
DOG SALON & HOTEL　A-LOVE 長町店

　■基本料金（税込）

チワワ 2,455 (2,700) 3,818 (4,200) 4,909 (5,400)

ミニチュアピンシャー 2,182 (2,400) 3,545 (3,900) - -

イタリアングレイハウンド 2,545 (2,800) 3,909 (4,300) - -

ミニチュアダックス 2,636 (2,900) 4,000 (4,400) 5,455 (6,000)

パグ 2,909 (3,200) 4,273 (4,700) 5,727 (6,300)

ジャックラッセル 2,909 (3,200) 4,273 (4,700) 5,727 (6,300)

ボストンテリア 3,182 (3,500) 4,273 (4,700) - -

パピヨン 2,909 (3,200) 4,364 (4,800) 5,727 (6,300)

ポメラニアン 3,182 (3,500) 4,545 (5,000) 6,364 (7,000)

ヨークシャテリア 2,818 (3,100) 4,182 (4,600) 5,909 (6,500)

マルチーズ 3,182 (3,500) 4,545 (5,000) 6,545 (7,200)

シーズー 3,455 (3,800) 5,000 (5,500) 6,727 (7,400)

ペキニーズ 3,455 (3,800) 4,909 (5,400) 6,545 (7,200)

キャバリア 3,455 (3,800) 4,909 (5,400) 6,545 (7,200)

トイプードル 3,636 (4,000) 5,455 (6,000) 7,182 (7,900)

ミニチュアプードル 5,636 (6,200) 7,000 (7,700) 10,000 (11,000)

ミディアムプードル 8,636 (9,500) 10,000 (11,000) 15,000 (16,500)

スタンダードプードル 13,636 (15,000) 15,000 (16,500) 20,000 (22,000)

ビションフリーゼ 4,091 (4,500) 5,909 (6,500) 7,727 (8,500)

ワイヤーフォックス 3,636 (4,000) 5,364 (5,900) 7,909 (8,700)

ウェスティ 3,636 (4,000) 5,364 (5,900) 7,909 (8,700)

スコティッシュテリア 3,636 (4,000) 5,364 (5,900) 7,909 (8,700)

ミニチュアシュナウザー 3,636 (4,000) 5,364 (5,900) 7,091 (7,800)

ビーグル 3,182 (3,500) 4,727 (5,200) - -

フレンチブルドック 3,182 (3,500) 4,727 (5,200) - -

コーギー 4,273 (4,700) 5,636 (6,200) 7,636 (8,400)

柴犬 4,273 (4,700) 5,636 (6,200) - -

シェルティ 4,727 (5,200) 6,273 (6,900) 8,000 (8,800)

アメリカンコッカー 4,727 (5,200) 6,273 (6,900) 8,000 (8,800)

ゴールデン・レトリーバー 7,636 (8,400) 9,000 (9,900) 11,455 (12,600)

ラブラドール・レトリーバー 6,636 (7,300) 8,000 (8,800) - -

オーストラリアン・ラブラドゥードル ミニチュア 5,909 (6,500) 8,455 (9,300) 12,000 (13,200)

オーストラリアン・ラブラドゥードル ミディアム 7,909 (8,700) 11,000 (12,100) 16,000 (17,600)

オーストラリアン・ラブラドゥードル スタンダード 9,909 (10,900) 14,000 (15,400) 20,000 (22,000)

■シャンプー・カットコース、シャンプーコースには下記のケア、サービスが含まれております。

【ATTENTION】

■クイックシャンプーのご利用は、各コースご利用後１ヶ月以内のわんちゃんに限ります。

■以下条件に当てはまるとき、別途料金がかかる場合がございます。詳細はカウンセリング時にご案内いたします。

　・わんちゃんのサイズが著しく大きい場合

　・被毛の状態（毛量、長毛、毛玉、抜け毛）によりトリミング時間が通常より長くかかる場合

　・カットスタイルによりデザインカットやオールシザー対応の場合

　・グルーマー2名体制にて対応する場合

グ ル ー ミ ン グ 料 金 表

　　　・ケアセット（爪切り・耳掃除・足裏バリカン・足周りトリミング・肛門腺絞り）

　　　・トリミング後の写真　　　・ボディチェックシート　　　・営業時間内預かり

クイックシャンプー

本体価格（税込）

シャンプーコース

本体価格（税込）

シャンプー・カットコース

本体価格（税込）



　■サイズアップ料金（税込）　　500円（550円）～

　■長毛・毛量料金（税込）　　　500円（550円）～

　■デザイン料金（税込）　　　  500円（550円）～

　■オールシザー料金（税込）　 500円（550円）～

※15ｍｍ未満のオールシザーは危険が伴うため、お断りする場合がございます。その場合はアタッチメント、バリカン仕上げとなります。

　■サポート料金（税込）　 500円（550円）（10分）～

ラッピング等をご希望の方は別途料金をいただく場合がございます。

追 加 料 金 一 覧

当社規定体重※よりオーバーしているわんちゃんには、サイズアップ料金として追加料金をいただきます。

作業量により料金を設定いたします。　※当社規定体重の詳細はサロンへご確認ください。

～料金例～

6.7㎏のトイプードルのシャンプー・カットコースの場合：

当社規定体重6.0㎏を越えているため500円（550円）～1,000円（1,100円）のサイズアップ料金をいただく場合がございます。

カットスタイルやフルコート等で被毛を特に長くしている、もしくは特に毛量が多いわんちゃんでグルーミング時間が

通常より長くかかる場合は長毛・毛量料金をいただきます。

～料金例～

ヨークシャテリアのフルコートのシャンプーの場合：

毛量にもよりますが500円（550円）～1,500円（1,650円）の長毛・毛量料金をいただく場合がございます。

毛量にもよりますが500円（550円）～1,000円（1,100円）のオールシザー料金をいただく場合がございます。

ハートやパンツカット等のワンポイントデザイン、編み込み・ヘアアレンジ・ラッピング、ショークリップ等の高度な

デザインカットをする場合は、デザイン料金をいただきます。作業量により料金を設定いたします。

～料金例～

トイプードル5.0㎏のボディ6.0ｍｍバリカン仕上げでパンツカットを行う場合：

毛量にもよりますが500円（550円）～1,000円（1,100円）のデザイン料金をいただく場合がございます。

15ｍｍ以上の被毛をシザーで仕上げた場合は、オールシザー料金をいただく場合がございます。

スキバサミでの仕上げも同様となります。作業量により料金を設定いたします。

～料金例～

トイプードル5.0㎏のボディ30ｍｍ残しのオールシザー仕上げの場合：

噛む・暴れる・動き回る・自立できないわんちゃんに、2名以上のグルーマーで作業する場合や、通常の作業より多くの

時間を要する場合はサポート料金をいただきます。

～料金例～

安全確保のためカット中に別のグルーマー1名が30～40分間保定した場合：

1,500円（1,650円）～2,000円（2,200円）のサポート料金をいただく場合がございます。


