奮や

緊張を緩和する作用のあるラベンダーのアロマをデュフ

ューズしたり(猫ちゃんには使用しません)、テリントン T

タッチで軽くマッサージしたり。 

ホリスティックケア・カウンセラーでもあるオーナーのも

と、優しい空間づくりを心がけています。 

※ANIPAL！では世界最高基準の純 100%の 

アロマエッセンシャルオイルを使用 



 

 ANIPAL!のトリミングライフ  

人が一生お風呂に入るように、ワンコ・ニャンコにとってもトリミングは一生続くもの。 

だからこそ、トリミングは“業務”ではなく愛情でありたい、ANIPAL!の想い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④モグモグタイム 
全部終わったらおやつのモグモグタイム♡ 

飼主様のお迎えを待ちます(^^) 

ANIPAL!では主に生の馬肉のミンチをその場で焼いてお出

ししております。そこもやはりおうちのようなサロンならでは♪ 

ANIPAL!名物、みんな大好き馬肉バーグ☆ 

※カルテ記入時におやつをあげて良いかの設問がございます。 

 持病などで制限がある際はお持ち込みのおやつも歓迎♪ 

②トリミング時々休憩 
落着いてきましたらトリミングの始まり(^^) 

ソファで寛ぎながらブラッシングから始めたり、時間の

かかり具合やその子の様子を見ながら休憩を入れた

りすることもあります。おうちのようなサロンだからこそそ

こは自由♪ また、苦手な作業で拒否反応が非常

に強い場合、その作業を見送ることもあります。無理

強いすると咬み犬になったり、心的ストレスから死に

至ることもある為です。 

① 受付＆フリータイム 
ワンコ達は 3歳児以下のお子様と同じと思ってください(^^) 

「さあ！綺麗になっておいで♪」と明るい気持ちで送り出しました

ら、後追いが始まらないように速やかに見送りを済ませましょう♪ 

あとは幼稚園の先生(スタッフ)にお任せあれ(笑)。 

“な～んにも施術をしない時間“も大切に考え、おトイレやお遊

び、探検タイムのフリータイムで環境の変化に慣れつつ、リラック

スするのを待ちます(極端に憶病な性格や他犬に攻撃的な場

合は早々に作業に入ります)。 

③写真撮影 
トリミングが終わったら仕上がりの記録を撮ります。 

次回の参考にするためと、SNS で飼い主様にお披露

目できるように(^^) 

そこはトリミングサロンですのでカットや仕上がりの勉強

をしないわけではありません(笑)デザインカットも承れま

す。※カルテ記入時に、掲載をご遠慮されている場

合、写真は掲載されませんのでご安心ください。 

 



 

 ゆりかごから虹の橋まで  

パピーにはパピーの、シニアにはシニアに適したトリミングがあります。 

ANIPAL！はそれらをご提案することができ、実際に施術することができるサロンです。 

ご縁をいただいたからこそ、生涯を通してお付き合いさせていただけるようなサロンを目指しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンゼルケア 
エンゼルケアとは、死後(翌日まで)のトリミングケアのこと。 

体を綺麗にして身支度をととのえ、虹の橋を渡らせてあげるお

手伝いをさせていただきます。 

いつかはやってくる別れは、生前に“終活”に備えるかどうかで

も、心の受入れ方が変わることもあります。 

“終活”についてのご相談にものれますので、お気軽にお問合

せ下さい。 

こちらは ANIPAL!のトリミングをご利用されていた方がご利用

できる最後のケアとなります。 

シニアトリミング 
ペットヘルパー2 級の有資格者がいる当方では、通常のサ

ロンでは受けないシニア犬のトリミングもお受けしております。

シニア犬には通常のトリミング方法では想像以上に負担が

大きく、トリミング中の事故率が UP します。それを少しでも

減らすよう、時には作業を何日かに分けたり、苦手な作業

を“やらない”、“別の方法を試す”、ことも必要です。 

また作業の順番も重要です。そのコの状態に合わせた無理

を強いないトリミング方法が必要なのです。 

パピートリミング 
初めてのトリミングが流れ作業のように終わるのではなく、まず環境を

知ってもらい、その場所に慣れてもらい、作業は少しずつ体験して慣

れてもらう、いわば人間でいう 『慣らし保育』 と考えます。 

幼稚園児も小学 1 年生も、新入社員でさえ、いきなり当然のように

始まりませんよね(^^) 

ですので、仕上がりは二の次！慣らし保育含め、ANIPAL!では何回

かに分けて行うパピートリミングを推奨しております。 

トリミングとは一生続くお付き合いになりますので♪ 

慣らし保育も含んでいますので、他のワンコズとのコミュニケーションの

場ともなります。社会性が育つ重要な社会化期に犬社会に触れるこ

とで、パピーちゃんの社会性を育てることにも一役買います☆ 



 

 

 

 

あなたはサロンジプシー？？？ 

割引などのキャンペーン、ポイントバックなどにつられたり、予約が取れなかったりして、サロンをちょくちょく変えていませんか？実はほとんど

の犬猫は新しい環境が大の苦手です。人間でさえ、知らない場所に一人で行かなくてはいけない時、憂鬱な気分になったり、緊張したり

しますよね。知っている人がいないし行きたくないな、そんな思いをしたことありませんか？ 動物はもっと敏感。犬猫は幼少期からそういう体

験ばかりをしていると、ビビりな性格や警戒心の強い性格にしてしまったり、咬みついたり、トリミングへ行くことを嫌なことにさせることがありま

す。もしそんなことが自分に一生続くとしたら？…いやですよね… 

気に入ったサロンや相性の良いサロンが見つかったら、なるべく同じ所へ通うようにするのが愛犬・愛猫への思いやりですね♪なので、それが

当方じゃなくても全然 OKなんです。気に入ったサロン、相性の良いサロンをみつけてみるのはいかがですか？そして見つかったら、予約がと

れない！なんてならないよう、次回予約はその場でお取りしましょう（^^） 

 

犬や猫にだって、感情や気分、苦手・不得意ってあるよね 

人にもその日のご機嫌や体調、のり気だったりやる気なかったりするように、犬猫にも同じようにその日のご機嫌や気分、体調があります。本

当です。雨がふっていてお散歩が行けなかったり、ご飯がいつものものと違ったり、ご家族の誰かが出張でいなかったり、苦手な犬種がトリミン

グスペースで一緒だった、そんな些細なことでもその日その時の気分が変わることもあります。被毛の状態だって、換毛期だったり、服を着て

いたり、お散歩加減やお手入れ加減で違います。なので本当は、仕上がる時間なんて始める前から決められないのです。 

ですので、当方では概ねの時間はご案内できても、仕上がる少し前にお迎えのご連絡をさせていただいております。だって、動物たちは生き

ており、ご機嫌や気分、体調から被毛の状態も日々違うから…。ドライヤーの風や爪切りなど苦手なことも様々。時間を定め、その時間を

守ることに努めるより、ANIPAL！はその子たちの感情をおざなりにせず大切にし、慣れる時間、信頼を築く時間、そこに時間をかけます。

そのため、スタッフ 1 名につき 1 日に受入れられる頭数も限られてしまうのです(^^;) 

 

世にも恐ろしい、毛玉に隠れた疾患 

毛玉は、適したお手入れが十分でなかったり、実は飼い主様がされる素人さんのシャンプーが原因でできます。毛玉ができると毛玉周辺の

血流が悪くなり、古い角質が落ちず不衛生となって炎症が起きることもありますが、もっと恐いのは血腫です。特に耳が起こりやすく、耳周

辺の毛玉をとった際、長い間悪くなっていた血流が良くなることで血管内に血栓ができ、血栓が破裂して耳血腫を起こすと、内出血やちょ

っとした刺激で出血を伴う惨事に・・・。血栓は心臓に問題を抱える子にとっても危険。これを知らないと、サロン側の落ち度で起きたものと

思われがちですが、実は毛玉が原因ということがあります。 

毛玉はできないように毎日お手入れできるのがベストですが、忙しい日常の中でご家庭でお手入れができないことは、今の時代珍しいこと

ではなくなりました。そのために私どもトリマーがおります(^^) 

ブラッシングコースやクイックシャンプーコースをカットの合間のタイミングに上手いこと取り入れますと、大きな毛玉ができずに過ごすことができ

ますので、ぜひお試し頂き、Happy なトリミングライフを送っていただけましたら幸いです♪ 

 

いずれは歳をとる。なので本当は最初から始めておくことでした。 

老齢のトリミングをお断りするサロンが多いのは死亡事故が多いためです。なぜでしょう？単純に、トリミングの負担が大きいのです。なぜな

ら、現状のトリミングは、最低限必要な 1回で、最大限の汚れ、伸びきった爪や毛のカットを済ませようとするからです。つまり、最初から

負担が大きいのです。若い時はその負担に耐えていられるだけの体力があります。でも歳をとると、疲れるだけでは済みません。 

１～2 カ月に 1 回、最低限のトリミングで、最大限の負担、それ、老齢になっても安全に続けられますか・・・？ 

本当は最初から、負担の少ないトリミングを始めておくのがベストなのです。最低限必要な 1 回で最大限の汚れやカットをするのではなく、

その 1 回を増やして汚れや伸び具合がひどくなる前にトリミングしたり、しっかり休憩をとってやってくれる、その場所に慣れさせてあげる、そ

の時ベストなスタイルにしてあげる、そんな方法が必要なのです。老齢になってから新しい環境で回数を増やすのはかえって負担ですから、

良いサロンをみつけ、最初から始めておきましょう。今からでも♪完璧でなくて良いのです、少しずつで(^^) 

 トリミングは一生のお付き愛 × 誰も教えてくれなかった？本当のこと４選  

人が一生お風呂に入るように、ワンコ・ニャンコにとってもトリミングは一生続くもの。だからこそ、トリミングは愛情でありたい 



 トリミング間隔はどれくらい？  

トリミングの間隔が長いと、慣れる機会を失いトリミング嫌い・苦手になることがあるのは事実です。。。 

なので、早く来れば来るほど早く慣れていくコが大半です。とは言え、元々犬猫は毛の中まで濡れることが苦手。。。 

ですので、下の表を参考に、ご自身のコのトリミングの負担軽減や、いずれ老齢になることを考えた間隔プランを検討していきましょう！ 

ポイントは、“最低限必要な１回” ではなく“必要な 1回”。 

そして、“気持ち浴く受けられる１回” を目指して差し上げるのはいかがでしょうか？(^^) 

＊毛玉料金等・・・毛玉・もつれ、伸びすぎ、汚れ過ぎなどがあった場合、作業行程やシャンプー回数も増え、時間も負担も増しますので、通常の毛玉料金等に対し、期間

や状態に応じて通常より 50％～最大 200％ＵＰとなる場合がございます。例）通常 500 円相当の毛玉料金や汚れ→50％UPの場合：750 円 
＊分割トリミング(シニア・パピー)、および EPARK サイト(イーペットライフ)掲載の電話番号、クーポン使用は上記割引は適用外となります。 
＊トリミングした日の週を０週目としてカウントしております。 

＊コースの割引はシャンプーを含むコースのみが割引対象です。ブラッシングコースは割引に関する対象に含まれません。 

料金 
ワンコズの状態＠負担の大きさ＝いやいやレベル 

＊以下はカット犬種を例に普段のケアを特にご家庭ではしないことを仮定した場合です＊ 

いや 

いや 

レベル 

初回 

知らない場所、知らない人、飼い主さんと離れてそれだけでドキドキ、負担になっています。  

翌週(毎週) 

コース 30％OFF 

 

低 

翌々週(隔週) 

コース２５％OFF 

 

 

 

3 週間目 

コース１0％OFF 

 

抜け毛も絡まり始め、ブラッシングで引っかかります。耳の中や周りも少しベタつき始めます。このままにして 

おくと皮膚上の悪玉菌のかっこうの餌場となっていきます。 

垂れ耳さんは特に(><) 

 

4 週間目 

コース５％OFF 

 

 

 

中 

5～6 週間目 

以降、コース基本料金 

 

  

7～8 週間目 

＊毛玉等あった場合 

 

 

 

 

 

高 

9～10 週間目 

＊毛玉等あった場合 

 

 

 

 

11～12 週間目 

＊毛玉等あった場合 

 

 

 

 

最高 

13 週間目～ 

＊毛玉等あった場合 

 

 

 

時間がかかるほど、動物もトリマーも疲弊し、咬みつき、ケガなどの事故率もアップしてしまいます 

激高 

爪や毛はそれほど伸びてないので、やする程

度で済みます。カットもそろえる程度、涙焼け

や口元の毛が変色するのも遅らせます。 
毛のフワサラ感が続くよ。この時期なら

時間もかからず負担も最小限。 

 

長い爪は神経の先がわかりにくく、慎重に少し

ずつ切る為、少し時間もかかります。毛が伸び

て排泄物がくっつき、その際はシャンプーを先に

します。大小問わず毛玉はできていて、ほぐす

のに時間が必要です。 

毛が伸びてドライヤーの時間がかかっ

て、暑いし立ってる時間も長くて負担も

増えるんだよね。体もあちこちかゆいなぁ 

爪が伸びてきて爪切りのパチンという 

感じが爪先にするから少し不快だな。 

そろそろ肌のターンオーバーです(20～22日)  

カットをしているコのターンオーバーは 14 日前後、フケの多いコは 7日前後と言われています。 

伸びた爪は行き場がなくて丸まり、爪が爪切り

に入りにくく、爪切りに時間がかかります。伸びた

毛はシャンプー・ドライヤー時間の他、カットの時

間もかかり想像以上に負担が増えています。 

毛玉が脇の下や耳の後ろ、尻尾や内股、

敏感なところにあって、引っかかる度に痛い

し、ブラッシング大嫌い。耳の中もベタベタ。 

頑固な毛玉、固いフェルトの絨毯みた

いなもつれは動くだけで皮膚が引きつ

られて最初から不機嫌。時間もかかる

しいじられ過ぎてイライラヘトヘト！ 

排泄物も毛と混ざって固まるなど、耳のベタつきや汚れがひどいのでシャンプーも数回します。爪切

り、毛玉取り、伸びた毛のドライヤー、カット、全てにおいて作業時間と負担がかかっちゃいます。 

毛玉をがしがしブラッシングして早くほぐすのはかなり

の痛みを伴う為うちではやりません。ほぐしスプレーを

馴染ませ時間をかけて極力痛くないようほぐします。 

伸びた爪や足裏の毛で滑りやすく、その分踏ん張ろうと力が入る為、慢性的に腰に負担がかかっています 

毛玉をハサミで切るにしても、バリカンで刈るにしても、 

皮膚が柔らかく犬猫も動く為、皮膚を一緒に切らないよう緻密な作業で時間も負担もかかります 



 

 

 Triming Plan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーズナブルな、ベーシックプラン[並] 

通常のシャンプーに通常のドライングで乾かすベーシックなプラン。

皮膚や被毛が健康・丈夫でトラブルもなく、シャンプーは何を使って

も心配ない、またはこだわりがない。 

＊シャンプーのみをナチュラルプランのシャンプーに変えることもで

きます(＋500～700円：小型犬～大型犬)  

 

8割以上のお客さまがお選びになる 

スタッフも愛犬に選ぶ、ナチュラルプラン[上質] 

いつまでも顔をうずめて撫でていたくなる仕上がり。100％自然由来で

無添加、確かで安全なシャンプーをセレクト。なぜなら、犬の皮膚の厚み

は人の 1/3以下で敏感。羊毛ケラチン・生薬配合のリンスで被毛をケ

アし、セラミド保湿とマイナスイオンドライヤーで優しくケア。さらに、選べ

る自然派被毛スキンケアでは、「自然素材・ﾌﾗﾝｽ製毛玉もつれ予防」、

「天然植物ミネラル・抗菌＆アンチエイジングケア」、「別府温泉由来・抗

炎症&育毛ケア温泉ミスト」のイージーケアがお選びいただけます。 

普段のトリミングに取り入れるだけで、毛玉予防をしたり、皮膚トラブル

の予防や軽減をしたり。そんな上質なプランを、ベーシック料金に 580～

780円(小型犬～大型犬)プラスだけでワンランク上のトリミング。 

※皮膚トラブル改善を目的とする場合は続けてケアすることが必要です。ごく軽度なトラブルならナチュラルプランの継続、お

困りなトラブルはプラチナプランを取り入れることをお勧めします。 

 

大自然のヒーリング効果を集約した本格充実ケア 

特別な日や、日頃のケアにも、プラチナプラン[最上] 

ナチュラルプランに更に選べるスペシャルケア「天然ゼオライト温泉」

「別府温泉」「ハーブ温浴」「2種から選べる酵素バス」いずれかを目

的にそってお選びいただける考え抜かれたプラン。 

日常で付着する重金属のデトックスから、皮膚・被毛のケアとトラブル

予防、そして感動のさらふわ感まで、全てが天然自然派素材でもって手

厚くケアする、本格オプショナリティがお得にセットになったプランです。 

セット価格 1,200円（小型犬）～ナチュラルプランにお付けできます。 



 
 

 Triming Courses  

＊ブラッシングコースはリピート様だけの特別コース＊ 

※ブラッシングコース料金：10分(B)400円・(N)500円。毛玉・もつれ込みの料金 

 

コース シャンプーカット シャンプー ｸｲｯｸｼｬﾝﾌﾟｰ ブラッシング 

施術プラン （B） （N） （P） （B） （N） （P） （B） （N） （P） （B） （N） 

爪切り 〇 〇 〇 〇 〇 〇      

足裏・肛門周りバリカンカット 〇 〇 〇 〇 〇 〇      

耳掃除(耳毛処理) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   

腹下バリカンカット 〇 〇 〇 〇 〇 〇      

ブラッシング 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

肛門腺しぼり 〇 〇 〇 〇 〇 〇      

シャンプー・ドライ 〇   〇   〇     

100％自然派シャンプー・イオンドライ  〇 〇  〇 〇  〇 〇   

セラミド保湿ケア  〇 〇  〇 〇  〇 〇   

★選べる自然派被毛スキンケア 

自然素材・フランス製毛玉もつれ予防 

天然植物ﾐﾈﾗﾙ・抗菌＆アンチエイジング 

別府温泉由来・抗炎症＆育毛ケア 

 〇 〇  〇 〇  〇 〇  〇 

足まわりのカット 〇 〇 〇 〇 〇 〇      

全身のオーダーカット 〇 〇 〇         

★選べるスペシャルケア 

○Zハーブ温浴 

○H選べる温泉 2種 

○K選べる酵素バス 2種 

  〇   〇   〇 

  

単品・オプション MENU 

内 容 料 金 

爪切り 600～800円（以降、小型犬～大型犬） 

耳掃除(耳毛処理） 600～800円 

部分カット・部分バリカン 1か所 600円～、2か所目以降半額 

肛門腺しぼり(単品はありません) 600円／クイックシャンプーコースに付けられるオプションです 

ひげカット 600円(カットコースは無料) 

★選べる自然派被毛スキンケア 
自然素材・フランス製毛玉もつれ予防 

天然植物ﾐﾈﾗﾙ・抗菌＆アンチエイジング 

別府温泉由来・抗炎症＆育毛ケア 

600～800円 

※ベーシックプランに付けられるオプションです。 

★選べるスペシャルケア 
・ビューティー＆ヘルスハーブ温浴 
・ゼオライト温浴 
・別府温泉浴※イオウの残り香があります 
・スキンケア酵素バス 
・ヘアケア酵素バス 

1,200円（小型犬）～ 
※こちらは単品のみでもご利用できますが(ドライング含む)、もつれ
や毛玉がある場合はブラッシングコースの料金がかかります。 

ハーブパック 1,200円（小型犬）～/単品ではご利用できません。 

カラーリング 

メッシュ系…１か所単色 500円 
デザイン系…１か所単色（小）800（中）1,200（大）1,600円 
＊2か所目以降半額、2色＋300円、3色以上＋500円＊ 
※ブラッシングコース以外に付けられるオプションです 

デンタルチェック(特殊ライト使用) 
880円/月・火・土のみ 
見えにくい歯垢の付着から歯周病の兆候チェック(撮影写真のお渡し) 

スタッフ増員 一人では施術が難しい犬猫(暴れる・老犬・介護等)30分 1000円 



 

 

 SpecialCare/Option  

＊スペシャルケアの効果＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％オーガニックの厳選されたハーブ使用 

全身サプリメント、ハーブ温浴/ハーブパック 

世界三大医学のひとつアーユルヴェーダ。そのアニマルアーユルヴェーダが推奨するハーブパックは、臭い・ベ

タつき・毛玉・乾燥・フケかゆみなど、被毛ケアからスキンケアまで、幅広く効果が期待できるスペシャルケア。 

ふわふわ感やシルキー感も倍増し、ケアだけでなく見た目も触り心地も UP。 

また、配合ハーブであるニームは「村の薬局」と呼ばれるほどインドでは親しまれており、抗炎症や殺菌、抗ウイ

ルスのほか、強い虫よけの効果も。(効果の大きさ：温浴＜パック) 

※被毛にハーブ色がうっすら着色する場合がありますがじきにとれます。 

すぐれた酵素の分解力 

オーナー自身も自分で使う、酵素バスから 2種 

どちらも天然の酵素を用いた分解力で、シャンプーでゴシゴシ洗えないお顔周りまで汚れやその原因を分解。シ

ャンプーでは届きにくい細部まで行き届くから仕上がり感も UP。 

フケかゆみや皮膚疾患にかかりやすい子には、スキンケア酵素バス♪ こちらのシリーズのローションは介護での

皮膚かぶれにも効果てきめんです。 

被毛のお悩みや臭いが気になる子にはヘアケア酵素バス♪ 

タバコ臭など外部からの臭いも分解してくれます。敏感肌や高齢

になってシャンプーができなくなった子でも酵素バスでシャンプー

代わりに。寒冷蕁麻疹が出ていたオーナーも酵素バスで蕁麻疹が

ひくように。 

(写真：酵素バス使用時、モデル：15歳ダックス・脂漏性のフケ症) 

戦国のそのまた太古から伝わり続ける健康の知恵 

天然入浴剤、温泉から 2種 

「別府温泉」の効能の一部としてリューマチ・神経痛・皮膚疾患に良いとされ、白濁した温泉はコロイド硫黄によ

るもので温泉らしい硫黄の香りが漂います。ナチュラルプランの選べる被毛スキンケア“温泉ミスト”と併用すれ

ば、別府温泉で発見された皮膚被毛に有効な天然の特許成分配合で育毛効果も加わり相乗効果が期待。 

最高級の国産天然ゼオライトを使用した「天然ゼオライト温泉」は、皮膚や被毛に優しいイオンケア浴。軟水化、

アルカリ化された温泉で悪臭分子を分解し、重金属や有害物質などの病気の原因になり得る原因をゼオライト

のイオン交換で除去、皮膚被毛共に健全な状態へと導きます。 



 
 

 Dental  

＊歯科専門医のレクチャーからお伝えできる正しい知識＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目視で確認できる特殊なチェック方法 

ブラックライトによる、歯垢・歯石チェック 

歯垢は３～５日で歯石になると言われています。 

例え毎日歯磨きをしていても、ちゃんと歯垢がとれているか気になり

ますよね。目に見えてわかるようになった時には、すでに歯周病の場

合が多いです。でももし、見えない部分を魔法のようにして見えたと

したら、早期発見、早期予防ができると思いませんか？ 

定期的にチェックすることでデンタルケアの方法やスケジュールの

見直しにもなります。(デンタルチェック時のお写真をお渡しします) 

２歳以降の歯磨きスタートは歯周病の検査をしてから 

無麻酔歯石取りではない、歯科専門のすすめ 

歯の表面はエナメル質で保護されており、歯石をとる際、そのエナメル質に傷が付くなど削ってしまいます。 

見た目では歯石もとれて綺麗になったように見えますが、実はその後のポリッシングという傷ついたエナメル質

を滑らかにして保護する作業をしないと、傷で凹凸のできた表面のくぼみに歯垢を溜まりやすくしてしまい、綺麗

にしたつもりが逆に歯垢の付着を助けてしまうのです。 

ですが、ポリッシングは歯科専用の機材が必要となり無麻酔では細部までできません。 

また、歯周病は歯の根っこの周辺から始まるものなので、中の状態はレントゲンでしか確認ができません。 

歯周病が進行すると顎の骨を溶かしていき、歯周病かどうかわから

ずに歯磨きをしたり無麻酔で歯石を取ろうとすると顎の骨を折った

り、歯をぐらつかせたりしてしまう事故も報告されています。 

実はトリミングサロンでの歯磨きにもそれが言えます。 

その為、事故防止の為に形だけの歯磨きになってしまうか、それを知

らずに歯磨きをしている可能性も。 

ですので当方では歯磨きは行わず、専門医から学んだデンタルチェ

ックをさせていただいております。また当方では、歯周ポケットのチェッ

クや軽度な麻酔での歯科ケアができる専門医も紹介できます。 

 

歯周病細菌は犬から人へも感染することをご存知ですか？ 

免疫力が高いうちは問題ないですが、人も犬も、免疫力が低下して

いると臓器の機能を低下させ、重篤な症状を併発することがあります

のでしっかりとした専門医のケアをおすすめいたします。 



ANIPAL!アプリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

ポイントランクに応じて 

フードが最大 30％OFF！ 

アプリのダウンロードはこちらから 

Animal＋Pal＝ANIPAL! 

飼っているペットの種類が何であれ、飼い主様が抱く愛情は皆さん一

緒。動物の種類、犬種の垣根をこえて、共通の想いである“愛情”を

抱く者同士、それはある意味、“仲間”ではないでしょうか。 

そんな仲間の相棒として、ペット達の相棒として、ANIPAL!はありたい

と思っています。 

【飼い主さまへのお約束】 

パートナー(ペット)にとっての優しい技術・道具・環境を提供し、個々の

個性・状態・飼い主さまのご意向の、どれか一つに偏るのではなく、その

三つの観点からそのコに合ったオリジナルの方法やペース、スタイルを共

に考えていくことをお約束いたします。 

実はここだけの話、増税時には値上げしなかったのですが、近年中に

は料金 UP を予定。これだけ充実したサービスのスタイルをお手頃に

ご利用できるのは今だけ♪ぜひご利用いただければと思います(^^) 

オーナー 加来 裕子 

トリミングスクール自由が丘アカデミア 

非常勤講師[特別講習担当] 

地元小学校では PTA の会長、書記を長年

務め、退任後は民生委員児童委員の主任

児童委員に就任。子育てサロン運営や学 

校評議員など兼任後、仕事の傍ら児童の放課後支援、“放課後ふれ

あいプラザ”の地区運営委員長として今年で 7 年目。 

動物介在・療育学会にて学び、高齢者の飼育困難者対象にボランテ

ィアトリミングを企画進行中。 

【ライセンス】 グルーマーA級ライセンス、トリマーB 級ライセンス、ペット

エステティシャン、アニマルナース、動物衛生管理士、家庭犬しつけライ

センス、ホリスティックケア・カウンセラー、動物経絡温灸取扱者、ペットヘ

ルパー2 級、マウスケアメンター 

【動物取扱業標識】 第一種動物取扱業の種別：保管／登録番号：動愛第 190211 号 

登録年月日：2010.3.2／有効期限の末日：2025.3.1／動物取扱責任者：加来裕子／所在地：茅ヶ崎市芹沢 1437-9 

ホームページ：https://www.anipal.jp  ホームページ内、最下部のお客様の声【Voice】もぜひご覧ください(^^) 

トリミング業界では、足裏のパッドの中の毛はバリカンで刈るのが主流で

す。ショーの世界ではそうでないといけませんが、一般家庭では、普段の

散歩で異物が挟まり、それが小さな小石や枝ですと痛いです。かと言って

伸ばしすぎると床で滑ったり、中で毛玉になったりします。 

ANIPAL！では刈り過ぎず、残し過ぎない程度に処理をしています。大

型犬は体重もあるので特に毛を多めに残します。決して刈り忘れではあ

りません(^^;) 

また、耳の中の毛は抜くと痛みも伴い、軽い

炎症状態で外耳炎の誘因となりますので、

できる限り抜かずに表面に出ている毛だけ

切るようお奨めしております。ただし、これら

の部位に疾患がある為に処置が必要な場

合やご希望の際はその限りではありません。 

 ANIPAL!  
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【PR】アニマルコミュニケーター・李先生 

アニマルコミュニケーターは動物の言葉を 

受け取り、対話できる人を言います。 

ちょっぴりスピリチュアルめいていますが、 

もしも、愛犬の言葉を聞けたなら・・・ 

――― 何を質問しますか？ 

虹の橋を渡っていても言葉を聞くことができます。 

アニマルコミュニケーターと言っても、その力量は人それぞれ。 

アニマルコミュニケーターであり、トリマーでもある李先生は 

ホームページもブログももたず、 

口コミだけで沢山のワンコ達の言葉を聞いてきました。 

対話する動物たちの肖像画も描いております。 

ご興味がある方はお気軽にお声かけくださいませ。 

人想い・地域想い・動物想い 

ANIPAL!の経営理念です。 

一、 人とペットの共生生活が幸せで心豊かなものになるよう、一人一

人に耳を傾け、知識と技術と心でもってお手伝いします 

二、 人々や社会の為になるよう、積極的に地域にふれ人や地域を

知ることに励み、向上心をもって学び、社会へ還元します 

三、 そして最上を目指し、子どもたちが生きるに相応しい社会へなる

よう尽力します 

飼い主さまが幸せじゃないとペットも幸せになれません。ペットが幸せじ

ゃないと飼い主さまも幸せになれません。また、ペットの暮らしは人の暮

らしの中にあり、人の暮らしは地域の中にあり、ペットと人と地域の暮ら

しは一つにつながっています。 

ANIPAL！はそのつながりを大切にし、皆さまのお役に立てるよう精進

いたします。 

https://www.anipal.jp/

