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Course Menu
コースメニュー

Shampoo Course
-シャンプーコース- -カットコース-

Cut Course

シャンプー
爪切り
耳掃除
肛門腺絞り
足裏バリカン
足回りカット

シャンプー
爪切り
耳掃除
肛門腺絞り
足裏バリカン
足回りカット
全身カット

Quick Shampoo Course
-クイックシャンプーコース-

シャンプー　耳掃除　肛門腺絞り

OPTION MENU
オプションメニュー

爪切り　　　　￥500
耳掃除　　　　￥500
肛門腺絞り　　￥500
足裏バリカン　￥500
足回りカット　￥500
足先バリカン　￥800
ヒゲ切り　　　￥500
部分カット　　￥500～

オプションセット　　　　　 ￥1,500
（爪切り・耳掃除・肛門腺絞り・足裏バリカン）
歯磨き（歯にマヌカ）　　　    ￥800
オールシザー　　　   ￥1,000～1,500
薬用シャンプー（ノルバサン）
　　Small　￥500　　  Medium　￥800
低刺激シャンプー（BOKUMO.）
　　Small　￥500　　  Medium　￥800

　＊価格は全て消費税抜きの表記となっております。



PRICE LIST

Welcome to our extraordinary cool trimming salon !

Course Menu

Quick Shampoo Cut

チワワ（スムース） ¥2,800 ¥3,500 -

M.ピンシャー ¥2,800 ¥3,500 -
M.ダックス（スムース） ¥3,200 ¥3,900 -
イタリアングレイハウンド ¥3,500 ¥4,200 -

パグ

¥3,700 ¥4,800 ¥6,400

F.ブルドッグ

¥3,800 ¥4,500 -

-

チワワ（ロング）

¥4,100 ¥4,800

ビーグル

¥4,200 ¥5,300

-

M.ダックス（ロング）

¥4,200 ¥5,300 ¥6,900

¥6,900

パピヨン

¥4,400 ¥5,100
ヨークシャーテリア ¥4,500 ¥5,600 ¥7,200

ジャックラッセルテリア ¥4,500 ¥5,600 ¥7,200
ポメラニアン ¥4,600 ¥5,700 ¥7,700
マルチーズ ¥4,600 ¥5,700 ¥7,700

ペキニーズ

¥4,600 ¥5,700 ¥7,700シーズー

¥4,600 ¥5,700 ¥7,900
柴 ¥5,100 ¥6,000 -

コーギー ¥5,100 ¥6,000 -
キャバリア ¥5,100 ¥6,400 ¥8,200
ウエスティー ¥5,200 ¥6,400 ¥8,700
トイプードル ¥5,200 ¥6,400 ¥9,000
トイプードル（体重6kg以上） ¥6,200 ¥7,400 ¥10,000
ミニチュアシュナウザー ¥5,200 ¥6,400 ¥9,500
スピッツ ¥6,000 ¥7,400 ¥9,400
シェルティー ¥6,000 ¥7,400 ¥9,400
ビションフリーゼ ¥6,000 ¥7,400 ¥9,700
ワイーヤーフォックステリア ¥6,200 ¥7,700 ¥9,700
A.コッカースパニエル ¥6,200 ¥7,700 ¥10,200

＊価格は全て消費税抜きでの表記となっております。
＊サイズによって追加料金（￥500～）の発生する場合がございます。



Esthetic Menu
エステメニュー

Dog’s Pack by Silky Bubbles

Whip Aroma Ba� motto

-シルクの泡パック-

-ホイップアロマバス-

Rose Moisture Pack
-ローズモイスチャーパック-

Carbonated Spring
-炭酸泉-

＜オールマイティな保湿ケア＞

＜洗浄効果に特化したアロマ温浴＞

＜全身の免疫力向上と皮膚洗浄＞

＜抜群の保湿効果と被毛の栄養補給＞

＊保湿を中心に、皮膚・被毛の状態を改善したいわんちゃんに＊
　→乾燥・ベタつき・敏感肌・体臭・かゆみ・皮膚トラブル・被毛の痛み等
（保湿・抗菌・消炎・修復作用・紫外線防止・新陳代謝向上・老化防止）

化学物質・合成着色料不使用で、肌を作る成分に似た国産天然シルクアミノ酸が豊富に
含まれています。濃厚な泡パックで毛穴の汚れをしっかりと洗浄し、皮膚内部から保湿
力を高め、乾燥や肌荒れを防ぎます。被毛を修復して毛艶・手触りの改善やボリューム
アップの効果もあります。

＊乾燥と被毛のトラブルにお悩みのわんちゃんに＊
　→乾燥・かゆみ・敏感肌・体臭・皮膚トラブル・被毛の痛み等
（保湿・抗菌・抗炎症・修復作用）

保湿成分セラミドと、被毛の栄養分ケラチンがたっぷりと配合された、ノンシリコンの
ローズ精油入り泡パックです。優れた保湿効果と被毛改善効果が得られ、同ブランドの
＜ホイップアロマバス＞や、保湿成分の吸収率が向上する＜炭酸泉＞との相性も抜群で
す。＜炭酸泉＞とはセラミド温浴としても効果を発揮します。

＊内側も外側も健康を心がけたいわんちゃんに＊
　→体力や免疫力の低下・汚れ・体臭・皮膚トラブル・被毛の痛み等
（免疫力向上・新陳代謝向上・除菌・リラックス・疲労回復・老化防止）

微細な炭酸ガスの泡が皮膚や毛穴の奥から浸透し、血行が促進されて免疫力や新陳代謝
の向上に効果を発揮します。強い洗浄力で体の隅々まで汚れをリセットし、被毛や肌に
とっても健康を取り戻す良い状態を作ることができます。また、収斂作用で被毛の毛艶
やフワフワ感の向上、もつれ防止にも効果がある他、弱酸性の除菌効果で体臭も改善さ
れます。どのエステとも相性が良く、相乗効果も期待できるマストメニューです。

＊溜まった汚れをしっかりと落としたいわんちゃんに＊
　→汚れ・体臭・敏感肌・かゆみ・皮膚トラブル・被毛の痛み等
（抗菌・抗炎症・被毛のもつれ防止・ボリュームアップ・防虫）

泡立てたホイップでマッサージしながら洗浄し、肌や被毛を優しくケアすることで、つ
るつるふわふわの仕上がりが得られます。マイクロバブル要らずで業界注目度No.１の
エステメニューです。

＊エステメニューの効果には個体差があり、わんちゃんの体調や症状によってはご利用上の
　注意が必要な場合もございます。スタッフまでお気軽にお問い合わせください。



PRICE LIST

Enjoy the taste of our heavenly esthetic treatments!

Esthetic Menu

Dog’s Pack by Silky Bubbles

Whip Aroma Ba� motto

-シルクの泡パック-

Dog’s Pack by Silky Bubbles
-シルクの泡パック-

-ホイップアロマバス-

Whip Aroma Ba� motto
-ホイップアロマバス-

Whip Aroma Ba� motto
-ホイップアロマバス-

Rose Moisture Pack
-ローズモイスチャーパック-

Rose Moisture Pack
-ローズモイスチャーパック-

Rose Moisture Pack
-ローズモイスチャーパック-

Carbonated Spring
-炭酸泉-

Carbonated Spring
-炭酸泉-

Carbonated Spring
-炭酸泉-

Small Medium

￥2,600 ￥4,000

￥2,000 ￥3,000

￥1,600 ￥2,400

￥1,600 ￥2,400

￥2,000 ￥3,000

￥1,000 ￥1,600

Combination Menu
コンビメニュー

＊価格は全て消費税抜きの表記となっております。

+

+

+

Carbonated Spring
-炭酸泉-

￥3,000 ￥4,600

￥3,600 ￥5,400

Whip Aroma Ba� motto
-ホイップアロマバス-

Rose Moisture Pack
-ローズモイスチャーパック-+ +

Carbonated Spring
-炭酸泉-

￥4,000 ￥6,000

+




