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登山用ロープを使用しており耐久性も優れています。リードに付属している金具や黒いストッパーでサイズ調整
ができます。チョークリードとしても使用可。

ルカリード ルカリードライト

ルカリード ルカリードライト

長さ (cm) 170 170

商品重量（g） 145 74

耐荷重（㎏） 300 150

太さ（㎜） 9 6

適応犬種 中型犬～大型犬 小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥5,170 ¥4,070

登山用ロープを使用した首輪一体型リード



マリンリード マリンリードライト

長さ (cm) 170 170

商品重量（g） 176 78

耐荷重（㎏） 300 150

太さ（㎜） 9 6

適応犬種 中型犬～大型犬 小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥5,720 ¥4,620

マリンリード

耐久性に優れている登山用ロープと、マリンスポーツで使われている316ステンレス製スナップクリップを使用

した、アウトドアなどで使いやすく丈夫なリード。特殊なクリップは首輪やハーネスとの接続部分をピンでロック
でき、ピンを引くと愛犬をクイックにリリースできるので、ドッグラン・ドッグスポーツ・トレーニングでの使用もお
勧め。付属ラバーストッパーを活用し、首輪一体型のチョークリードとしても使用可能。外出時など、ラバース
トッパーにはマナー袋が付けられます。

マリンリードライト

登山用ロープとステンレス製クリップを
使用した丈夫なリード



ウェットスーツ素材を採用したハンドルは肌にも優しく丈夫
で手首を通して使えるのでジョギングにも最適。バンジー
ジャンプ用のロープは強く引かれると伸縮してショックを吸
収します。愛犬の大きさに合わせて、2つのサイズから選
べます。反射機能付。

マトリー

64cm 102cm

エクステンション
エクステンションはリードに付け足して延長したり、
トレーニングチョークや仮の係留にも使えて非常に
便利。マトリーやモングリルネオに2本使うと絡まな
い2頭引きにもなります。反射機能付。

ウェットスーツ素材を採用した
ジョギングにも最適なシリーズ



ショック吸収機能付きリード

握りやすいハンドルと平紐型のショック吸収リード！持ち手にはウェットスーツ素材を使用しています。
ショック吸収機能付きで愛犬の首やオーナー様への負担が軽減されます！反射機能付。

ゼロショック ゼロショックライト

※グリーンカモ、ピンクカモは、リードの一部が単色になります。

64cm

120cm

ゼロショック ゼロショックライト

長さ (cm) 64 120 120

商品重量（ｇ） 100 150 65

伸縮幅（㎝） 15 15 15

耐荷重（㎏） 250 250 50

リード幅（㎝） 2.5 2.5 1.4

適応犬種 中型犬～大型犬 小型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥4,290 ¥5,500 ¥3,630



ソフトトレーナー

長年人気のある形で、使いやすくシンプルなリード。初めてリードを購入される方、パピートレーニング用の
リードをお探しの方へもお勧め。狭い路地や交差点・施設や店内などで、トラフィックコントロールを使い愛犬
を近くにキープできます。反射機能付。

ソフトトレーナーライト

世界中で愛されている
クラシックタイプのシンプルなリード

ソフトトレーナー ソフトトレーナーライト

長さ (cm) 120 120

商品重量（g） 130 45

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.2

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥3,850 ¥2,750



ゼロショックエクステンション ソフトエクステンション
愛犬の首やオーナー様への負担が軽減される
ショック吸収機能付きの延長リード。2本使うと絡
まない2頭引きになります。

リードに付け足して延長したり、仮係留用にも使える
35-60cm延長リード。2本使うと絡まない2頭引きにな
ります。また体高の異なる愛犬を2頭引きする際にも
便利。反射機能付

ゼロショック
エクステンション

ソフト
エクステンション

長さ (cm) 60 35-60

商品重量（g） 89 80

伸縮幅（㎝） 10 －

耐荷重（㎏） 250 250

リード幅（㎝） 2 2

適応犬種 小型犬～大型犬 小型犬～大型犬

希望小売価格（税込） ¥2,750 ¥1,980

便利な延長リード



ゼロショックエクステンションダブル ソフトエクステンションダブル

愛犬の首やオーナー様への負担が軽減される
ショック吸収機能付き、2頭引き用延長リード。

ゼロショック
エクステンション ダブル

ソフト
エクステンションダブル

長さ (cm) 61 61

商品重量（g） 136 124

伸縮幅（㎝） 10 －

耐荷重（㎏） 250 250

リード幅（㎝） 2 2

適応犬種 小型犬～大型犬 小型犬～大型犬

希望小売価格（税込） ¥4,400 ¥3,080

片方の長さ調整ができる2頭引き用延長リード。
体高の異なる犬を2頭引きする際にも便利。反射機能付。

2頭引き用延長リード



ハンディリード ハンディゼロショックリード

ハンディリード ハンディゼロショックリード

長さ (cm) 40 90-120

商品重量（g） 70 130

伸縮幅（㎝） ― 15

耐荷重（㎏） 500 250

リード幅（㎝） 2 2.5

適応犬種 小型犬～大型犬 中型犬～大型犬

希望小売価格（税込） ¥3,740 ¥5,500

手に巻くタイプのリード

肌に当たる部分がウェットスーツ素材で優しい。
愛犬と一緒にジョギングできます。金具は丈夫な
カラビナタイプ。アクセサリー用リング付。

手に巻くタイプのショック吸収リード。肌に当たる部分がウ
エットスーツ素材で優しい。ショック吸収機能付きで愛犬の
首やオーナー様への負担が軽減されるリード。90-120cmに
調整可能。ジョギングやトレッキングにも最適。



モングリルネオ
ハンドルの内側にはウェットスーツ素材を使用。その
まま体高の高い愛犬に使うだけでなく、別売りの延
長リードとの併用で様々な使い方が可能なショート
リード。反射機能付。

長さ：30cm
商品重量：100g
耐荷重：500kg
適応犬種：中型犬～大型犬

希望小売価格（税込）：￥2,970

トラック＆トレイン

滑り防止のゴムがリード全体に縫い込まれ
ていて掴みやすい。手を入れる事ができるト
ラフィックコントロール機能付きなので散歩に
も使えます。

長さ：500cm
商品重量：198g
耐荷重：250kg
リード幅：2cm
適応犬種：小型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：￥3,300



1本で6通りの使い方ができる便利なリード

1本で150/100cmのリードや、たすき掛け、2頭引きや、長/短の仮の係留にも使えるリード。リード部分は2重に
なっており丈夫です。反射機能付。

ヴァリオ6

ヴァリオ6 ヴァリオ6ライト

長さ (cm) 150 200

商品重量（g） 240 75

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.2

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥5,720 ¥3,850

ヴァリオ6ライト

※使用方法によっては耐荷重内でも対応できない場合があります。



付属リングを活用し1本で
4通りの使い方ができる多機能リード

約180cm/100cm/75cmという3通りの長さを場面に応じて使い分け。一時的にハーフチョークとして係留が
できるリードに。反射機能付。

ヴァリオ4

ヴァリオ4 ヴァリオ4ライト

長さ (cm) 180 180

商品重量（g） 116 42

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.2

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥4,400 ¥2,860

※使用方法によっては耐荷重内でも対応できない場合があります。

ヴァリオ4ライト



腰に巻くタイプのリード

ロードランナー

ショック吸収機能付きで愛犬の首やオーナー様への負担が軽減される腰に巻くタイプのリード。

腰に当たる部分がウェットスーツ素材で優しく、リード装着部分は長さ調整もでき、たすき掛けも可能です。
ジョギングやトレーニングにもオススメ！！反射機能付。

※グリーンカモ、ピンクカモはリードの一部が単色になります。
※使用方法によっては耐荷重内でも対応できない場合があります。

ロードランナーライト

ロードランナー ロードランナーライト

長さ (cm) 200 200

商品重量（g） 187 105

伸縮幅（㎝） 10 15

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.3

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥6,050 ¥4,950



ダブルロックカラー
1つのバックルと2つのリングでダブルロックされているから安心の首輪。ソフトな肌触りでありながら耐久性
を持つ素材を使用。サイズ調整可能。反射機能付。

二重ロックの安心な首輪

S M L XL

商品重量（ｇ） 20 43 76 140

首まわり（㎝） 22-28 28-37 38-55 45-68

幅（㎝） 1.2 2 2.5 3.7

適応犬種 小型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格（税込） ¥2,860 ¥3,190 ¥3,410 ¥3,630



軽くて丈夫！肌にも優しい首輪

ネオカラー

内側にウェットスーツ素材を使用しているので肌に優しく、軽くて丈夫、もちろん防水で汚れにくい首輪です。
サイズの微調整が可能で、迷子札などを取り付けるフック付。反射機能付。

XS S M L XL

商品重量（ｇ） 45 65 120 140 150

首まわり（㎝） 28-31 32-36 37-41 42-47 48-52

幅（㎝） 2.3 3 3.3 3.5 3.5

適応犬種 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格

（税込）
¥2,750 ¥2,860 ¥2,970 ¥3,190 ¥3,410



チェックメイト
トレーニングで活用しやすく、普段の散歩中に愛犬の興奮を落ち着かせる際にも役立つ、ハーフチョーク
タイプの首輪。ソフトな肌触りでありながら耐久性を持つ素材を使用、サイズ調整可能。反射機能付。
※ハーフチョークタイプの商品使用時には、「ハーフチョーク可動域」にも十分ご留意ください。

S M L XL

商品重量（ｇ） 27 53 89 142

首まわり（㎝）* 24-34 32-43 42-62 54-80

ハーフチョーク可動域（㎝） 5 6.5 8 10

幅（㎝） 1.3 2 2.4 3.7

適応犬種 小型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格（税込） ¥2,640 ¥2,860 ¥3,080 ¥3,300

*首まわりはハーフチョーク可動域が最大の状態

トレーニングにも使える
ハーフチョークタイプの首輪



引っ張りを緩和するハーネス

ハーネス
引っ張られる力をチェストプレートで緩和する、軽量かつ丈夫なハーネス。ストラップに過度な圧力が加わって、毛
や肌が擦れたりするのを防ぎます。２本の独立したストラップでサイズ調整が可能で、激しい動きにも対応。反射
機能付。

XXS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

38 50 70 125 140 145

胴まわり
（㎝）

23-38 29-48 37-60 45-73 49-84 53-95

首まわり下
（㎝）

23-37 28-46 34-56 41-69 48-81 53-92

胴プレート長さ
（㎝）

13 16 19 24 28 34

適応犬種 超小型犬 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格

（税込）
¥4,400 ¥4,510 ¥4,620 ¥4,730 ¥4,950 ¥5,170

＜付属品＞

車内で愛犬をシートに固定
出来る「カーシートアタッチメ
ント」が付属されています。



２ステップの簡単装着ハーネス

クイックハーネス
首から通して、わきの下でバックルを留めるだけの簡単装着なので、通常の首輪やハーネスが苦手な愛犬や
オーナー様に最適です。胸に当たる部分にはウェットスーツ用カバーを使用し、肌にも優しいつくりになってい
ます。反射機能付。
※前胸部分でもサイズ調整が可能ですが、フレンチブルドッグなど一部の犬種でわきが擦れる場合があります。
その場合は別商品のハーネスをお使いください。

XXS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

35 40 55 100 105 195

胴まわり
（㎝）

31-39 33-42 38-49 50-65 62-84 79-108

首まわり下
（㎝）

23-26 29-33 35-40 42-48 52-60 62-71

適応犬種 超小型犬 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥4,400 ¥4,510 ¥4,620 ¥4,730 ¥4,950 ¥5,170



クロスチェックハーネス
胴まわりに合図を送ることで、頸部を圧迫せずに引っ張り緩和トレーニングをサポート。リードの接続箇所を
変更することで、普段のお散歩用ハーネスとしても使用可能。首から通して、わきの下でバックルを留める
だけの簡単装着。首下部分にはシリコン素材使用で愛犬に優しい。サイズ調整可能。反射機能付き。

XS S M L XL

商品重量（ｇ） 80 115 145 225 240

胴まわり（㎝）* 30-41 38-52 49-64 55-74 66-92

ハーフチョーク
可動域（㎝）

4.5 5 6.5 8 8

適応犬種
超小型犬～
小型犬

小型犬～
中型犬

中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格

（税込）
¥5,170 ¥5,280 ¥5,390 ¥5,610 ¥5,830

*胴まわりはハーフチョーク可動域が最大の状態

胴まわりにハーフチョーク機能が付いた
トレーニングハーネス

＜2通りの使い方＞
①引っ張り緩和トレーニング用 ②お散歩用



カラダを包み込むデザインで、散歩中にもずれにくい作り。ハンドルはマグネット式で使わないときは本体にピッタリ
とフィットします。市販のペン型ライトや別売りのサドルバッグが装着可能。またコンバートハーネス用ラベル（別売
り）でカスタマイズも可能です。反射機能付。

コンバートハーネス

サドルバッグ

＞Ｓサイズ
商品重量：300g
適応犬種：小型犬～中型犬

希望小売価格(税込)：￥5,500
※コンバートハーネスS・Mに装着
可能
＞Ｌサイズ
商品重量：450g
適応犬種：大型犬

希望小売価格(税込) ：￥6,600
※コンバートハーネスL・XL・XXLに
装着可能

簡単に装着可能なタイプのハーネス

※XXSサイズ・XSサイズにはサドルバッグは装着できません。

コンバートハーネスにワンタッチで取り付け可能なバックパック。
散歩やアウトドアの際の荷物を入れたり、ウェイトを入れてトレー
ニングにも使えます。2個で1セット。サイドのジッパーでマチを拡
げると容量が拡張します。

※サイドのEZYDOGのテープは付属しておりません。コンバートハーネスのラ
ベルもしくはコンバートハーネス用ラベル（別売り）をご使用下さい。

XXS XS S M L XL XXL

商品重量
（ｇ）

140 160 250 270 380 400 420

胴まわり
（㎝）

36-41 40-48 49-63 61-76 63-82 77-103 81-109

適応犬種 小型犬 小型犬
小型犬～
中型犬

中型犬 大型犬 大型犬 大型犬

希望小売

価格（税込）
¥5,500 ¥5,500 ¥6,600 ¥6,600 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800



サミットバックパック

チェストプレートで負担軽減
おでかけに最適なサミットバックパック

耐久性のある特殊加工ナイロン*を全体に使用し、背中部分はメッシュ加工で通気性あり。前後ろの二箇所に
ステンレスDリング付きで、おでかけに最適。丈夫で便利な軽量タイプ。反射機能付。
*特殊加工ナイロン：引き裂きに強い格子状の織模様があるナイロン布地

S M L

商品重量（ｇ） 311 412 475

胴まわり（㎝） 50-65 55-80 60-95

胸プレート長さ（㎝） 19 23 28

バックパック長さ（cm） 21 25 29

適応犬種 小型～中型犬 中型～大型犬 大型犬

希望小売価格（税込） ¥7,700 ¥8,800 ¥9,900



レザーリード

耐久性が高く革本来の良さを味わえる高品質のフルグレインレザーを表面に、柔らかく使い始めから馴染み
の良い*ボンデッドレザーを持ち手部分と裏面に組み合わせて使用。丈夫でしなやか、擦れにくく、オーナー
様の手にも優しい。
*ボンデッドレザー：細かい革とポリウレタン等を配合した柔らかく吸湿性がある素材

レザーリードライト

ブラック ブラウン

丈夫で軽いレザーリード

レザーリード レザーリードライト

長さ (cm) 106 120

商品重量（g） 116 63

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2 1.1

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～小型犬

希望小売価格（税込） ¥5,280 ¥4,400



レザーカラー
耐久性が高く革本来の良さを味わえる高品質のフルグレインレザーを外側に、柔らかく使い始めから馴染み
の良い*ボンデッドレザーを内側に組み合わせて使用。丈夫でしなやか、擦れにくく、愛犬の首にも優しい。
*ボンデッドレザー：細かい革とポリウレタン等を配合した柔らかく吸湿性がある素材

ブラック ブラウン

丈夫で軽いレザーカラー

XXS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

26 28 52 76 87 89

首まわり
（㎝）

20-25 25-30 25-35 35-45 45-55 55-65

サイズ調整穴
間隔（㎝）

1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 2.5

幅
（㎝）

1.4 1.4 2 2.5 2.5 2.5

適応犬種
超小型犬～
小型犬

超小型犬～
小型犬

小型犬～
中型犬

中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥3,300 ¥3,410 ¥3,520 ¥3,630 ¥3,850 ¥4,070

※XXSサイズ・XSサイズのみ仕様上、バックル付近のレザーループは付属しておりません。



ショック吸収機能付きリード
握りやすいハンドルと平紐型のショック吸収リード！持ち手にはウェットスーツ素材を使用しています。
ショック吸収機能付きで愛犬の首やオーナー様への負担が軽減されます！反射機能付。

ゼロショック ゼロショックライト

デニム

64cm

120cm

ゼロショック ゼロショックライト

長さ (cm) 64 120 120

商品重量（ｇ） 100 150 65

伸縮幅（㎝） 15 15 15

耐荷重（㎏） 250 250 50

リード幅（㎝） 2.5 2.5 1.4

適応犬種 中型犬～大型犬 小型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥5,170 ¥6,380 ¥4,620



ソフトトレーナー

長年人気のある形で、使いやすくシンプルなリード。初めてリードを購入される方、パピートレーニング用の
リードをお探しの方へもお勧め。狭い路地や交差点・施設や店内などで、トラフィックコントロールを使い愛犬
を近くにキープできます。反射機能付。

ソフトトレーナーライト

世界中で愛されている
クラシックタイプのシンプルなリード

デニム

ソフトトレーナー ソフトトレーナーライト

長さ (cm) 120 120

商品重量（g） 130 45

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.2

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥4,950 ¥3,850



約180cm/100cm/75cmという3通りの長さを場面に応じて使い分け。一時的にハーフチョークとして係留が
できるリードに。
※使用方法によっては耐荷重内でも対応できない場合があります。

デニム

ヴァリオ4 ヴァリオ4ライト

ヴァリオ4 ヴァリオ4ライト

長さ (cm) 180 180

商品重量（g） 116 42

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.2

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥5,830 ¥4,180

4通りの使い方ができる多機能リード



腰に巻くタイプのリード

ロードランナー

ショック吸収機能付きで愛犬の首やオーナー様への負担が軽減される腰に巻くタイプのリード。

腰に当たる部分がウェットスーツ素材で優しく、リード装着部分は長さ調整もでき、たすき掛けも可能です。
ジョギングやトレーニングにもオススメ！！反射機能付。

※使用方法によっては耐荷重内でも対応できない場合があります。

ロードランナーライト

デニム

ロードランナー ロードランナーライト

長さ (cm) 200 200

商品重量（g） 187 105

伸縮幅（㎝） 10 15

耐荷重（㎏） 250 50

リード幅（㎝） 2.5 1.3

適応犬種 中型犬～大型犬 超小型犬～中型犬

希望小売価格（税込） ¥6,930 ¥5,830



ダブルロックカラー
1つのバックルと2つのリングでダブルロックされているから安心の首輪。ソフトな肌触りでありながら耐久性
を持つ素材を使用。サイズ調整可能。

二重ロックの安心な首輪

デニム

S M L XL

商品重量（ｇ） 20 43 76 140

首まわり（㎝） 22-28 28-37 38-55 45-68

幅（㎝） 1.2 2 2.5 3.7

適応犬種 小型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格（税込） ¥3,520 ¥3,850 ¥4,070 ¥4,290



軽くて丈夫！肌にも優しい首輪

ネオカラー

デニム

内側にウェットスーツ素材を使用しているので肌に優しく、軽くて丈夫、もちろん防水で汚れにくい首輪です。
サイズの微調整が可能で、迷子札などを取り付けるフック付。反射機能付。

XS S M L XL

商品重量（ｇ） 45 65 120 140 150

首まわり（㎝） 28-31 32-36 37-41 42-47 48-52

幅（㎝） 2.3 3 3.3 3.5 3.5

適応犬種 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格

（税込）
¥3,520 ¥3,630 ¥3,740 ¥3,960 ¥4,070



引っ張りを緩和するハーネス
ハーネス
引っ張られる力をチェストプレートで緩和する、軽量かつ丈夫なハーネス。ストラップに過度な圧力が加わって、
毛や肌が擦れたりするのを防ぎます。２本の独立したストラップでサイズ調整が可能で、激しい動きにも対応。

デニム

XXS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

38 50 70 125 140 145

胴まわり
（㎝）

23-38 29-48 37-60 45-73 49-84 53-95

首まわり下
（㎝）

23-37 28-46 34-56 41-69 48-81 53-92

胴プレート長さ
（㎝）

13 16 19 24 28 34

適応犬種 超小型犬 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥5,280 ¥5,390 ¥5,500 ¥5,610 ¥5,830 ¥6,050

＜付属品＞

車内で愛犬をシートに固定出来
る「カーシートアタッチメント」が
付属されています。



２ステップの簡単装着ハーネス

クイックハーネス
首から通して、わきの下でバックルを留めるだけの簡単装着なので、通常の首輪やハーネスが苦手な愛犬や
オーナー様に最適です。胸に当たる部分にはウェットスーツ用カバーを使用し、肌にも優しいつくりになってい
ます。反射機能付。
※前胸部分でもサイズ調整が可能ですが、フレンチブルドッグなど一部の犬種でわきが擦れる場合があります。
その場合は別商品のハーネスをお使いください。

デニム

XXS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

35 40 55 100 105 195

胴まわり
（㎝）

31-39 33-42 38-49 50-65 62-84 79-108

首まわり下
（㎝）

23-26 29-33 35-40 42-48 52-60 62-71

適応犬種 超小型犬 小型犬 小・中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥5,280 ¥5,390 ¥5,500 ¥5,610 ¥5,830 ¥6,050

※XXSサイズとXSサイズは仕様上、オリジナルジーンズボタンは付属しておりません。



本格的な犬用フローティングジャケット

軽くて丈夫で、胴まわりのサイズ調整幅が広く、腹部には肌に優しいウエットスーツ用の素材を使用しています。
カラダにフィットしやすく、頑丈なＤリングにリード取り付け可能＆とっさに持てるハンドル付き。背中にはファス
ナー付き小物用ポケットもついていて便利です。小型犬専用にデザインされたDFDマイクロは、水から引き上げ
る際にお腹に食い込まないように筒状のつくりになっています。反射機能付。

DFDマイクロ （小型犬用） DFDスタンダード

DFDマイクロ DFDスタンダード

XXS XS XS S M L XL

商品重量
（ｇ）

155 175 300 360 480 550 620

着丈
（㎝）

22-30 26-35 25-33 33-40 38-50 43-61 50-66

胴まわり
（㎝）

34-61 38-69 53-95 65-101 72-105 82-116 92-127

首まわり下
（㎝）

21-37 26-40 24-35 36-62 41-65 50-74 67-80

適応犬種 超小型犬 小型犬 小型犬 中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価
格（税込）

¥6,600 ¥7,150 ¥7,700 ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000 ¥12,100



ドッグラッシュガード

太陽光からも身を守る伸縮性ウエア

ラッシュガードとは紫外線防止や擦り傷対策などの為、主にマリンスポーツでよく使用されているもの。身体
にフィットして汚れを防ぎ、普段の散歩やアウトドアなどに最適で、水辺での使用もお勧め。オーストラリアな
ど南半球の国々で定められた紫外線カット基準の最高値50+を取得。手洗い可能で、乾き易い。オーナー様
も安心、明るく視認性の高い素材を使用。

XS S M L XL

商品重量（ｇ） 27 35 44 59 76

着丈（㎝） 30 35 40 47 52

胴まわり（㎝） 34 40 48 54 62

首まわり下（㎝） 27 30 34 36 44

適応犬種 小・中型犬 中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥4,400 ¥4,620 ¥4,840 ¥5,060 ¥5,280



ロングスリーブドッグラッシュガード
1年を通して使える長袖タイプのドッグラッシュガード。速乾性に優れていて自然に体温調節ができ、身体にフィッ
トする擦り傷・防虫*対策ウェアとして、普段の散歩やドッグラン、様々なアウトドアにも最適。オーストラリアなど南
半球の国々で定められた紫外線カット基準の最高値50+を取得。明るく視認性の高い素材を使用。手洗い可能。
*防虫：生地に特殊な防虫加工等を施している製品ではありません。ノミやダニが付着しやすい皮毛などを覆う衣服としてご使用く
ださい。

日本限定モデル

1年を通しておでかけに使える長袖タイプのウェア

XXS XS S M L XL XXL

重量
（ｇ）

44 58 69 93 106 139 167

着丈
（㎝）

25 29 33 40 45 51 55

胴まわり
（㎝）

30 34 40 46 54 60 68

首まわり下
（㎝）

23 27 30 36 38 44 51

袖丈
（㎝）

9.5 12.5 14 14.5 16 21 21.5

適応犬種
超小型犬～
小型犬

小型犬～
中型犬

中型犬 中型犬 大型犬 大型犬 大型犬

希望小売価
格（税込）

¥5,720 ¥5,940 ¥6,160 ¥6,380 ¥6,600 ¥6,820 ¥7.040



ジャケット外側は裂け止め加工、内側は毛玉対策を施したフリース加工。防風、防水、防寒機能を兼ね備えた
様々な自然環境に対応できる軽量タイプの犬用ジャケット、アウトドアにも最適。胴まわりでサイズ調整ができ、
着脱簡単なのでシニア犬にもお勧め。ジャケット上部のチャックにより、ハーネスやリードとの同時装着可能。
反射機能付。

エレメントジャケット

特殊加工を施したジャケット
様々なシーンで愛犬の身を守る

XS S M L XL

商品重量（ｇ） 150 210 255 312 368

着丈（㎝） 37 46 53 59 69

胴まわり（㎝） 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

首まわり（㎝） 34 37 46 56 60

適応犬種 小・中型犬 中型犬 中型犬 大型犬 大型犬

希望小売価格
（税込）

¥5,500 ¥5,500 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600



ビーバーテイル

＞Ｓサイズ
サイズ：35×4×2cm
商品重量：80g
適応犬種：小型犬
希望小売価格（税込）：￥2,200

＞Ｌサイズ
サイズ：41×6×4cm
商品重量：200g
適応犬種：中型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：￥3,080

救命道具にも使われている水に浮くタイプのおもちゃ。
特殊な製法でロープのみを編んで作られているので安
心です。丈夫なので水上だけでなく公園などでも投げ
て遊べます。

サイズ：25×25×4cm
商品重量：95g
適応犬種：小型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：￥1,870

フィドフライヤー

軽くて丈夫で壊れにくいフライングディスク。
水に浮くので色々な場所で使うことが出来ます。

サイズ：35×35×3cm
商品重量：100g
適応犬種：小型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：￥2,200

ドッグスターフライヤー

コンパクトに４つに折ってポケットに入れて気軽に持
ち運べるフリスビー。４つ足で立つので、地面に落ち
た際に隙間ができ愛犬が咥えやすいつくりになって
います。

※チューイングトイではありません



ドライブハーネス

軽くて丈夫で、簡単装着できる本格的なドライブハーネス。衝突試験による各国*の安全性基準を満たしてい
ます。普段のハーネスとしておでかけにも最適です。
*オーストラリア／ヨーロッパ／アメリカ

簡単装着できる
本格的なドライブハーネス

※2021年12月より製品の一部をリニューアルしています

S M L

商品重量（ｇ） 218 430 472

首まわり下（㎝） 31-64 41-86 52-106

胴まわり（㎝） 28-64 38-86 49-106

胸プレート長さ(㎝) 20 29 36

適応犬種 小・中型犬 中・型犬 大型犬

希望小売価格（税込） ¥11,000 ¥13,200 ¥15,400



クリック

ドライブの際、ドアや窓を開けた時に外への飛び出しを防止する便利アイテム。長さがあるのでじっとして
いられない愛犬に最適です。長さは約20cm調整可能。
※ボルボなど一部の外国車等には装着ができません

商品重量：100g
サイズ：48×4×1cm
適応犬種：小型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：¥2,420

カーシートアタッチメント

事前に車のシートベルトを間に通しておき、愛犬を車に乗せた際に首輪やハーネスにつければ簡単に
係留が出来ます。また、ドッグランなどの際に装着しておけば簡単に愛犬をつかまえる事も可能です。

商品重量：50g
サイズ：21×5×1cm
適応犬種：小型犬～大型犬
希望小売価格（税込）：¥1,320



ドライブシートカバー

特殊加工ナイロン*にキルティング加工を施した耐久性に優れた車用シートカバーは、丈夫で肌触りも良い作り。
裏面の滑り止め加工がずれを防止するので、愛犬が快適に過ごせてシートも保護されます。シートに合わせて
サイズ調整可能。後部座席用シートカバーで、イージードッグのシートベルト用品と一緒に使える仕様。
*特殊加工ナイロン：引き裂きに強い格子状の織模様があるナイロン布地

商品重量：780 g
サイズ：37×33.5×5.5cm（収納袋収納時）
希望小売価格（税込）：¥11,000

簡単装着できる
本格的なドライブシートカバー

コンパクト収納袋滑り止め



ボウルの底はしっかり安定する作りなのでドライブでのおでかけに最適。耐久性のある特殊加工ナイロン*を

使用し、平らに折りたためて簡単・便利な軽量タイプ。ドライブフードボトルとドライブウォーターボウルをセットで
持ち運びするためのゴムバンド付き。持ち運び用ストラップあり。

*特殊加工ナイロン：引き裂きに強い格子状の織模様があるナイロン布地

ドライブフードボウル ドライブウォーターボウル

ドライブフードボウル ドライブウォーターボウル

S L S L

商品重量（g） 107 147 95 138

内径（cm） 13 20 13 20

内高（cm） 10 12 10 12

容量（ml） 1,000 2,000 1,000 2,000

希望小売価格

（税込）
¥3,630 ¥4,730 ¥3,630 ¥4,730

おでかけでの水分補給や リフレッシュに最適な
折りたたみ式ドライブボウル



マナーバッグ

お散歩に最適なマナーバッグホルダー。クリップとマ
ジックテープで簡単装着。取出し口には伸縮素材を
使用しており、素早く袋を取出せます。

ポータブルボウル

お出かけに最適な折りたたみ式ボウル。お出かけに
最適なポータブルボウルで、持ち運びに便利なク
リップ付。外出時のフード＆水分補給に。

サイズ：22 x 10 x 2 cm
商品重量：47 g
内径：12 cm
高さ：7 cm
容量：750 ml
希望小売価格（税込）：￥1,980

コマンドクリッカー
人間工学に基づいて成形されたハンズフリータイプ
のコマンドクリッカー。POSITIVE REINFORCEMENT(報
酬ベースのトレーニング)に最適な本格的トレーニン
グツール。

サイズ：14 x 9 x 2 cm
商品重量：30 g
希望小売価格（税込）：¥1,430

商品重量：22 g
サイズ：6.5 x 3 x 3 cm
希望小売価格（税込）：¥1,430



スナックパック

ストラップ付の機能的な犬用トリーツバッグ。
トリーツを入れるメインバッグは手入れが容易、
開閉は壊れにくいマグネット式。ベルトに付け
たり、肩からたすき掛けができます。

スナックパックプロ

機能充実、プロ使用の犬用トリーツバッグ。
750mlの大容量のトリーツを入れるメインバッグは防水加工
で手入れが容易、開閉は壊れにくいマグネット式。ベルト部
分にチャック付きのナイロン素材ポケットが2つ。1つは散歩
用ビニール袋を収納できる仕様に。新たな機能が追加され
た、トリーツバッグ。
※ビニール袋は付属しておりません。

商品重量：120 g
サイズ：16 x 14 x 8 cm
希望小売価格（税込）：¥4,400

商品重量：195 g
サイズ：36 x 17 x 8 cm
希望小売価格（税込）：¥6,050


