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SFTS！マダニの脅威  

SFTSとは 

重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome ： SFTS）のこ

とを指します。 

ダニ媒介感染症の一種であり、主にウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染が広がってい

く病気です。 

人獣共通感染症の一つでもあり、ヒトだけではなくペットの犬や猫にも感染し、犬猫からヒトへ感

染することもあります。 

日本では、西日本を中心に報告されていますが、東京を含む東日本でもいつ報告されてもおかしく

ない状態です。 

今回はそんなSFTSについてご紹介いたします。 

もともとはシカなどの野生動物の間で、マダニが吸血することで感染が成り立っていた病気です。 

そのウイルスを保有したマダニが、ヒトや犬猫に吸血することで感染します。 

また犬や猫からヒトへの感染も認められており、特に猫からの感染では重症化することが多く認め

られています。 

関東地域でもウイルスに感染した野生動物の報告がありますので、十分注意が必要です。 

（図１参照） 

 

  

 



症状 

治療法  

予防法  
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SFTS！マダニの脅威  

犬猫では、一年を通したマダニ駆虫薬の投与がとても重要で、現時点で最も効果的な予

防法です。 

散歩のときに茂みに行かないことや、室内で飼われることもお勧めいたします。 

 （マダニ予防を行っていた犬猫でも発症した例はあり、残念ながら必ずしも発症を防げ

るというわけではありません。） 

 

＊お願い 

外に行く猫や保護した野良猫が、衰弱していてぐったりしていると特に注意が必要なの

で、早めに動物病院を受診してください。 

その際は噛まれたりしない様、十分にお気を付けください。 

来院される前には必ず事前にお電話をお願い致します。 

 

 

ヒト・犬・猫ともに、元気・食欲の低下や発熱が多く認められます。 

猫は報告数も多く、特に重症化することが知られています。 

※特に猫では 

猫から猫への感染が起こっている可能性があると言われており、猫からヒトへも、 

咬傷や濃厚接触により感染することが知られています。 

また、発症猫の唾液・糞便・尿中からもウイルスが排出され、 

すべての体液に注意が必要です。 

 

 ヒ ト  ネコ  イヌ  

症状 元気・ 食欲消失, 

黄疸 

発熱, 

嘔吐 

下痢 

ヒ ト とほぼ同じ  

黄疸を示すこ と が多

く , 下痢が少ない 

ヒ ト とほぼ同じ  

多く は不顕性感染 

(感染し ても 症状が

認められない) 

致死率 10～30％ 約 60％ 

非常に高い 

約 29％ 

 

治療法は確立されておらず、症状に合わせた指示療法を軸に行います。 

ワクチンや抗ウイルス薬などは開発中です。 

また病院での検査では、採血により”可能性が高そう”ということまでわかりますが、 

確定診断には特定の施設に外注検査を依頼する必要があります。 

 



これだけじゃない！ 

マダニ媒介感染症  

マダニの生活環Ⅰ 
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SFTS！マダニの脅威  

参考資料 1) マダニの分類とマダニ媒介感染症  

ダニが媒介するダニ媒介感染症は数多く存在し、ダニの一種であるマダニもSFTS以外に

も多くの病気を媒介することが知られています。 

その為、マダニがどのようなところに生息し、どんな予防が出来るかを知っておくことが

大切です。 

マダニは、 幼ダニ、若ダニ、成ダニ の各ステージで1回ずつ、 生涯で3回吸血します。 

またヒト以外に、野ネズミ、 野ウサギ、シカ、イノシシ などの野生動物や、ネコ、 散歩中

のイヌなども吸血 しています。 

マダニの多くは、 春から秋（3～11月）に かけて活動が活発になり ますが、冬季も活動する 

種類もいます。 

マダニは、民家の裏山や裏庭、畑、 あぜ道などに生息していますが、都内の公園などにも生

息しているため、犬の散歩中に犬や人にマダニがついてしまうことも十分あり得ます。 

 

参考資料 3) マダニの生活環 



マダニに咬まれた場合 

マダニの生活環Ⅱ 

7 

SFTS！マダニの脅威  

マダニは草むらなどの茂みに多く存在しているため、犬のお散歩中はなるべく茂みに行か

ないようにしましょう。お散歩から帰ってきた時は、身体にマダニがくっついていないか

くまなく見てあげてください。 

猫は室内飼育を心掛け、マダニとの接触を防ぎましょう。 

また、SFTSの予防でも述べたように、一年を通したマダニ駆虫薬の投与がとても重要にな

ります。特に春から秋（3～11月）に かけては活動が活発になる為、忘れず駆虫薬の投与

を行いましょう。 

マダニ類の多くは、ヒトや動物に取り付くと、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間（数

日から、長いものは10日間以上）吸血しますが、咬まれたことに気がつかない場合も多いと

言われています。吸血中のマダニに気が付いた際、無理に引き抜こうとするとマダニの一部が

皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまったりするおそれがあるので、医

療機関（皮膚科）や動物病院を受診するようにしてください。また、マダニに咬まれた後、数

週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けて

下さい。 

 

マダニが草むらにいる画像（例） 

マダニの健康被害画像(例） 
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動物と暮らすお部屋で 

注意したい観葉植物 



動物と暮らすお部屋で注意したい観葉植物 
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植物毒とは 

植物由来の成分で動物の身体に障害を及ぼすもののこと。摂取量によって症状の程度は変わることが多い。 

植物によっても異なるが症状の多くは嘔吐下痢などの消化器症状、血圧の変動や不整脈などの循環器症状、 

異常行動や痙攣などの神経症状などがあるが、これらが同時に発現することも。 

また、食べていなくても樹液や草液と接触することで粘膜や皮膚に炎症を生じる事もあるが、 

この場合は付着量ではなく症状を発現した部位を動物が掻いて炎症が拡大することの方が多い。 

ちなみに、植物をぎゅっと濃縮したエッセンシャルオイルは特に危険です。 

特に猫のように生きていくために植物を必要としない、完全肉食動物は、体内に植物を消化したり分解したりする機能がほぼありません。 

そのため、ほかの動物なら問題ない精油の植物由来成分も、代謝できず体内にとどまり続けて中毒を起こすことがあります。 

園芸種の中の有毒植物について 

観葉植物の多くはサトイモ科の物であり、共通してシュウ酸カルシウムが含まれる。 

粘膜や皮膚に対して非常に刺激的であるため、これらの植物を咬むことによって口腔粘膜は発赤・腫脹・糜爛状態となり、 

動物は口腔内の灼熱感を覚えるようになる。 

また草液が目や皮膚に付着した場合も同様の症状が生じるが、動物が四肢で掻いたり物にこすり付けることによって病変部が拡大・悪化すること

がある。 

花のある植物は野生種の植物を観賞用に改良したものであるため有害成分を持つ植物はその成分をそのまま受け継いでいることが多い。 

植物の種類によって含有される有害成分が異なるため、出現する症状は多岐にわたる。 

一般的には接種した際の不快感から嘔吐、下痢が見られ、成分が吸収された後に同様の消化器症状、血圧の変動や不整脈などの循環器症状、異常

行動や痙攣、意識の混濁等の神経症状、筋力の低下から生じる呼吸困難等が見られる。 

これらは摂取量によって重症化する用量依存性であるが、新たな成分がない限り一過性で回復後の再発はほとんどない。 

（伴侶動物が出合う中毒チクサン出版社より抜粋） 

 

普段わんちゃんねこちゃんと暮らすお部屋に 

お花や観葉植物を飾っていますか？ 

見るだけできれいで癒してくれるお花や観葉植物ですが、 

わんちゃんねこちゃんにとっては時に毒になり得るものもあります。 

今回は、動物と暮らすにあたって安全なものとそうでないもので 

特に人気な植物をご紹介します！ 
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これは危険！ 

わんちゃん編 

部位：根、つぼみ、葉 

症状：ふらつきや興奮、過呼吸、 

   嘔吐、痙攣、麻痺など 

部位：花、茎 

症状：下痢や嘔吐、多量のよだれ、 

   運動失調。触れただけで皮膚 

   に炎症を起こす 

部位：葉、果実 

症状：口の渇き、よだれ、腹痛 

 

部位：実、種 

症状：呼吸困難 

備考：あんず、桃、桜、すもも、梅、 

   びわの種子や種子の周りの 

   果肉にも同様に注意 

部位：すべて 

症状：噛むと組織に含まれている 

   結晶成分が突き刺さり口内 

   が激しく痛み、浮腫ができ、 

   嘔吐や呼吸困難を引き起こす 

備考：少量でも症状が出ます。 

   植物によるペットの中毒事故 

   では2番目に多く、全体の13％ 

         を占めています。 

部位：葉 

症状：嘔吐下痢、手足のしびれで 

   最悪の場合死亡 

これは危険！ 

ねこちゃん編 

アジサイ 菊 アイビー 

バラ科 カラジウム ドラセナ 

動物と暮らすお部屋で注意したい観葉植物 
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部位：葉 

犬：嘔吐、下痢、腎臓に悪影響を及 

  ぼし血尿、最悪の場合死亡 

猫：下痢、体温低下 

部位：葉 

症状：噛むと口内炎、発熱、吐き気 

部位：すべて 

症状：腎障害、最悪の場合死亡 

備考：少量でも症状が出ます。 

部位：すべて 

症状：下痢、嘔吐、心不全など。 

   稀に昏睡、麻痺を起こし、 

   最悪の場合命を落とす 

 

部位：すべて 

症状：数時間で不整脈、下痢、 

   嘔吐、腹痛など。 

   最悪の場合、異常に興奮した 

   後昏睡、心不全で死亡 

部位：すべて 

症状：心臓に猛毒、胃腸炎、 

   痙攣、最悪の場合死亡 

部位：すべて 

症状：口腔内の痛み、口内炎、 

   口唇炎、過剰なよだれ 

部位：すべて 

症状：嘔吐、下痢、腹痛、麻痺など 

   最悪の場合死亡 

 

部位：茎、葉（白い汁） 

症状：嘔吐、下痢、口腔内の灼熱感 

   皮膚炎 

 

これは危険！ 

わんちゃん・ねこちゃん 

共通編 

アロエ ポトス ユリ 

すずらん チューリップ スイセン 

ベゴニア ポインセチア 彼岸花 

動物と暮らすお部屋で注意したい観葉植物 
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常に猫が食べても良い猫草を置いてお

くことで、他の観葉植物を食べるのを

防ぐ。猫が植物を食べるのは、細くて

チクチクした葉でお腹を刺激させて吐

き、スッキリするためなので、猫草が

常にあれば食べにくい他の観葉植物を

かじる理由は少なくなります。 

育てやすく様々なサイズがあるので部

屋に合わせやすく人気。毒性もほぼな

く犬猫にとっても安全です。唯一、種

子に毒性がありますが通常販売されて

いる状態であれば問題ないことが多い

でしょう。 

「多幸の木」とも呼ばれます。（似た

呼び名で「幸せの木」と呼ばれるドラ

セナには強い毒性があるので注意。）

犬猫にとって毒性はないですが、小ぶ

りなサイズのものはイタズラされない

ように置き場所に注意。 

細かく繊細な葉がスタイリッシュで

人気。 

犬猫にとっても毒性はなく安全です

が、細かい葉の形状は猫がじゃれた

くなるかもしれません。置き場所に

注意しましょう。 

和風やアジアンテイストのインテリ

アにもよく合います。寒さにも比較

的強く育てやすいです。犬猫にとっ

て毒性はありませんが、猫がかじり

たくなる葉の形なので置き場所に注

意。 

いかがでしょうか？ 

上記の植物も、完全に安全というわけ

ではありません。 

植物と動物は基本的に別室にすること

をお勧めします。 

また、万が一誤食してしまった場合は

おうちで無理に処置せず、お口の中を

水でしっかりゆすいであげてすぐに病

院を受診してくださいね。 

一緒に暮らしても 

比較的安全な植物編 

猫草（えん麦） パキラ ガジュマル 

エバーフィッシュ シュロチク 

動物と暮らすお部屋で注意したい観葉植物 
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動物と暮らすお部屋で注意したい観葉植物 



　

14 

photo shot☆ 

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 

サイプちゃん 

（スタッフよりひとこと♪） 

 

最高の一言です！ 

完璧な構図ですね！！！ 

編集チーム一同、黄色い声が上がりました(*^^*) 

たくさんのお写真の応募、 

ありがとうございました♪ 

 

smile編集部より 

 

えるちゃん 

ちろるちゃん チャビちゃん ラッキーちゃん 

ケビンちゃん 



 ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（夏号）の表紙となる一枚を選ぶ 

フォトコンテストも兼ねており、 

ご応募いただいた写真の中から抽選で1枚が選ばれます。 

皆様からのご応募お待ちしております。 

件名に『夏号写真募集係り』 

本文にご家族様名・ペット名を入力し、 

写真を添付してメールを送信して下さい。 

加工などの処理がされていない写真でのご応募をお願いします。 

※公募写真は本誌への掲載のみに使用し、他の目的には使用いたしません 

smile@jamc.co.jp 
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photo shot では 

photo shot☆ 

大福ちゃん 大福ちゃん 

えるちゃん 

サイプちゃん 

えるちゃん 

たちかわちゃん 

琥珀ちゃん 
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拝啓  

 

萌芽の折、ご家族の皆様にはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。 

日頃は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。 

 

 

さて、かねてから準備を進めて参りました「ウェルネスサロン cocoe」が、 

4月1日（水）より会員制のサロンとしてリニューアルオープンいたします。 

「トリミングサロンcocoe」をご利用いただいていた方々には大変不便をおかけいたしましたが、 

無事リニューオープンの運びとなりましたのも、ひとえに皆様のご支援の賜物と心より御礼申し上げます。 

 

 

「ウェルネスサロンcocoe」では「健康×美しさ」をコンセプトに、新しい価値を創造して参ります。 

 

 

「健康」に関しては、コンサルテーション・予防医療・健康診断を包括した「ウェルネスプラン」を通じて 

ワクチンや各種寄生虫予防などはもちろん、予防歯科や獣医師による検診を日常に。 

ご家族様とスタッフで「健康であることの喜び」を共有していきたいと思っています。 

 

 

「美しさ」に関しては、従来のトリミングサロンの域を超えるリラクゼーションを。 

美容皮膚科の概念を導入し、その時の状態にあった施術をその都度ご家族様と相談の上、提供いたします。 

また、美容に止まらず、フードや自宅でのケアの方法もトータルアドバイザーとしてサポートしていきます  

 

 

ご家族様とスタッフで「健康であることの喜び」を共有していきたいと思っています。 

 

 

新たな試みとしては、 

持続的でかつ柔軟性のある施術を提供できますよう、会費を月額支払いの一定価格で提供させていただきます。 

基本的な施術費用を含む定額システムですので、ご家族様に心置きなく健康で美しくなるメニューを 

ご提供することができます。 

ただ、まことに心苦しいのですが、施術の質を維持するため、初回の月額制会員様の受け入れ人数は 

限定させていただく予定です。 

 

また、月額制ではなく、従来通り単品でのサービス提供も承れます。 

 

 

 

日本動物医療センターの理念である「想いをもって常に安心を提供する」を胸に、 

ご家族がいつまでも健康で美しくいられます様、皆様のお声を聴きながらスタッフ一同邁進していく所存です。 

 

 

 

 

敬具                                                       令和２年3月吉日 

「ウェルネスサロン cocoe」リニューアルオープンのご案内 
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ぽつみちゃん/狆 

ポロ君 

「美しく健康に長生きする」をモットーに従来の「トリミング」の枠を超えた 

医療と美容のトータルサポートを行う会員制サロンです。 

生涯のパートナーとして「健康で美しくいつづけるよろこび」を共有できますと幸いです。 

Wellness Salon cocoe とは 

一生涯をともに支える 

パートナーでありますように 

●親身であること 

 ご家族と同じ目線で、愛情を持って接します 

●安心であること 

 美容・医療の両面でサポート致します 

●人と人とのつながりを大切にすること 

 小さなことでも相談できるよう信頼関係を築き、 

  そのために必要な人材教育にも力を注ぎます 

●くつろぎの空間であること 

 人にも動物にも心と体に潤いを提供致します 

●自然・人・動物にやさしくあること 

 質にこだわり、より良いものを提供致します 

●持続的であること 

 以上のことを継続的に提供できるよう努めます 
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ご利用にあたって 

〈  Wellness Salon  cocoe会員アプリ  〉 

スマートフォン対応の会員様限定アプリです。 

サロンからのお知らせや、各種イベント情報の通知や申込、クーポンの発行、 

トリミングの履歴の管理などを行います。 

サロンご利用の初回にダウンロードをお願いしております。 

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。 

〈  営 業 日  〉 

※完全予約制 

※第1、第3月曜日は、トリマー主催のご家族向けセミナーを予定しています。 

 月ごとにテーマを変えて、スタッフと一緒に様々なことを体験していただけるセミナーとなっております。 

※第2、第4金曜日は、ねこちゃん専用のトリミングの日です。 

 ワンちゃんの声が苦手な子などのために設けております。落ち着いた空間で施術をしていただくことが出来ます。 

〈  instagramご案内  〉 

『cocoe_wellness_salon』としてinstagramを開設しております。 

”健康で美しく”のテーマのもと様々な写真を更新していきます。 

cocoeアプリのフォトアイコンからアクセスすることも出来ます。 

また、ご利用いただきましたわんちゃん・ねこちゃんのお写真を掲載させていただくこともございます。 

（サロン同意書において写真掲載についての項目がございますので、掲載可もしくは不可をご選択下さい） 

 

第1、第3 第2、第4 第1、第3 第2、第4

9：00-12：00 〇 セミナー — 〇 〇 — —
猫専用日

〇
〇

12：00-18：00 〇 セミナー — 〇 — — —
猫専用日

〇
〇

土

月 金

日 水火 木

〇：営業日  —：定休日 
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〈  サービスの選択  〉 

インクルーシブ（月額制）サービス・アラカルト（単品利用）サービスのどちらでご利用いただくかお選び下さい。 

インクルーシブサービスをお受けになる方は、基本施術費用が月額自動引落となるため別途お申込が必要となります。 

（JAMC受付にて対応） 

申込完了後は原則キャッシュレスにてサロンをご利用いただけます。 

アラカルトサービスをお受けになる方は、従来どおりその都度窓口精算をお願い致します。 

※動物保険のご利用を希望される場合は、アラカルトサービスをご選択下さい。 

〈  インクルーシブとは  〉 

ひとつひとつの値段のついたメニューを購入いただくのではなく、 

基本的な施術費用を含む定額システムです。 

ご家族様に心置きなく健康で美しくなるメニューをご提供することができると考えております。 

尚、ウェルネスサロンcocoeのインクルーシブプランは 

”健康”と”美容”の両方からサポートできるよう 

健康増進を叶える「ウェルネスプラン」（下記に記載）と、cocoeの美容メニューを合わせた内容となっております。 

 

 

・ワクチン抗体量検査        最大1回/年 

・フィラリア抗原検査          1回/年 

・フィラリア予防薬          12か月分/年 

・外部寄生虫予防薬          12か月分/年 

・消化管内寄生虫予防薬        12か月分/年 

・混合ワクチン            最大1回/年 

・狂犬病ワクチン（犬のみ）       １回/年 

・一般診察・相談（25分以内）         4 回/年 

・検診シート作成                  4 回/年 

・血液一般検査（CBC/生化学/電解質）    １回/年    

・T4測定                     １回/年  

・Spec-CPL・FPL                 １回/年  

・SDMA測定                                           １回/年  

・BNP測定                                            １回/年    

・尿検査                                                 １回/年   

・歯周病リスク検査                                  １回/年  

（特典）※特典は動物ナビのクーポンにて発行 

※当院での療法食・一般食の割引（10~15％） 

※当院でのデンタルケアグッズの割引（20％） 

※当院でのサプリメントの割引（20％） 

 （マイトマックススーパー、プロバイオサイエンス、ソフィア） 

※マイクロチップ割引（50％）※予約制 

※避妊・去勢手術割引（20％）＋避妊・去勢後ケアフードプレゼント 

※歯周病治療割引（定期的麻酔下スケーリング費用）（20％） 

2020 ウェルネスプラン 内容一覧 

（その他） 

・検査費割引（20％） 

・入院費（入院室+看護料）・手術費割引20％（10歳以上は10％） 

 （適用条件） 

 (1)適切なBCS（極端な肥満、削痩でないこと） 

   (2)歯周病リスク検査の結果が1～2 

   (3)プロバイオティクス（上記）を使用している 

   (4)ウェルネスプランをスケジュール通りこなしている 
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料金案内 

インクルーシブサービスにおいては、月のトータルの施術時間によって3つのコースをご用意いたしました。 

シャンプーコース約90分、カットコース約180分をベースにし、更に様々なセレクトメニューから 

オプションを選択・組み合わせて、その子に合った施術をカスタマイズしていきます。 

選択したいセレクトメニューの数やご希望の来店回数の頻度でご希望のコースをお選び下さい。  

 

 

SILVER コース 

GOLD コース 

『cocoe』 

美容施術時間      

240分/月 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

月額 

 ¥24,800（税抜） 

『cocoe』 

美容施術時間      

360分/月 

月額 

¥36,800（税抜） ＋ 

PLATINUM コース 

『cocoe』 

美容施術時間      

600分/月 

月額 

¥59,800（税抜） 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

＋ 

＋ 

SILVER コース 

GOLD コース 

『cocoe』 

美容施術時間      

240分/月 

月額 

¥24,800（税抜） 

『cocoe』 

美容施術時間      

300分/月 

月額 

¥36,800（税抜） 

PLATINUM コース 

『cocoe』 

美容施術時間      

420分/月 

月額 

¥49,800（税抜） 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

『クリニック』 

ウェルネス 

予防プラン 

＋ 

＋ 

＋ 

DOG 

CAT 

ー インクルーシブ ー 
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DOG 

CAT 

インクルーシブサービスにおいてお選びいただけるセレクトメニューのご紹介です。 

各メニューには其々に施術時間が設けられており、加入したコースの総施術時間から 

お選びいただいたセレクトメニューの施術時間が差し引かれます。 

無料メニューに関してはお時間の差し引きなしに適宜承ります。 

・シャンプー剤セレクト（オーガニック、ファーメイク、薬用） 

・トリートメント 

・保湿剤 

・炭酸泉 

・マイクロバブル 

・ハーブ湯 

・ハーブパック 

・シャンプー 

・全身カット 

・全身毛先カット（チッピング）              

・部分カット   

 

（無料メニュー） 

・爪切り 

・足裏カット 

・足先バリカン 

・口腔クリーニング 

・ひげカット 

・肛門腺絞り 

・耳掃除 

 

 

 

・シャンプー剤セレクト（オーガニック、ファーメイク、薬用） 

・トリートメント 

・保湿剤 

・炭酸泉 

・マイクロバブル 

・ハーブ湯 

・ハーブパック 

・シャンプー 

・全身カット 

・アンダーコート処理 

・部分カット  

・ブラッシング  

（無料メニュー） 

・爪切り 

・足裏カット 

・口腔クリーニング 

・肛門腺絞り 

・耳掃除 
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アラカルトサービスにおいては、サービスを単品でご利用いただけます。 

ー アラカルト ー 

料金案内（dog) 

シャンプーコース カットコース 

バーニーズ・マウンテンドッグ ¥25,000 —

グレート・ピレニーズ ¥28,000 —

ボルゾイ ¥20,000 —

スタンダード・プードル 〃 ¥40,000

ゴールデン・レトリバー ¥17,000 ¥28,000

シェパード ¥18,000 —

ダルメシアン 〃 —

ラブラドール・レトリバー 〃 —

ブルドック ¥15,000 —

アメリカン・コッカー・スパニエル ¥12,000 ¥22,000

ボーダー・コリー ¥13,000 —

シェットランド・シープドック 〃 —

スピッツ 〃 —

ウェルシュ・コーギー 〃 —

ビーグル 〃 —

柴 ¥11,000 —

ビション・フリーゼ 〃 ¥20,000

フレンチ・ブルドック ¥10,000 —

ミニチュア・シュナウザー 〃 〃

トイ・プードル 〃 〃

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 〃 〃

ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア ¥13,000 ¥19,000

ペキニース 〃 〃

シーズー 〃 〃

マルチーズ 〃 ¥18,000

ポメラニアン ¥12,000 〃

ヨークシャー・テリア 〃 ¥16,000

パピヨン 〃 〃

ジャック・ラッセル・テリア 〃 〃

パグ 〃 〃

チワワ（ロング） ¥10,000 ¥13,000

ミニチュア・ダックス・フンド（ロング） 〃 ¥14,000

イタリアン・グレーハウンド 〃 —

ミニチュア・ダックス・フンド（スムース） 〃 —

チワワ ¥9,500 —

ミニチュア・ピンシャー 〃 —



【セレクトメニュー】 コースの追加オプションとしてお選びください

※炭酸泉とマイクロバブルは+¥1,000で単品メニューとしてご利用いただけます。単品でのご利用の場合、シャンプーの施術は含まれません。

【追加メニュー】 コースの追加オプションとしてお選びください

¥1,500～（施術範囲に応じます）

¥1,000～（施術時間に応じます）

【単品メニュー】

【薬浴コース】 コース料金に下記の獣医薬浴処置代が別途でかかります。

皮膚の治療を目的としたコースです。

獣医師による薬浴処置を行います。シャンプー前に皮膚の診察が必要です。

【特別施術】

（施術時間に応じます）

獣医薬浴処置 ¥2,300 ¥2,950 ¥3,600

酸素使用、補助、獣医師立会い、美容不慣れ　等 ¥1,000/10分

5-10kg 10-15kg 15-20kg

ヒゲカット ¥1,000

¥1,500

¥1,000

足先バリカン

肛門腺絞り ¥1,000

耳掃除

部分カット

毛玉・抜け毛除去

¥1,000

足裏カット ¥1,000

¥1,000

毛玉・抜け毛除去

部分カット

¥9,500

¥4,000

¥6,000

¥7,000

¥6,500

¥10,000

20kg-

¥2,500

¥4,000

¥5,000

¥5,000

5-10kg 10-15kg 15-20kg

¥3,500

¥5,500

¥6,500

¥6,000

¥8,500

¥3,000

¥5,000

¥5,500

¥5,500

¥9,000

ハーブ湯

ハーブパック

炭酸泉※

マイクロバブル※

トリートメント

・コースには、爪切り・足裏カット・肛門腺絞り・耳掃除・口腔クリーニングが含まれています。 

・使用するシャンプーは、皮膚・被毛の状態に合わせてオーガニックや薬用シャンプーなど 

 その子に適したものをお選びいただけます。 （別途費用なし） 

・部分カットをご希望の場合は、シャンプーコースに追加メニューで部分カットをお選び下さい。 

 部分カット料金は、カットをご希望される範囲によって異なります。 
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※毎月第2、第4金曜日は猫専用の日となります。

猫専用日のご利用 ¥1,500 （上記料金に追加）

短毛種 ¥12,000 ¥18,000

長毛種 ¥15,000 ¥21,000
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アラカルトサービスにおいては、サービスを単品でご利用いただけます。 

ー アラカルト ー 

料金案内（cat) 

シャンプーコース トリミングコース 



【セレクトメニュー】 コースの追加オプションとしてお選びください

※炭酸泉とマイクロバブルは+¥2,000で単品メニューとしてご利用いただけます。単品でのご利用の場合、シャンプーの施術は含まれません。

【追加メニュー】 コースの追加オプションとしてお選びください

¥1,500～（施術範囲に応じます）

¥1,000/10分（施術時間に応じます）

【単品メニュー】

【薬浴コース】 コース料金に下記の獣医薬浴処置代が別途でかかります。

皮膚の治療を目的としたコースです。

獣医師による薬浴処置を行います。シャンプー前に皮膚の診察が必要です。

【特別施術】

（施術時間に応じます）

¥3,500

¥5,000 ¥6,000

アンダーコート処理 ¥6,000 —

¥8,000

¥7,000

¥7,500

¥9,000

¥6,000

¥6,500

獣医薬浴処置 ¥2,950

酸素使用、補助、獣医師立会い、美容不慣れ　等 ¥1,000/10分

足裏カット ¥1,000

耳掃除 ¥1,000

肛門腺絞り ¥1,000

毛玉・抜け毛除去

部分カット ¥1,000

毛玉・抜け毛除去 ¥1,000

トリートメント

部分カット

ハーブ湯

ハーブパック

炭酸泉

マイクロバブル

短毛種 長毛種

¥2,500
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・コースには、爪切り・肛門腺絞り・耳掃除・口腔クリーニングが含まれています。 

・使用するシャンプーは、皮膚・被毛の状態に合わせてオーガニックや薬用シャンプーなど 

 その子に適したものをお選びいただけます。 （別途費用なし） 

・部分カットをご希望の場合は、シャンプーコースに追加メニューで部分カットをお選び下さい。 

 部分カット料金は、カットをご希望される範囲によって異なります。 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

絆プロジェクトとは 

“動物が健康で美しく長生きするためにできること”をテーマに、動物とご家族が楽しく

快適に過ごせますように、獣医師、動物看護師、トリマー、受付、コンシェルジュそれ

ぞれの立場からご家族向けのセミナーや、動物と暮らすことの幸せを改めて感じてもら

えるようなイベントを開催していくプロジェクトです。 

動物病院は病気やケガを治すためだけでなく、健康であり続けるためのお手伝いする存

在でもあります。多くの方にとって動物病院に足を運ぶのが楽しいと思っていただけま

すと幸いです。 

  

皆さまがどのような悩みを持たれているか、また同じ悩みを持つご家族さま同士が悩み

を解決するためにコミュニケーションを取れるような場を作りたいと思っております。

皆さまのお声をお聞かせ下さい。 

 

 

我が家の動物との❝家族の絆❞ 

エピソードをお聞かせ下さい。 

健康を維持するために、日頃から気を

付けていることや、お悩みやお困りご

となどのお声をこちらのメールまでお

送り下さい。 

皆さまの多くのお声を元に、イベント

やセミナーを企画して参ります。 

kizuna@jamc.co.jp 

美しく健康で 

   長生きするために 
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1月30日～2月5日 開催 

「Let's 心地よい環境」 

~ 絆プロジェクト ~ 

 

～ 絆プロジェクト 第9回 活動報告 ～ 

介護に対するイメージをプラスのものに変えていきシニアのわんちゃん

とそのご家族の生活がより楽しく充実したものになるようサポートする

ために発足したJAMCシニアチームによるハッピーシニアプロジェクト

♪シリーズ最後の第3回目は「Let's 心地よい環境」ということで

「住」をテーマに商品展示会を実施致しました。 

 

まだまだ歩けるわんちゃんのサ

ポートに、歩行補助用のハーネス。 

寝ている間も快適に。 

褥瘡防止のマットなど、様々な問題

を抱えているシニアのわんちゃんた

ちに。 

脳の健康をサポートするサプリメ

ントの紹介も行いました。 

シニアのわんちゃんのお尻を清潔

に保つ便利グッズもご紹介♪ 

赤ちゃん用のオムツをわんちゃんのオ

ムツに変身！使い心地も、コスパも良

い優れものです。 

ハッピーシニアプロジェクトによる、衣食住

のテーマに分けたイベントに足を運んでいた

だいた皆様、どうもありがとうございました。 

今後もシニアのわんちゃんたちとそのご家族

さまたちのお力になれるようスタッフ一同が

んばりますのでよろしくお願いします♪ 

 

いつでもスタッフに 

ご相談ください 

JAMCハッピーシニアプロジェクト 



～ 絆プロジェクト ～ 
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2月20日～2月25日 開催 

おうちの猫ちゃんと令和にゃん【2】年【2020.2.22】の日をお祝いしましょう！ 

記念すべき語呂の揃った今年の猫ちゃんの日、皆様はどのように過ごされましたでしょうか？ 

いつもよりちょっと美味しいご飯をあげたり、一緒に写真を撮ったり、一緒にお昼寝したりされたのかなあと想像して、 

にやけてしまいます。 

病院でお会いする時の猫ちゃんは、どこか緊張していて体もお顔つきもこわばってしまいます。 

そこで、お家でのリラックスしたあの子の顔が見てみたい！という気持ちから、 

皆様の猫ちゃんのお家での普段のベストショットを募集した結果、大変多くの可愛すぎる！お写真が届きました！ とても選び難

かったのですがその中からベストなものを選別させていただき、スタッフでパネルを作成し展示いたしました。 

大変多くの方にご来場いただき、みんな感嘆の声を小さくあげながら、それぞれ癒されているご様子でした。 

ご応募いただいた方には、こちらの手作りのパネルを随時プレゼントさせていただきます。ぜひおうちに飾ってあげてくださいね。 

今回ご応募に間に合わなかった方も、もっとたくさん可愛い写真があるの！という方も、また来年写真展があるかもしれません！？ 

こんな写真撮れたの！と誰かに自慢したい気持ちありますよね、、、是非診察の合間などにスタッフに見せてください！ 

そして皆様の可愛い猫様たちが、明日も明後日もこれからもずっと健康で可愛くいられますように。 

  

 

「にゃおにゃおにゃんにゃんにゃん・ねこ写真展」 
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～ 絆プロジェクト ～ 



こんな時は危険サイン？ 理想のトイレとは？ 尿検査ってどうやるの？  

など、普段から病気を隠しがちな猫ちゃんからの病気のサイン、セルフチェックの仕方、 

猫ちゃんからのおしっこの取り方、猫ちゃんに多い泌尿器疾患の紹介などの展示を行いました。 

SHARPが開発した猫用システムトイレ型「ペットケアモ

ニター」の展示、使い方説明会を開催しました。 

AIを駆使した最新型の猫ちゃんのトイレ型ペットケアモ

ニターは、おしっこの心配がある猫ちゃんの飼い主様に

とってはとても画期的で、 

猫好きのスタッフにとっても大変興味深いものでした。 

  

 

猫ちゃんのおしっこには健康の情報がいっぱい詰まっています。 

健康で長生きしてもらうために、毎日してくれるおしっこの変化か

ら、猫ちゃんが示してくれるサインをキャッチすることに少しでも

役立つものにしていただけていたら幸いです。 

スタッフの愛猫ちゃんの写

真展を同時開催しました。 

好評だったため、２月の猫

の日（2/22）には公募した

飼い主様の愛猫ちゃんの写

真展も行いました。 

 

11月21日～11月26日 開催 

JAMCねこチーム主催 

「猫ちゃんのおしっこにまつわる不安解消します」 
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大切な家族の為に私たちができること 

皆様、こんにちは。 

 

日本動物医療センターでは、各種予防と各種検査による定期健診を含めたオリジナルパッケージプラン 

「ウェルネスプログラム」をご提案しております。 

  

「健康に美しく長生きする」 

これは、ご自宅に動物を迎え入れたその日から、ご家族様皆様が望まれることと思います。 

 

動物達はその本能から、異変を外にみせず、元気に振る舞う性質があります。  

動物達の日常に異変が出てからの来院では入院や手術が必要な重篤な病気が見つかる場合もあり、 

私達スタッフは定期健診の重要性を日々痛感しております。 

  

かつて病院とは病気になってから訪れる場所でした。 

私たちが提案するのは、新しい未来の病院の形です。 

 

若く元気な動物達には、予防医療と定期健診を。 

高齢化が進むシニアの動物達には、持病をケアしながらご家族と一緒に安心な時間を。 

また、全ての動物達に最適なフードやサプリメントをご提案します。これらは口腔内環境や腸内フローラを整え、 

生活の質が向上することが報告されています。 

  

ウェルネスプランは毎年スタッフと検討を重ね、飼い主様のニーズや時代にあった新しいものを導入し刷新し続けており、 

今年で7年目を迎えます。 

  

日本動物医療センターの「ウェルネスプログラム」を通じて、動物が「健康に美しく長生き」し、 

その動物を取り巻くご家族にも幸せを届けられますよう、スタッフ一同全力でサポートしていきたいと思っております。 

本年度より犬・猫共に分かりやすい１プランのみに変更し、月額料金制にいたしました。 

また、各種検査を無制限に割引する事で、よりその子その子にあったテイラーメイドのプログラムをご提供する事が可能にな

りました。 

 

ウェルネスプログラム詳細に関しましては、 

専用リーフレット、もしくはスタッフまでお気軽にお声がけください。 

  

 

 

「健康に美しく長生きする」 



● 通常診療 9:00 - 21：00 (水曜午後・救急の時間は除く） 

        ※毎週水曜の昼・夜は休診となります 

                             ※予約診療の方を優先にご案内させて頂きます。 

● 予約診療 9:00 - 20：00 (水曜午後・救急の時間は除く） 

      ※時間帯予約となります。30分程度を目安にご案内いたします。 

           ※緊急性・重症度に応じて対応させて頂きます。その為、順番の前後や待ち時間が長くなる場合がございます。 

当院では、常に獣医師と看護師が常勤しており、夜間の緊急時の診療も対応しています。 

また、必要に応じで緊急手術や手術後の入院の受け入れも行っています。 

●来院時に迅速な対応ができるよう、お電話で症状をお知らせください。 

  （飼い主様と動物のお名前、動物種、年齢、性別、来院時間も併せてお聞かせください。） 

●お問い合わせが集中しているときなど電話がつながりにくい場合があります。 

   お手数ですが、しばらくたってからおかけ直しください。 

●緊急性や重症度の高い動物の対応を優先していますので、状態に応じて順番が前後してしまうことや 

 待ち時間が長時間になることもありますのでご了承ください。 

●緊急時にはお預かりして、救命処置を進めさせていただくことがございます。 

 

各種クレジットカードまたは現金でのお支払対応も可能です。時間帯により、別途時間外料金が発生します。 

 

夜間診療時は、保険窓口清算対応しておりません。 

飼い主様ご自身でのお手続きお願いいたします。 

電車：京王新線『幡ヶ谷』 北口をでて徒歩８分 

バス：京王バス45番【新宿西口～中野駅】乗車 

    『本町一丁目』下車 

     車：首都高速4号新宿線 『初台』もしくは『幡ヶ谷』出口 

救急診療のご案内 

当院へのアクセス 

診療時間のご案内  

● 救急診療 24時間受付しております 

日 月 火 水 木 金 土

朝の部   9:00 - 12:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

昼の部 14:00 - 17:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇

夜の部 18:00 - 21:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇


