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株式会社 市瀬
総合カタログ

※本カタログに記載の製品・仕様・取扱は2022年4月現在のもので予告なく内容を変更する場合があります。

Craftsmen



ハチコウドライヤー
ＨＱターボ１８００ＮＥＸＴ

ハチコウドライヤー
ＨＱターボ１８００

ハチコウドライヤー
ＨＱターボⅡイオン

ハチコウドライヤー
ターボ１８００・２０００

ハチコウドライヤー
ＳＴ・オート ・各パーツ

ホースドライヤー
シェアマジック・ハイパワー

ハチコウホースドライヤー
ＰＯＷＥＲ ＢＬＡＳＴＥＲ

グルーミングテーブル
ＤＸ・ミニ・ＳＴ

アジャストテーブル
ブラック スツール

アジャストテーブル
＃・ＳＸ・ＤＸ

油圧テーブル

着せ替えドッグバス ハチコウドッグバス ハチコウバスインバー・
特注木製スノコ

スタンド型
ハチコウドライヤー
ラインナップ

アーム型
ハチコウドライヤー
ラインナップ

アーム型
ハチコウドライヤー
天吊金具取付例

各種モデルプラン一覧

ハチコウグルーミング用
油圧テーブル

マイクロバブル発生器
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大型犬用ケージ３Ｌ ４Ｌ

両目コーム・爪切り
ツィザース

Ｂｌｏｏｍお手入れムース
ＢＥＣＯＴＹ（ビコティ）

ＰＲＯケージ

ストロングケージ

サークル

パピーバック

泥エステ

給水器ＤＹ－シリーズ

給水器ＤＹ－シリーズ

ハチコウドライヤースタンド型各部名称

ハチコウドライヤー申し込みの流れ

Ｂｌｏｏｍバリカン＆替刃

ハチコウケージ

ペットマンション
ショーケース

ハチコウドライヤー修理申込書

バリケンネル
バリケンネル用スノコ

大型犬用ケージ４ＬーHi

ハチコウドライヤーアーム型各部名称

ハチコウトリムエプロン
バスタオル

ハチコウクラフツメン
電動爪やすり
スリッカーブラシ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

巻末資料
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種 類：トリミングテーブル
機種名：アジャストテーブル

DX-M（アーム棒付）

HIT ITEM!
＜開業・移転のご参考に＞

お店の大きさ、トリマー数・大型犬を扱うかなどにより商品構成が変わってきます。
無駄を省き効率よく作業する為にはどのように設計するか？
お客様と一緒に考えます。お気軽にご相談ください。
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トリミング室が3畳の場合
3畳≒1,820mm×2,730≒4.9㎡

※イラストはイメージです。

種 類：ドライヤー
機種名：ハチコウスタンド型

ST1.5kw

種 類：ブロワー
機種名：シェアマジック（ヒーター付き）

種 類：ドッグバス
機種名：ST-900N（トラップ付）

種 類：犬舎
機種名：２段マンションHWー800Ｎ

種 類：グルーミング用品
スリッカーライト １１５
スリッカーライト ９０
両目櫛 ST-H１８.５
クラフツメン爪切り（やすりセット）

種 類：トリミングテーブル
機種名：グルーミングテーブルST

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏

➊ ➋ ➌ ➍

➎ ➏ ➐

種 類：ドライヤー 2台
機種名：ハチコウアーム型

HQターボⅡイオン

種 類：ドッグバス
機種名：LL-ドア付き1200N

種 類：ブロワー
機種名：ハイパワーブロア

HPBー1150

トリミング室が8畳の場合
8畳≒300×440≒13.2㎡

※イラストはイメージです。

トリミング室が6畳の場合
6畳≒2,730mm×3,640≒9.9㎡

※イラストはイメージです。

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏

種 類：ドライヤー
機種名：ハチコウスタンド型

HQターボ1800NEXT

種 類：ドッグバス
機種名：ST1200N（トラップ付き）

種 類：トリミングテーブル
機種名：グルーミングテーブル

ステンレス脚DX-M

種 類：犬舎 ２セット
機種名：下段HWM-H1300

（間仕切り付き）

＋HWM650 ｘ 4台
アーム型の壁掛けではなく、天井つりさげ式

種 類：ブロワー
機種名：POWER BLASTER

種 類：オートドライヤー
機種名：45型還流式

種 類：グルーミング用品
大判超吸収タオル
700ｘ1400㎜

ハチコウペットシャンプー
トリムエプロン
着丈900ｘ幅600㎜

シンプルな構造で優れた耐久性をも機種です。
熱量調整2段階、風量一定。

外寸（㎜）：幅900×奥行550 ×高960～980

（深さ400）
横幅900㎜の標準型ドッグバス、大型犬には
大きいサイズのST-1200型がオススメ。

外寸（㎜）：幅750×奥行450×高775

小・中型犬用で折り畳み式。使用しないときや

お掃除の時には畳んで収納。天板は緑のピラ
マット。（万力・アーム棒・ハンドラー別売）

外寸（㎜）：直径160×幅250本体のみ

パワフルな風量でコストパフォーマンに優れた
ホースドライヤー。ヒーター付き。

外寸（㎜）：幅800×奥行550×高1245

扉は観音開き、キャスター付きにて。間仕切り
トレーセットはオプションになります。
アルミパイプ・塩ビパネル・ステンレス扉

無理なくとかせるスリッカーライトに、コーム各種等
々グルーミング用品各種そろえております。

マイナスイオンの力で毛を艶やかに
仕上げます。アーム型でスペースを
広く使えて足元スッキリ。

前面ドアで犬の出し入れが便利です。
横幅1200㎜で大型犬に最適。

外寸（㎜）：幅1200×奥行650 

×高960～980（深さ400）
足元で作業台の高さが調整できる
テーブル。 （万力・アーム棒・ハンド
ラー別売）

種 類：油圧テーブル
機種名：油圧式テーブル

アプロ900
外寸（㎜）：幅900×高800～960

高さ調節ができる折りたたみ式テ
ーブル。（万力・アーム棒・ハンドラー付属）

外寸（㎜）
幅750×奥行450×高760～910

外寸（㎜）：直径170×幅420x高260

（本体）
風力２段階。パワフル。手元で一時的
に風を止めることができて忙しいお店
に最適。

外寸（㎜）：室内幅770×奥行450×高
470（外寸H720）+オプション脚380

自動乾燥のボックス型ドライヤー。
ドライイングの時間短縮で作業効率
UP。1200W

種 類：オートドライヤー
機種名：77型還流式

外寸（㎜）：幅1300×奥行550×高1785

幅１３００と幅６５０x４室を組み合わ
せ３段にしたタイプ。扉は上部/ステ
ンレス格子、下部/強化ガラス

外寸（㎜）：幅1200×奥行550 ×高960～980

（深さ400）なめらかな動きの高品質キャスター採用。
当社比１５％パワーUPモーター。風量・熱
量ボリュームつまみで使い勝手バツグン。

スタンダードなドッグバス、１２００の幅で大
型犬対応。

サビに強いステンレス製脚部。便利な棚アミ
と角パイプアーム棒セット付属でお得。

外寸（㎜）：幅780×奥行450×高775

強風な風量でシャンプー後の水を
吹き飛ばします。ヒーター付で冬場
など寒い時期にも活躍。ヒーター付。

外寸（㎜）：直径170×幅330ｘ高250

（本体）

ボックス型ドライヤーで自動乾燥
することで作業効率UP。900W

外寸（㎜）：
室内幅450×奥行430×高470

（外寸H720）+オプション脚380

外寸（㎜）：
幅800×奥行550×高1815

幅８００の３段マンション。オプシ
ョンの間仕切りでお部屋が倍に

種 類：犬舎
機種名：３段マンション

HW-800N

種 類：グルーミング用品
Bloomコード式電気バリカン
Spurtスパート
クラフツメン電動爪やすり

左記イラストの◉はエントリーモデルの「ST-900型」です。



・壁からでも十分に届くときに

アーム型ドライヤー取り付け例

天吊り式A型 アングル 天吊り式B型 ブロック

壁掛け式 ポール式

画像は２台用です。 画像は2台用です。

壁強度不足のため
柱を立てて取付。

・上記取付金具は、建物の構造等により取付ができるもの、できないものがございます。
詳しくは施工工事をされる工務店様などとお打ち合わせください。
・取付には１台あたり、100㎏の負荷がかかることを想定して耐荷重100㎏以上を確保して
取り付けてください。強度が足りないと落下などの事故につながります。
（その他、ご質問・ご相談等はお気軽にご連絡ください。）

アームドライヤーのメリット
①スタンドがないため、トリミングスペースを広く有効に使えます。
②使用しないときは上にあげておけば邪魔になりません。
③テーブルと干渉しないため、風をあてたい場所に自由に近づけることができます。
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・天井裏がある
・天井が高い

・天井裏がない、または狭い
・コンクリート打ちっぱなしの天井などに

・壁付け、天吊りができないときに ポールを支持する天井と
床に強度が必要です。



ハチコウドライヤーラインナップ

ガンメタル

パールピンク

ＨＱターボ１８００ＮＥＸＴ ＨＱターボ１８００

ＨＱターボⅡイオン ターボ１８００

ＳＴ１．５ｋｗ

パールピンク

ホワイト

ブラックマイカ

パールピンク
ホワイト

パールブルー

ホワイト

ホワイト

取付方法各種

壁掛け
別途取付金
具は要りま
せん

ポール式
天井と床を
補強し取り
付けます。
上下に強度
が必要です

A型アングル
天井裏懐に
アングルを
入れて吊下
げます。

B型ブロック
天井面に直
接アンカー
などを通し
て吊下げま
す。

※いずれの場合も１００ｋｇの耐荷重が必要です。（2台用は２００ｋｇ）

（ターボ２０００のアーム型はありません。）

Ｐｏｉｎｔ
（詳細はＰ8）

Ｐｏｉｎｔ
（詳細はＰ9）

Ｐｏｉｎｔ
（詳細はＰ10）

Ｐｏｉｎｔ
（詳細はＰ11）

Ｐｏｉｎｔ
（詳細はＰ１２）

スペース有効活用で足元スッキリ・作業効率ＵＰ

8

アーム型

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウアーム型ドライヤーの
取り外し方はこちらから確認い
ただけます。取付方法はこちら
を参考にしてください。



ブラックマイカ

新色

パールピンクホワイト

ハチコウドライヤーラインナップ

ホワイト

ＨＱターボ１８００ＮＥＸＴ ＨＱターボ１８００

パールピンク

パールピンク

ガンメタル ホワイト

ＨＱターボⅡイオン

パールブルー

ターボ１８００

ガンメタル

ワインレッド

ネイビー

パールピンク

ターボ２０００ ＳＴ１．５ｋｗ

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ8）

・最新モデル
・パワフル
・絡まない
ＨＱキャスター
・ＨＱパネル
・ＨＱ細口ノズル
・無段階調節

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ9）

・人気ＮＯ１
・絡まない
ＨＱキャスター

・ＨＱパネル
・ＨＱ細口ノズル
・無段階調節

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ10）

・最高級イオン付
・絡まない
ＨＱキャスター

・ＨＱパネル
・ＨＱ細口ノズル
・記憶式６段階プッシュ式

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ11）

・不動の人気
・広口ノズル
で広く強い風

・無段階調節

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ11）

・熱量が高い
・唯一の２ｋｗ
で専用コンセント

・安定したＸ脚
・２ｋｗ専用ノズル

Ｐｏｉｎｔ （詳細はＰ12）

・もっとも安価
・Fan・Low・Hi
３段切替

・安心長持ち

移動・高さ・角度など自由自在！ ●背の高い方のために
１０ｃｍ高いスタンドも
ご用意しております。

（脚部分は２ｋｗ
タイプになります）
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スタンド型

●

100～140ｃｍ

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。画像は以前のもので、現行品とは異なります。

ターボ１８００選べる特別カラー

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウスタンド型
ドライヤーの組立方
法はこちらで確認い
ただけます。



ハチコウドライヤー

ＨＱターボ1800 『

秘

』

左右に動かし
やすい、新型
フランジ搭載

ブラックマイカ
きらめく光沢の特別な「黒」

① 新型モーター採用
ハチコウ従来品比較で115％

③ ecoゾーン
ヒーター省エネ運転目盛表示

⑤ 快適HQキャスター
スムーズな動きで転倒しにくい

④ LEDランプ
エコな輝きで強弱を表現

② 滑り止めライン
滑り予防スムーズ動作をサポート

⑥ 電源コード用フック付属
コードを
まとめて
すっきり
片付け

ハチコウドライヤーに強力モデル誕生！

新色

パールピンク
ホワイト

ＪＡＮ 4969316013721

ＪＡＮ
4969316013714

ＪＡＮ
4969316013707

ＪＡＮ 4969316013752 ＪＡＮ 4969316013745 ＪＡＮ 4969316013738パールピンク ホワイトブラックマイカ

＜仕様＞
電源：AC100V・50/60Hz兼用

モーター：ブラシレスＤＣモーター
使用熱量：

最大1.5kw・無段階調整

風量：Lo－Hi無段階調整
重量：スタンド型：11.1ｋｇ

（本体6.5ｋｇ）
アーム型：14.5kg
（本体6.4㎏+アーム8.1㎏)

アーム型

スタンド型
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細口ノズル採用

Made in JAPAN

コードが
きれいに
まとまる
フック付

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。
画像は以前のもので、現行品とは異なります。



ハチコウドライヤーＨＱターボ1800

ＣＨＥＣＫ 1
吹出口を下に向けてもコントロール
パネルが正面に向くよう、アングル
に工夫を凝らして設計しました。
トリミングの効率アップ、ストレス
軽減を実現します。

ＣＨＥＣＫ２
大きめの電源スイッチと無段階調整
ボリューム、そしてスタイリッシュな
パネルデザインにより、操作性と
見やすさを一段と向上させました。

ＣＨＥＣＫ３
医療機器にも使用されている
高品質キャスターを採用！毛が
絡みにくい構造を持ち、驚くほど
スムーズな動きを可能にします。

ホワイト

パールピンク

ホワイト パールピンク

●背の高い方のために１０ｃｍ高いスタンドもご用意しております。
（脚部分の仕様がＸ型に変更になります）

＜仕様＞
電源：AC100V・５０／６０Hz兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター使用
熱量：最大1.5kw・無段階調整
風量：Lo－Hi無段階調整
重量：スタンド型：10.6kg（本体6㎏）

アーム型：13.8kg（本体5.7㎏+アーム8.1㎏）
*取付器具は除く

カラー：ホワイト／パールピンク

●アーム型ドライヤーの価格は壁掛け式を基準（取付標準ベース込み）です。
天吊り式・ポール式の取付金具は別途お見積りいたします。

商品名 ＪＡＮｺｰﾄﾞ

スタンド型ＨＱターボ1800ホワイト 4969316013127

スタンド型ＨＱターボ1800パールピンク 4969316013004

アーム型ＨＱターボ1800ホワイト 4969316013134

アーム型ＨＱターボ1800パールピンク 4969316013011

大人気機種「ターボ１８００」を受け継ぎ、
そして進化した“ハイクオリティドライヤー”
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細口ノズル採用

59.5ｃｍ

Made in JAPAN

スタンド型

アーム型

67ｃｍ

67.5ｃｍ

27ｃｍ

高さ
100～144ｃｍ

48ｃｍ

48ｃｍ

58.5ｃｍ

（カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ
変更になりました）



1㎤あたり200万個以上のマイナスイオンを発生させるイオンドライヤー

＜仕様＞
電源：AC100V・５０／６０Hz兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター使用
熱量：最大1.5kw プッシュ式6段階調節（メモリー付）
風量：プッシュ式6段階調節（メモリー付）
重量：スタンド型：11.5kg（本体6.8㎏）

アーム型：14.6kg（本体6.5㎏+アーム8.1㎏）
カラー：ガンメタル／パールピンク

６段階プッシュで使い勝手抜群！好みに合わせてスタート時の
風量・熱量をメモリーセット！イオンの力で被毛なめらかに！

ｽﾀﾝﾄﾞ型
ガンメタル

ｽﾀﾝﾄﾞ型
パールピンク

カラーは
ベーシックなガンメタルと
上品なパールピンク。
サロンの雰囲気に合わせて
お選びいただけます。

キャスターは
医療現場でも使用されている
高品質なキャスターを使用。
お悩みの毛詰まりも解消です。

操作しやすい
デザインパネル

ガンメタル

パールピンク

ハチコウドライヤーＨＱターボⅡイオン

商品名 ＪＡＮｺｰﾄﾞ

スタンド型ＨＱターボⅡイオンガンメタル 4969316013332

スタンド型ＨＱターボⅡイオンパールピンク 4969316013349

アーム型ＨＱターボⅡイオンガンメタル 4969316013356

アーム型ＨＱターボⅡイオンパールピンク 4969316013363
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細口ノズル採用

スタンド型

アーム型

Made in JAPAN

（カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました）



ハチコウドライヤーターボ1800
・操作部がボリュームつまみタイプなので仕上がりイメージに
合わせた微妙な風量・熱量調整ができます。
・操作時のレスポンス（反応）が良く、快適で適切なドライ作業を
可能にします。
・国産で耐久性に優れ長寿命です。
※使用状況により耐用年数は変わります。

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：最大1.5kw 無段階調整
風 量 ：無段階調整

重 量 ：スタンド型：9.9kg（本体5.9㎏）

アーム型：13.6kg（本体5.5㎏+アーム8.1㎏）

カラー ：基本色 ホワイト・パールブルー
特別色 ガンメタル・ネイビー・ワイン・ピンク

LONG 

SELLER!

寒冷地にお薦め

ハチコウドライヤーターボ2000
・通常タイプよりヒーターパワーをアップ！
寒冷地での使用に備えた20アンペアのヒーターを搭載
※2KWの電気配線が必要になります。
通常配線での使用は火災等の危険がありますので避けて下さい。

・単相100Vの配線で最大使用可能な容量です。
・コンセント形状はアンペア数に合わせた右記形状のみ
対応しております。

ターボ2000
コンセント形状

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：最大2.0kw 無段階調整
風 量 ：無段階調整

重 量 ：スタンド型：10.5kg（本体6㎏）

カラー ：ブラウン

寒冷地
お薦め

ガンメタル

パールブルー

ピンクワインネイビー

スタンド：4969316815745
アｰム ：4969316815790

スタンド：4969316815752
アｰム ：4969316815806

スタンド：4969316810696
アｰム ：4969316810726

スタンド：4969316815721
アｰム ：4969316815776

スタンド：4969316815738
アｰム ：4969316815783

スタンド：4969316815714
アｰム ：4969316815769

Made in JAPAN

選べる特別カラー

パールブルー

Made in JAPAN

13

太口ノズル採用

スタンド型

アーム型

ホワイト

パールブルー

ホワイト

Cat トリミング推奨
太口ノズルで優しい風を作り出します。
静音

スタンド型のみとなります
スタンド：4969316810702

（カブ玉・外パイプ・十字脚は
シルバー塗装へ変更になりました）



ハチコウドライヤーST-1500

・風量が一定で熱量をHi-Low-Fanの切り替え
・業務用ドライヤーのエントリーモデル

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：Hi1.5ｋｗ Low 0.8ｋｗ
風 量 ：一定（切り替え無し）

重 量 ：スタンド型：9.4kg（本体5.4㎏）

アーム型：13.7kg（本体5.3㎏+アーム8.1㎏)

カラー ：ホワイト

操作パネル

ENTRY MODEL

マイナスイオン
ドライヤー

スタンド：4969316810689
アーム ：4969316810719

オートドライヤー４５型/７７型還流式

時短術！！
人手をかけず時短で作業効率ＵＰ

ハチコウドライヤー専用パーツご用意・修理承ります！

・業務用ハチコウドライヤーの各種パーツをご用意しております。
・消耗した部品は早目に交換して下さい。
・修理を承っております。お気軽にご相談ください。

４５型 ：4969316811563
７７型 ：4969316811570

フィルター
15ｍｍ/10ｍｍ

ノブネジ／カブ玉

口ゴム グレー（太口）
ターボ1800/イオン用

十字足 キャスター 十字ベース
止めボルトなど

77型

ユリアネジ

【主な部品例】

・45型
熱量最大900W
W450(435)ｘD450(448)ｘH785(448)ｍｍ

・77型
熱量最大1200W
W770(755)ｘD450(448)ｘH785(448)ｍｍ

電源 AC100V 50/60Hz兼用
タイマー 36分/50Hz 30分/60Hz

45型
別売専用脚部装着時
脚部高さ38cm

14

詳しくはＰ４６の図を参照ください。

口ゴム グレー（細口）
ＨＱタイプ用

太口ノズル採用

アーム型

スタンド型

Made in JAPAN

Made in JAPAN

１０ｍｍフィルターを止めている金具 １５ｍｍフィルターを止めている金具

（ｽﾉｺ・受皿付き）

Cat トリミング推奨
乾きづらい猫ちゃんの粗乾きに

85ｍｍ

252ｍｍ

252ｍｍ

18ｍｍ

室内
(ｽﾉｺから)
448ｍｍ

室内
(ｽﾉｺから)
448ｍｍ

85ｍｍ

50ｍｍ 40ｍｍ

380ｍｍ

（カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました）



キャスター付き5脚タイプの安定感のあるグルーミングスツールです。

＜ブラックアジャストテーブル＞

犬のサイズ、トリマーさんの身長に合わせて高さを変えられます。

ＢＫ７５０（Ｈｉ）

アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売にて

Ｂｌａｃｋ
JAN 4969316013653

フラット天板
フチ留め具が無いから

お掃除楽々

折りたたみ式ブラックテーブル ポチッとアジャスト(Made in Taiwan)

JAN 4969316013622

Ｗ780ＸＤ450ＸＨ700～970ｍｍ 本体重量：11ｋｇ

最低７０ｃｍ
最高９７ｃｍ
その差なんと
２７ｃｍ

５８ｃｍ

１７５ｃｍ ポチっとアジャスト

①
上下に
スライド

ポッチ

②
ネジで
固定

脚にあるポッチを押してスラ
イドさせ高さを段階調節。高
さを決めたら固定ネジを締め
込み固定してください。

犬のサイズ、トリマーの方の
身長に合わせたグルーミング
を実現するアジャストタイプテ
ーブルです。天板は掃除がし
やすいよう止め金具等のない
フラットタイプとなっております。

【別売】ＤＸアーム棒
万力式セット（３点のみ）
９００ｘ３６０ JAN 4582309810277

ＢＫ900 JAN 4969316013639

Ｗ900ＸＤ600ＸＨ580～850ｍｍ
本体重量：14ｋｇ

「７５０」は最高９７ｃｍ小
型犬の時も腰を曲げずに

作業できます

＜スツールａｉｒ＞ Ｈ458～618ｍｍ 重さ４ｋｇ

最低４５．８ｃｍ
最大６１．８ｃｍ

座面
直径３３ｃｍ

脚部
半径２６ｃｍ

厚み
８ｃｍ

キャスターのお手入れは簡単
分解清掃できます

エア圧による座面高さの調節が可能です。（逆さにしてもＯＫ）

ここも（付根部分）
外れます。

P16参照

ピッチ
９段階
間隔３ｃｍ

ピッチ
９段階
間隔３ｃｍ

耐荷重80ｋｇ
（静止状態）

耐荷重100ｋｇ
（静止状態）
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９７ｃｍ

８５ｃｍ

廃番



＜各種グルーミングテーブル＞

・スペースを有効活用できる
折りたたみタイプ。

・長年のご使用でも錆びな
いステンレス製脚部。

・棚アミがあるのでトリミング
用品などが置けます。

コンテストなど限られたス
ペースでの作業効率アップ。

・棚アミが脚部分を補強して
いるため倒れにくい。

・万力式アーム棒ハンドラー
付（ハンドラー：８ｍｍ幅）。
・サイズはＭとＬの2種類か
らお選びください。

サビに強い
ステンレス製脚部
サビに強い

ステンレス製脚部

【別売】 ＤＸアーム棒
万力式セット（3点セットのみ）
９０0ｘ３６0 JAN 4582309810277
ｱｰﾑ棒：ステンレス製
万力：真鍮製

スタンダードタイプの折りたたみ式。

ミニ
Ｗ600ｘＤ450ｘＨ775

本体重量：７ｋｇ
JAN 4969316816292

スタンダード
Ｗ750ｘＤ450ｘＨ775

本体重量：8ｋｇ
JAN 4969316815349

折りたたみ式グルーミングテーブル （日本製）

・アーム棒Ｌ（角パイプ）
・万力式Ｌ
・ナイロンハンドラー８ｍｍ

（長さ約48ｃｍ）

・アーム棒Ｓ（丸パイプ）
・万力式Ｓ
・ナイロンハンドラー６ｍｍ

（長さ約44ｃｍ）

360ｍｍ

700

～1100ｍｍ

275ｍｍ

アーム棒
太さ１８ｍｍ

アーム棒
太さ19ｍｍ

折りたたみ式テーブルステンレス脚DXタイプ
アーム棒万力式ハンドラー付セット

棚アミ付

全て揃ってしかもステンレス脚。

870ｍｍ

780ｍｍ

240ｍｍ

アーム棒
直径13.8ｍｍ

万力許容
40ｍｍまで

万力許容
26ｍｍまで

ＤＸ－Ｍ
Ｗ780ｘＤ450ｘＨ755

本体重量：8.5ｋｇ
JAN 4713945043020

ＤＸ－Ｌ
Ｗ900ｘＤ550ｘＨ755

本体重量：10ｋｇ
JAN 4713945043037

【 アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売 】

ハンドラー紐
８ｍｍ幅 長さ約４２ｃｍ

脚にアジャスターが
付きました！！

万力許容
40ｍｍまで

（バラでの販売もしておりますが、他社品との組み合わせはできませんのでご了承ください。）Made in JAPAN

穴20ｍｍ 穴15ｍｍ

ナイロンハンドラーS
ワニくち Sカン６ｍｍｘ４４ｃｍ

JAN 4969316815813

ナイロンハンドラーL
ワニくち ナスカン８ｍｍｘ４８ｃｍ

JAN 4969316815820

DX用ナイロンハンドラーL
丸 ナスカン８ｍｍｘ４０ｃｍ

JAN 4582309810307
色は選べません

色は選べません

耐荷重80ｋｇ
（静止状態）

耐荷重80ｋｇ
（静止状態）
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Cat トリミング推奨

ＳセットJAN 4969316813901LセットJAN 4969316813918



ＳＸ－Ｍｉｎｉ（600）
W600xD450xH520～840ｍｍ
万力式アーム棒Ｓセット付
JAN 4969316013554

折りたたみ式アジャストＳＸテーブル （日本製）

カチッとアジャストのどっしりと安定したＤＸ脚タイプです。

＜アジャストグルーミングテーブル＞

#750
Ｗ750ｘＤ450ｘＨ600～900ｍｍ/本体重量：11ｋｇ
JAN 4969316816346

#900
Ｗ900ｘＤ600ｘＨ600～1030ｍｍ/本体重量：16ｋｇ
JAN 4969316816353

#1200
Ｗ1200ｘＤ600ｘＨ600～1030ｍｍ/本体重量：20ｋｇ
JAN 4969316816360

トリマーさんに合った高さに調節。ペットの大きさにも合わせられます。

折りたたみ式アジャストテーブル （日本製）

カチッカチッと簡単アジャストで稼働範囲最大。

・アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売にて
前項よりお選び下さい。

ＳＸ－Ｍ（750）
W750xD450xH585～900ｍｍ
万力式アーム棒Ｓセット付
JAN 4969316013561

ＳＸ－Ｌ（900）
W900xD600xH590～910ｍｍ
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013578

ＳＸ－ＬＬ（1200）
W1200xD600xH590～910ｍｍ
万力式アーム棒別売
JAN 4969319013585

・カチッと高さ調節し、レバーで固定するだけの
簡単アジャスト式。
・パイプは５０ｍｍ単位で上下にスライド出来ます。
・さらに足先のゴムはアジャスト出来るので、床面の
凹凸のガタツキを調節できます。

ＤＸ－Ｌ（900）
W900xD600xH660～730ｍｍ
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013608

ＤＸ－Ｍ（750）
W750xD450xH760～910ｍｍ
万力式アーム棒Ｓセット付
JAN 4969316013592

折りたたみ式アジャストＤＸテーブル （日本製）

・コの字のアーチがテーブル本体を
安定させます。（カチッとアジャスト脚付）

カチッと

カチッと

Made in JAPAN

50㎜

固定レバー

希望の高さに
スライドすると
カチッときまる。

耐荷重100ｋｇ
（静止状態）

耐荷重100ｋｇ
（静止状態）

耐荷重100ｋｇ
（静止状態）
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ＤＸ－ＬL（1200）
W1200xD600xH660～730ｍｍ
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013790



Hydraulic Table

＜ハチコウグルーミング用油圧テーブル＞

塩ビの床材にご注意ください。

足ゴムと化学反応し床材のフロアマットなどが変色する恐れがあります。その場合は下に何かを敷いてからテーブルを置いてください。同じ
塩ビ素材でも反応するタイプとしないタイプや、比較的年数を経過しているものには反応しづらいようなのですが、新店の場合は特に注意が
必要です。ゴムの色移りについては床材メーカーの方で情報を持っているようです。各床材メーカーへお問い合わせください。
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幅；746ｍｍ 奥行：466ｍｍ 直径：690ｍｍ

天板の回転機能

JAN 4969316013677JAN 4969316013769

高さ:745～910mm

ストッパーロック レバーを上に引き上げてロック。

油圧長持ちの秘訣：使用しないときは一番下に下げておいてください。

ゆっくりdown
安全に上昇・下降
大型犬・子犬も安心!

軽い踏み込み
こまめに高さ調整可能
150kgでも上がります!

①軽く踏む→上昇
②強く踏む→下降

450～1000mm

210mm

ナイロンハンドラー
クリップタイプ黒
JAN:4969316013998

ハチコウ油圧ラウンド・スクエア用
アーム棒万力式セット付

JAN:4969316013981

丈夫でアーム棒セット付でとってもリーズナブル



油圧式X型テーブル

X型750
W750xD450xH660～980ｍｍ
重量：33ｋｇ
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814519

油圧式X型テーブル

X型900
W900xD600xH530～980ｍｍ
重量：35ｋｇ
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814526

＜油圧式グルーミングテーブル＞

足で踏むタイプの油圧式テーブルです。変動幅が大きいのが特徴です。
アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売にて前々項より

お選び下さい。

油圧式テーブルアプロ
720
W720xD450xH800～960ｍｍ
重量：35ｋｇ
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816636

油圧式テーブルアプロ丸型
7２0
Φ720xH800～960ｍｍ
重量：35ｋｇ
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816650

油圧式テーブルエーコ
720
W720xD450xH700～860ｍｍ
重量：34.5ｋｇ
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816667

油圧式テーブルエーコ丸型
7２0
Φ720xH700～860ｍｍ
重量：34.5ｋｇ
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816674

高さが選べる油圧式テーブル （日本製）

足で踏むタイプの油圧式テーブルです。高めと低めを選べます。 【別売】
油圧用外付アーム棒万力式セット

4969316013615
専用リード（ナスカン付）8ｍｍ

油圧式X型テーブル

X型1200
W1200xD600xH530～980ｍｍ
重量：40ｋｇ
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814533

油圧式Ｘ型テーブル （日本製）キャスター付

塩ビの床材にご注意ください。

上記油圧テーブルのアプロ・エーコの下台にゴムが付いています。そのゴムと化学反応
し床材のフロアマットなどが変色する恐れがあります。その場合は下に何かを敷いてから
テーブルを置いてください。同じ塩ビ素材でも反応するタイプとしないタイプや、比較的
年数を経過しているものには反応しづらいようなのですが、新店の場合は特に注意が
必要です。ゴムの色移りについては床材メーカーの方で情報を持っているようです。
各床材メーカーへお問い合わせください。
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＜ご注意ください＞商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いする場合がございます。ご協力をお願いいたします。



強風量
ヒーター付き
風量調節OK

STYLISH DESIGN

ワイドノズル ラウンドノズル

使うシーンに合わせてヒーターをＯＮできる切替タイプ

トリミング時短必須アイテム

SWITCH HEATER

パワフルな風量を実現。風量は無段階調節。

スイッチ部分

そのボディはパールをあしらった重厚感のあるブラック。

＜ハチコウパワーブラスター フォースドライヤー＞

HIGH POWER WIND

THE LENGTH OF THE HOSE

ﾎｰｽの伸縮約850～2100ｍｍ（ノズル含む）

ナローノズル

ノズルは3種類
電源：AC100V・50Hz用／60Hz用

熱量：ヒーター 切替タイプ 1.5kw

風量：無段階調節

重量：4.2ｋｇ

カラー：パールブラック

モーター：ブラシモーター

ＪＡＮ：4969316013684
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※ワンタッチで着脱できます

伸びるホース

ホースの取り付け方

プードルなどの
縮れ毛が
伸びやすい



ホースドライヤー

シェアマジック / ヒーター付きタイプ

・お手頃な価格で強風を実現した
シェアマジック
・風量はボリュームつまみで無段階
調整できます
・冬場もOK！ヒーター付きタイプ。
ヒーターを切った状態での運転も
できます。

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシモーター
熱 量 ：ヒーター付きタイプ 1.3kw
風 量 ：無段階調整
重 量 ：４．８ｋｇ
カラー ：ライトグリーン

置き場所に応じて
縦置きもできます。

HIT ITEM!

ブロワー HPB-1150

ハイパワーブロワー

・吹き出し口の手元で一時的に風を
制御できます。（モーターは作動した
ままなので止める場合は電源をＯＦＦ
てください。また長時間の制御は器械
に負荷がかかりますのでご注意ください
・作動音を抑えた構造。

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシモーター
熱 量 ：無し
風 量 ：Hi－Low
重 量 ： ８ｋｇ
カラー ：シルバー

ヒーター付ＪＡＮ ：4582309821013

ＪＡＮ 4969316814854

ホースドライヤー

シェアマジック / ヒーター無しタイプ

ヒーター無しＪＡＮ ：4582309821006

・ヒーターのついていない、よりシンプル
なタイプ
・お手頃な価格で強風を実現したシェア
マジック
・風量はボリュームつまみで無段階調整
できます

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシモーター
熱 量 ：ヒーター無しタイプ 1.0kw
風 量 ：無段階調整
重 量 ：４．５ｋｇ
カラー ：ライトグリーン

ホースの取り付け方

ホース

ホースのワイヤーの切れている先端がノズルまたは吹出口の
ネジ山に入っていくようにくるくる軽く押回し、2回転くらい入ったら
ホースを軽く引っ張りながら完全に止まるまで回す。

吹き出しノズル
または
本体ホース取付口
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超強力
ＪＡＮ：4582309815043（別売にて）

ＳＴタイプ

ST-1200N JAN 4969316014025

W1200(1060)xD550(470)xH960～980mm ・深さ400mm

ST-900N JAN 4969316014018

W900(760)xD550(470)xH960～980mm・深さ400mm

舟形３面ガード付タイプ

舟形1200N JAN 4969316014094

W1200(1080)xD550(450)x背面H1075～1105mm ・深400mm

DX-900N JAN 4969316014056

W900(760)xD550(470)xH960～980mm ・深さ400mm

DX1200N JAN 4969316014063

W1200(1060)xD550(470)xH960～980mm ・深さ400mm

ＤＸ脚タイプ

LL-ドア付タイプ

LLドア付1200N JAN 4969316014070

W1200(1120)xD650(570)xH960～980mm ・深500mm

ホームタイプ・段付

750型 JAN 4969316817145

W750(670)xD550(430)xH800～830mm

・深300mm

ドライタイプ・水切・段付

900型 JAN 4969316817152

W900(775)xD600(500)xH960～980mm ・深400mm

1200型 JAN 4969316817169

W1200(1075)xD600(500)xH960～980mm ・深400mm

ストッカータイプ

900型 JAN 4969316813840

W900(740)xD550(470)xH960～980mm ・深400mm

1200型 JAN4969316813857

W1200(1040)xD550(470)xH960～980mm ・深400mm

上部用ステンレスアミスノコ JAN 4969316014001

サイズ：
Ｗ470xＤ460ｍｍ

使用例
上部に取り付けて
作業ができます。

オールステンレス製(材質はＳＵＳ-４３０)。
サイズ、型、材質(ＳＵＳ-３０４)、鏡面無し等の特注可能。
アジャスターは４５ｍｍのステンレスボール。
記号表示：Ｗ－間口、Ｄ－奥行、Ｈ－総高さ、深－水槽内の深さ
※数字は外径、（ ）内は内径、単位はｍｍ、総高さはアジャスター付。

舟形900N JAN 4969316014087 

W900(780)×D550(450)×背面H1075～1105mm・深400mm

ＯＰＴＩＯＮ
■ドッグバス仕様

←フタは別売→

お好みの使いやすさに仕立てます。

スペースに合わせて

特注承ります

・水はね防止シート付
ご使用時は必ず装着してください。

ｶﾞﾗｽ面など平らでなめらかな面に
使用出来ます。

原則、室内で使用

＜ご注意ください＞商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。

Cat トリミング推奨
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「細部に匠の技が光る木製スノコ」

高さなど
ご相談ください。

ガタ付調節
機能付き

持ちやすい

☆特注ご相談下さい。☆

ドッグバス・木製スノコは１台１台
丁寧に職人が丹精を込めて作り
上げています。お客様の好みに
合わせてお作り出来ますので、
ご相談下さい。

・各角面取り加工
・ステンレスネジ仕様

●バックボード等の特注も承っております。

＜ご注意ください＞商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。
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ハチコウドッグバス インバータイプ

ST-900Nインバー JAN 4969316014032

W900(760)xD550(470)xH960～980mm・深さ400mm

ST-1200Nインバー JAN 4969316014049

W1200(1060)xD550(470)xH960～980mm ・深さ400mm



ドッグバスに「カラー」新登場！！

⇨シールでもなく塗装でもないので、色が剥がれません。

⇨ステンレスの冷たく硬い印象から、トリミング室を
明るく演出します。

⇨ステンレスの水垢はとるのが大変ですが、
塩ビパネル使用なので、水垢も目立たずふき取り
が簡単です。

⇨ステッカーやお店のロゴシールなどを貼れば、
オリジナルドッグバスに変身！！

ドッグバスのステンレス部分って、使っていくうちに水垢が取れなくなって、くすみがち。
ここの部分が変わるだけで、お店の雰囲気も変わります。
長く使用する設備品だからこそ、着せ替えができるととっても便利。

着せ替えドッグバス（深さ４５０mm）
●ＰＨ900木目調 Ｗ９００ｘＤ５５０ｘＨ９００～９３０

JAN 4582309823017
●ＰＨ1200木目調 Ｗ１２００ｘＤ６００ｘＨ９００～９３０

JAN 4582309823055

●ＰＨ900オフホワイト

＜材質＞本体：ステンレス パネル：塩ビ ＜仕様＞排水溝：センター 背面：囲い無し （排水溝の位置の変更はご注文時に申し付けください）

大理石調

Ｗ９００ｘＤ５５０ｘＨ９００～９３０
JAN 4582309823048

Ｗ12００ｘＤ６００ｘＨ９００～９３０
JAN 4582309823086

●ＰＨ1200オフホワイト

●ＰＨ1200大理石調
JAN4582309823116

●ＰＨ900大理石調
JAN4582309823093

●ＰＨ1200マットブラック
JAN4582309823123

●ＰＨ900マットブラック
JAN4582309823109

＜ご注意ください＞商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。
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ここに秘密が・・・
バーが少し下がっているので
脚がぶつからないです。

角は丸い仕上げに
なっています。

マットブラック

●ＰＨ900ローズウッド
Ｗ９００ｘＤ５５０ｘＨ９００～９３０
JAN 4582309823130

Ｗ12００ｘＤ６００ｘＨ９００～９３０
JAN 4582309823147

●ＰＨ1200ローズウッド



＜仕様＞

35％ポリウレタン

65％ポリエステル繊維

着丈900mm 幅600ｍｍ

JAN 4969316013967

900mm

600mm

Point
・シャンプー時に、またそのままDryingやCutまで
幅広くご利用いただけます。
・水がしみこまないようにポケットを無くしました。
・脇を狭めに作っているので脇が濡れにくいです。
・後ろ2か所でマジックテープ止めで着脱ラクラク
・幅広肩の作りで肩ズレしにくいです。

＜仕様＞
20％ナイロン
80％ポリエステル繊維
寸法700ｍｍｘ1400ｍｍ
JAN 4969316013844

700mm

1400mm

Point
・１.５L吸い込む抜群な吸水力です。
・水を吸収しても膨らまない生地
・手が引っかからないノンループタオルです。
・ストレッチなので扱いやすいです。
・洗濯後早く乾きます。
・吸収抜群なのに極薄で置き場に困りません

裏

色がピンクに変更になりました

裏地
メッシュでムレにくい

三つ折り薄さ
3～3.5cm

（シルバーは終了しました）

表

＝エプロンと合わせてご利用ください＝

ＹｏｕＴｕｂｅ動画
ハチコウ大判吸収抜群
タオルデモンストレーション
その吸収力をご確認いただ
けます。
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・循環流量１２Ｌ
・スリムボディで置き場にスペースを
取らせない。
・最大２０分タイマー付き
・空気圧力自動調節機能
・循環流量１２Ｌ
・ご家庭のお風呂でも使えます！
・シャワーへの切り替え簡単

比較的小型で場所取らず、移動も簡単

ご使用方法・お手入れ・施術等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

マイクロサイズの泡の力が汚れを分解し皮膚や被毛をきれいにします。

ほんとにすごい！マイクロバブルの力！！
皮膚のトラブル・パサパサ被毛・汚れ・ニオイなど お試しください。

一年間保証付

死海の泥 本格「ペットのエステ」

死海の泥
本格「ペットのエステ」
5ｋｇ 約11頭分
JAN 4582309810291

※死海の泥の色味は画像と異なる場合があります。
ご了承ください。

死海の泥エステスーツ
死海の水・死海の泥を
塗布したワンちゃんを包む
小・中型犬用保温
ビニールスーツ

JAN 4582309810222

エバーメイト オートウォーマー
死海の泥・水を温める湯煎器
シャンプーなどにも使用できます

JAN 4582309810215

ヘラ
死海の泥を塗る際に
ご利用下さい。

JAN 4582309810239

天然１００％の死海の泥エステティック！クレオパトラ女王もこよなく愛したと言われています。
皮膚のトラブルにお悩みのワンちゃん必見！
防臭・殺菌・保湿・ダイエット・アレルギー体質の改善・被毛ふんわりさらさら・アトピー肌の改善・関節痛に

使用説明書等添えております。
ご不明な点等はご連絡ください。
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柄付き蚤取り櫛 DX-H106
24×161ｍｍ 52ｇ 77針

柄付き蚤取り櫛 ST-H106
24×162ｍｍ 60ｇ 71針

蚤取り櫛 DX-H104
34×67ｍｍ 35ｇ 68針

蚤取り櫛 ST-H104
34×67ｍｍ 40ｇ 63針

両目櫛 半月型
33×164ｍｍ 30ｇ 69針

両目櫛 ST-H16
31×166ｍｍ 52ｇ 65針

両目櫛 ST-H18.5
34×192ｍｍ 60ｇ 62針

両目櫛 DX-H165
33×165ｍｍ 50ｇ 69針

両目櫛 DX-H200
34×199ｍｍ 50ｇ 74針

両目櫛 Cat
20×130ｍｍ 22ｇ 80針

両目櫛
ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞﾚｲﾊｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
34×192ｍｍ 60ｇ 63針

クラフツメンペット用爪切り GR-011
標準型

ツィーザース（毛抜き）

バネ部分を強化

金属ヤスリ付属

コーム 爪切り ツィーザース

JAN 4969316810160

JAN 4969316810153

JAN 4969316810177

JAN 4969316810184

JAN 4969316815288

JAN 4969316810115

JAN 4969316810122

JAN 4969316810139

JAN 4969316810146

JAN 4969316811983

JAN 4969316813406

Sサイズ JAN 4969316810337
Lサイズ JAN 4969316810320

JAN 4969316814199

Made in JAPAN

Made in JAPAN
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品 名 Bloomペット用コード式電気バリカン Spurt(スパート）
電 源 AC100～240V 50/60Hz
消費電力 約15ｗ
モーター速度 2900rpm
本体サイズ 約155ｘ44ｘ41mm（替刃 フック部含まず）
コード長 約3m
重 量 220g（替刃 コード含まず）
付属品 Bloom１mm替刃 クリーニングブラシ 保存用オイル
JAN 4582309820139
MADE IN TAIWAN

スパート

軽量ボディ
トリマーさんの負担を軽くするため軽量にしました。
重量約220g（コード部含まず）

フック付き
吊り下げ用フックをつけました。
さっと使えて、使い終わればフックにかけて保管ができます。

熱くなりにくい
本体は熱くなりにくい構造に設計されています。
電源をこまめに切ることで替刃も熱くなりにくくなります。

滑り止めグリップ
本体側面にはラバーの滑り止めを入れました。

品 名 Bloomペット用コードレス電気バリカン Rapid（ラピッド）
電 源 2WAY AC100～240V 50/60Hz リチウム電池
消費電力 約15Ｗ
モーター速度 2900rpm
本体サイズ 約175ｘ41ｘ34mm（替刃 フック部含まず）
本体重量 約272g（替刃 コード含まず）
コード長 約3m
連続使用時間 約60分（推奨連続使用時間は約10分）
充電時間 約150分
付属品 Bloom替刃1mm クリーニングブラシ 保存用オイル 充電コード
※ 充電時間や使用時間は使用状況・電池寿命等により異なります。
JAN 4582309820146
MADE IN TAIWAN

Bloom ペット用
コードレス電気バリカン Rapid

ラピッド

SIDE BACK

New
Arrival
New
Arrival

Bloom ペット用
コード式電気バリカン

New
Arrival
New
Arrival
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0.1mm
動物病院での術前処理や
足裏・足先クリッパーなど
すっきりと刈りたいときに。

0.5mm
足裏・肛門周囲・お腹など
よりきれいに刈りたい時に！
術部はこちらがお薦めです。

1ｍｍ
スタンダードな足裏
肛門周囲お腹･顔。

２ｍｍ
短めのサマーカットや
耳バリ・顔バリ・テリア・
長毛猫など。

3ｍｍ
やや長めに残ります。
ハサミでは切りにくい短さに
なります。

5ｍｍ
ある程度の長さを保ちな
がらカットするので、ハサ
ミで調節可能な長さです。

6ｍｍ
５ｍｍ派と６ｍｍ派と分か
れがちなテリアカットにはな
くてはならないサイズです。

8ｍｍ
粗刈りでも、仕上がり感が
ちょうどよい長さになります。

9ｍｍ
ハサミでしっかり仕上げた
い粗刈りにお薦めです。
カット時間の短縮にもつな
がります。

①上刃と下刃を
合わせます。

②上刃おさえを
はめます。

③ネジを差し
込みます。

④ネジにバネを
のせます。

⑤調節ナットを締めます。
締め具合は最後まで締めてからナットを1回転半ぐらい緩めるのが

目安です。

⑥組み立て完了！

Bloomバリカン用替刃 組み立て方

JAN 4582309820016

JAN 4582309820092JAN 4582309820085JAN 4582309820078

JAN 4582309820061JAN 4582309820054JAN 4582309820047

JAN 4582309820030JAN 4582309820023

Bloom用替刃 ハイカーボンスチールで錆びにくく切れ味抜群

Ｂｌｏｏｍ替刃研ぎ液
替刃のお手入れに使用する
研ぎ液・潤滑油・ブラシのメンテナンスセット。
切れ味が落ちたら使用してください。
約２０回分。

JAN 4582309820108

①ご使用前に容器を上下によく振り、替刃を分解し5～10cm位離して、刃を覆う程度の量をスプレーして下さい。必ず噴射口を確認し、正立にてご使用ください。
②しばらくしてムース状の泡が消えてきたら柔らかい布等で必ず全て拭き取ってください。③1週間に1度程度を目安にお手入れしてください。

使用
方法
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ハチコウ クラフツメンスリッカーブラシLIGHT

ハチコウ クラフツメン電動爪やすり

爪切りが苦手なワンちゃんにもお勧め。

毛の絡み予防の保護カバーを外せば平面や側面でも削る
ことができます。ホール（くぼみ）タイプの削りやすい砥石採
用で、日頃のお手入れを便利に
仕上げます。

●電源・速度切替ボタン：速度設定は2段階あります。
電源ボタンを連続２度押しすると速度を変更できます。

●速度表示ランプ：高速回転時に表示ランプが点灯します。

●充電表示ランプ：電池マークでお知らせします。

●充電中：充電状況が分かります。

製品名 ： ハチコウクラフツメン電動爪やすり
電源 ： AC ～ 100Vー240V 50/60Hz

出力 ： 3.5V 1000ｍA

電池 ： 3.2V 600ｍAh リン酸鉄系リチウムイオン電池
付属品 ： やすりヘッド（M）・充電コード・おそうじブラシ・消しゴム
充電時間 ： 約90分
連続使用可能時間 ： 約3時間 （使用状況により異なります。）
JAN : ： 4969316013899

※やすりは交換可能です。
電動爪やすり替ヘッドセット

S：４㎜M：５㎜ L：６㎜
やすり安全カバー

JAN :4969316013950

ＮＥＷ
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［連結式６枚組：ＭサイズとＬサイズの２種類 ］ ・・・ピンで留めるので多角形に足しても使用可能

色：ブラック JAN4582309819058

色：ブラック JAN4582309819041

＜4面＞ステンレス製

★サークルなのにトレー（受皿）が
引き出せます！
（写真はオプションの天井面付） ★折りたたんだ状態

Ｗ９００xＤ６２０xＨ７８０ｍｍ
Φ３．９ｍｍ・５ｍｍ
総重量：１２ｋｇ

＜4面＞ステンレス製

JAN4713945040173

◎オプション：天井面 1.乗せる 3.固定2.開閉

材質：ＳＵＳ－３０４

９１ｘ６１フロア付きセット６１ｘ６１フロア付きセット

９０度

しっかり固定出来、持ち
上げても外れません。

材質：ＳＵＳ－３０４

＜連結法＞

Ｍ：高さ
８３ｃｍ

Ｌ：高さ
１１０ｃｍ

★選べるスノコ位置
内寸高さ６１５ｍｍ

★選べるスノコ位置
内寸高さ４６５ｍｍ

Ｗ ９１cm

Ｈ ６１cm

６１cm Ｄ ６１cm

※色はブラックのみになります。

四面・六面 サークル各種

（６枚組 幅70ｘ高さ83ｃｍ）

（６枚組 幅90ｘ高さ110ｃｍ）

９１ｘ６１ドア付きセット
（ドア+フロア付きも可能です）

内寸高さ475ｍｍ

31

床からスノコ
13.5ｃｍ

人気上昇

６１ｘ６１ 4枚（正方形） ６１ｘ９１ 2枚＋ ６１ｘ６１ 2枚（長方形）

組立には面倒な接続部品が無く
面を繋ぐだけで、とても簡単に
組み立てられます。
使用しないときは接続部品が無いので
スッキリまとめて場所を取りません。

運動スペース作りにも 室内でも使用できます。

JAN4582309812004 

JAN4582309812011 JAN4582309812028
JAN4582309812189



Ｓ31 x50x39.5(32) Ｍ44x60x54(45) Ｌ 55x74 x65(55) ＬＬ63.5x91.5x74(64) Ｍ60x44x54(45) Ｌ74x55x65(55) ＬＬ91.5ｘ63.5x74(64)

ＰＲＯケージ

（アジャスター脚・ステンレス製スノコ・プラスチック製受皿付）

（アジャスター脚・スチール製スノコ・プラスチック製受皿付属）

ＳＳＤ ｼｮｰﾄｻｲﾄﾞﾄﾞｱ （短面側ドア） ＬＳＤ ﾛﾝｸﾞｻｲﾄﾞﾄﾞｱ （長面側ドア）

スチール製

Ｓ31 x50x39.5(32) Ｍ44x60x54(45) Ｌ55x74 x65(55)    ＬＬ63.5x91.5x74(64) Ｍ60x44x54(45) Ｌ74x55x65(55) ＬＬ91.5ｘ63.5x74(64)

ＳＳＤ ｼｮｰﾄｻｲﾄﾞﾄﾞｱ （短面側ドア） ＬＳＤ ﾛﾝｸﾞｻｲﾄﾞﾄﾞｱ （長面側ドア）

ステンレス製

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
（梱包ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ）

Ｓ：34.4ｘ52.0ｘ14.5 Ｍ：45.8ｘ62.0ｘ15.5   Ｌ：57.3ｘ76.8ｘ15.8 ＬＬ：64.5ｘ93.9ｘ17.0

JAN
4713945040012

JAN
4713945040029

JAN
4713945040036

JAN
4713945040043

JAN
4713945040050

JAN
4713945040067

JAN
4713945040074

JAN
4713945040081

JAN
4713945040098

JAN
4713945040104

JAN
4713945040111

JAN
4713945040128

JAN
4713945040135

JAN
4713945040142

キャスター（オプション）
がつけられる！

災害時の避難にも採用されています！32

全てにプレート
が付いています

人気上昇 錆びにくい

【アジャスト脚付属】
アジャスト脚によりデコボコな床面にもフィット。
床を傷つけにくくして
より安定した設置が可能です。
※アジャスト脚を使用せず、直置きも可能です。

【キャスター取り付け可能】
別売の専用キャスターセット（S～LLサイズ用）を
取り付けることにより移動が便利になり、
ケージ下のお掃除等もお手軽になります。

PROケージ専用キャスターセット
（４個セット S～LLサイズ用 ストッパー付き）
別売オプション
JAN 4713945042191

【引き出せるスノコと受皿】
スノコと受皿はそれぞれ引き出して
取り外し可能です。
汚れたときにさっと引き出して
お掃除ラクラク

【折りたたみできます】



ハチコウケージ

ハチコウスチールケージ
STM-FOP
47ｘ61ｘ57（46）
JAN 4582309813018

ハチコウスチールケージ
STL-FOP
56ｘ76ｘ68（56）
JAN 4582309813025

ハチコウスチールケージ
STLL-FOP
64ｘ93ｘ76（63）
JAN 4582309813032

ハチコウスチールケージ
STM-SOP
62ｘ45ｘ57（47）
JAN 4582309813049

ハチコウスチールケージ
STL-SOP
78ｘ55ｘ68（56）
JAN 4582309813056

ハチコウスチールケージ
STLL-SOP
94ｘ63ｘ77（64）
JAN 4582309813063

ハチコウステンレスケージ
SSM-FOP
47ｘ61ｘ57（46）
JAN 4582309813100

ハチコウステンレスケージ
SSL-FOP
56ｘ76ｘ68（56）
JAN 4582309813117

ハチコウステンレスケージ
SSLL-FOP
64ｘ93ｘ76（63）
JAN 4582309813124

ハチコウステンレスケージ
SSM-SOP
62ｘ45ｘ57（47）
JAN 4582309813131

ハチコウステンレスケージ
SSL-SOP
78ｘ55ｘ68（56）
JAN 4582309813148

ハチコウステンレスケージ
SSLL-SOP
94ｘ63ｘ77（64）
JAN 4582309813155

短面側ドア
FOP

長面側ドア
SOPスチール製

受皿：プラスティック製

ステンレス製
受皿：ステンレス製

ステンレス製
受皿：ステンレス製

・プロが使うケージとして定番のハチコウケージ。
・設置場所に合わせて短面/長面を選べるドア面に、スチール製とステンレス製をご用意しています。
・天井面が開けられるので、サークルのように上からの出し入れもできます。
・引き出せるスノコ/受皿でお掃除簡単

ハチコウスチールケージ
STLL-SOP

スチール製
受皿：プラスティック製

天井面が開けられるので
上からの出し入れにも対応！

スチール製は受皿がプラスティック製です。

ハチコウケージは

引き出せるスノコと受皿で
お掃除カンタン！

ステンレス製は受皿がステンレス製です。

ハチコウステンレスケージ
SSLL-FOP

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
（梱包ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ）

Ｍ：63.6ｘ48.8ｘ17.6  Ｌ：78.2ｘ59.1ｘ20.0 ＬＬ：94.8ｘ66.1ｘ20.9

べた置きにならない。
お産箱やサークルにも

災害時の避難にも採用されています！ 33

お産箱におすすめです。

人気上昇 錆びにくい 人気上昇 錆びにくい



PROケージ3Lダブルドア

PRO-Style スチール
PROケージ3Lダブルドア
（プラスティック受皿）
W66ｘD105ｘH98（84） 26ｋｇ
JAN 4713945040203

【ダブルドア】
ドア面が短面と長面にあります。

大型用でスノコとプラスティック受皿が引き出し式

短
面
ド
ア
面

長
面
ド
ア
面

・ PROケージで最大サイズのケージになります。
・ ドア面が短面・長面にあるダブルドアタイプ。
・ 受皿とスノコは引き出してお手入れができます。
・ 付属の専用キャスターを装着すれば
ワンちゃんを入れたままでの移動もできます。

ハチコウスチールケージ4Lダブルドア仕切り付き

ハチコウケージ4Lダブルドア 仕切り付
W70.5ｘD118.5ｘH98（88） 33ｋｇ
4582309813087

【ダブルドア】
短面と長面奥側にドアがあります。

【仕切り】
ケージ内に仕切りを付けられるので
小型犬を二匹別々に入れられます。・ 弊社ケージで最大サイズのケージになります。

・ ドア面が短面・長面の両方にあるダブルドアタイプ。
・ 受皿とスノコは別々に引き出せるのでお手入れが簡単です。
・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままの移動ができます。

サイズ表（ｃｍ） 間口 奥行 総高さ 室内高さ 重量 ＪＡＮコード

PROステンレスケージ3Lダブルドア（ｽﾃﾝ受皿） 66 105 98 84 29.6ｋｇ 4713945040210

PROスチールケージ3Lダブルドア（プラ受皿） 66 105 98 84 26ｋｇ 4713945040203

ハチコウスチールケージ4Lダブルドア仕切付 70.5 118.5 98 88 33ｋｇ 4582309813087

For LARGE DOG
大型犬向け

For LARGE DOG

大型犬向け

開けられる！

天井面

※ 画像はLLサイズ

PRO-Style ステンレス
PROケージ3Lダブルドア
（ステンレス受皿）
W66ｘD105ｘH98（84） 26ｋｇ
JAN 4713945040210

34

新キャスタｰ
旧タイプ無くなり次第順次変更していきます

新キャスタｰ
旧タイプが無くなり次第順次変更していきます。

人気上昇
錆びにくい



（キャスター付き 間仕切りなし）

For LARGE DOG

大型犬向け

背の高いケージ

新登場

丈夫な

新キャスタｰ

通常
９８ｃｍ
（キャスター
含まず）

22ｃｍ
up！

ハチコウスチールケージST4L-High
W70.5ｘD118.5ｘH120(110) 40ｋｇ
ＪＡＮ 4582309813445

高さ１２０ｃｍ

118.5ｃｍ

70.5ｃｍ

22ｃｍ
①側面パーツを
コの字型に広げ、
天井面パーツと
つなげる。

②天井面を閉じ、
立体的に組み立てる。
※結合部は金具に引っ掛けるタイプです。

上部を高くすることでワンちゃんが
快適に過ごせます。
背の高いワンちゃんにおすすめです。

ケージの外側

ケージの内側

・ 弊社ケージで高さ最大サイズのケージになります。
・ ドア面が短面・長面の両方にあるダブルドアタイプ。
・ 受皿とスノコは別々に引き出せるのでお手入れが簡単です。
・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままの移動ができます。

【天井接続部】特徴＆組み立て方

（ダブルドア）

ハチコウスチールケージ

ＳＴ４Ｌ－Ｈｉｇｈ
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ステンレス製大型ケージ

ＰＲＯストロングケージ

PRO-Styleストロングケージ
超特大サイズ W78ｘD105ｘH114（101） 32ｋｇ
JAN 4713945040166

【ストロングケージ サイズ比較】
左：特大サイズ 右：超特大サイズ

ストロングケージ付属
専用キャスター 受皿・スノコを引き出せます

・ オールステンレスの強度抜群の大型ケージです。
・ 一部パイプの断面形状を梅花型にすることで強度をさらにアップしています。
・ ステンレスSUS-304製のためスチール製等と比較して剛性が高く、曲げやねじりに強く、サビにくい。
・ 受皿とスノコを引き出せるのでお手入れが容易です。
・ 警察犬訓練施設等でも採用のある大型犬用ケージです。 ※各面をナット、ねじでの固定・組み立てになります。

左：ステンレス製梅花型パイプ
右：梅花型パイプ断面イメージ

車輪直径51mm

ストッパー付き

PRO-Styleストロングケージ
特大サイズ W61ｘD92ｘH80.5（68） 21ｋｇ
JAN 4713945040159

側面の梅花パイプの隙間
寸法は約41ｍｍ スノコの隙間寸法は約10ｍｍ

サイズ表（ｃｍ） 間口 奥行 総高さ 室内高さ 重量 ＪＡＮコード

ステンレス製ストロングケージ 特大 61 92 80.5 68 21ｋｇ 4713945040159 

ステンレス製ストロングケージ 超特大 78 105 114 101 32ｋｇ 4713945040166 

大型犬向け

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
（梱包ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ）

特大95ｘ86ｘ18  超特大：118ｘ117ｘ18

For LARGE DOG

新キャスタｰ
旧タイプが無くなり次第
順次変更していきます。

10mm

23mm

110mm

75mm

人気上昇 錆びにくい
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※製品には成形段階で発生する色ムラやバリがある場合があります。
※樹脂製のためサイズは表記と若干異なる場合があります。
※航空機輸送に関しましては各航空会社へお問い合わせください。
※ペットの怪我や脱走を防ぐために、生体を入れて持ち運ぶ際は製品全体を抱えて運んでください。

ウルトラバリケンネル
Ultra Vari Kennel

スカイケンネル
Sky Kennel

バリケンネル パンチ
Vari Kennel punch holes

ジャイアント
(P700)

XL
(P500)

L
(P400)

ML
(P300)

M
(P200)

S
(P100)

バリケンネル用水飲み

ペットドリンキングキャリー
DY-C ピンク/ブルー
バリケンネル各サイズドアに
取り付け。水分補給に！
（別売）

バリケンネル用スノコ
スチール製 各サイズ
フラットに置けるゲタなしタイプ
※ジャイアント P700用はございません。

（別売）

スカイケンネルとウルトラバリケンネルの形状は同じです。

37

スカイケンネル
ウルトラバリケンネル

バリケンネル パンチ

サイズ
高さ

（CM）
幅

（CM）
奥行

（CM）
重量
（kg）

ケース
入数

高さ
（CM）

幅
（CM）

奥行
（CM）

重量
（kg）

ケース
入数

Ｓ（P100） 38 41 53 2.5 5

Ｍ（P200） 53 53 71 5 3 53 53 71 4.1 3

ＭＬ（P300） 63 57 81 7 3 63 57 81 5.7 3

Ｌ（P400） 69 65 91 9 2 69 65 91 7 2

ＸＬ（P500） 75 70 101 11 2 75 70 101 9.6 2

ジャイアント（P700） 89 81 122 19.2 1



ＳＰ－650 １段
前面ＦＩＸ強化ガラス（はめ込みガラス）

後扉ステンレスネット扉

SP・SPSシリーズは、各種サイズ取り扱っております。（W600、W650、W800、W1100など）
Woodタイプ犬舎ショーケース（木目調パイプ）もご注文いただけます。（W650、W800など）

ＳＰＳ－800 １段
前面扉鍵付強化ガラス（脱着式）

後扉ステンレスネット扉

ＳＰ－600 １段
前面ＦＩＸ強化ガラス（はめ込みガラス）

後扉ステンレスネット扉

オプションで照明がつけられます。
＜積み重ね式＞

裏側

材質：塩ビ2㎜パネル・フレームアルミ

HW－800N
扉：ステンレスネット

HW－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HW－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

HWM－800N
扉：ステンレスネット

HWM－800G
左扉強化ガラス
右扉ステンレスネット

HWM－800GN
左扉上1/2ステンレスネット
右扉下1/2強化ガラス

H1175

キャスター
付で
H1240

D550

２段HOTEL犬舎シリーズ

抜き差し式ワンタッチパイプ枠扉（HW）

HWB－800N
扉：ステンレスネット

HWB－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HWB－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

木目パイプ枠扉（HWM）

ブラックパイプ枠扉（HWB）

HWDB－800N
扉：ステンレスネット

HWDB－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HWDB－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラスダークブラウンパイプ枠扉（HWDB）

W800W650

Ｗ800×Ｈ1240×Ｄ550

大型HOTEL犬舎（ユニットタイプ）

HW－1300
抜き差しワンタッチパイプ枠扉
（間仕切り付き）

Ｗ1300×Ｈ815×Ｄ550

H750

キャスター
付で
H815

D550

Ｗ650×Ｈ550×Ｄ550

H485

キャスター
付で
H550

D550

HW－650
抜き差しワンタッチパイプ枠扉

完成イメージ
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SP シリーズ

SPS シリーズ

Ｗ600×Ｈ500×Ｄ500

W600

Ｗ800×Ｈ500×Ｄ500Ｗ650×Ｈ500×Ｄ500

裏側
裏側

カラー・扉・キャスターなどご相談ください

The CASE of the hotel for DOGs

SP・SPS シリーズ寸法 ホワイト 木目調

W600×H500×D500 ○ －

W650×H550×D500 ○ ○

W800×H550×D550 ○ ○

W1100×H750×D550 ○ －

裏側

木目調タイプ

ドアの種類と色をお選びください

2段HOTEL犬舎 ホワイト 木目調 ブラック ＤＢＲ

W800×H1240×D550 ○ ○ ○ ○

上段 Ｗ650ｘ２
中段 Ｗ650ｘ２
下段 Ｗ１３００
（間仕切りはオプション）



Ｈ1615

（キャスター
付H1680）

D500

【ステンレススノコ（ホワイトコーティング）付・引き出せるトレー付】

（マンションタイプは全てキャスター付となります。キャスター不要の場合はご指定下さい）
また、床の凹凸・傾斜により本体フレームが影響を受け（キャスターのアジャストを調整してください）
ドアストッパーがかかりづらくなる場合がございます。生体の出し入れの際には必ずストッパーが
かかっていることをご確認ください。

SP－600

３段マンション
W600×H1680×D500

SP－600

ステンレス３段マンション
W600×H1680×D500

HW－800N 扉：ステンレスネット

（ご注文時のみオプションの間仕切りがつけられます。）

（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

ワンちゃんが
開けにくい扉

⇨

⇨

キャスター
Ｈ65ｍｍ

SP－800

３段マンション
W800×H1815×D550

SP－600

Wood３段マンション
W600×H1680×D500

HW－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HW－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

HWM－800N 扉：ステンレスネット

HWM－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HWM－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

SP-３段マンション シリーズ

Ｈ1750

（キャスター
付H1815）

D550

抜き差し式ステンレスネット扉タイプ

３段HOTEL犬舎シリーズ

抜き差し式ワンタッチパイプ枠扉（HW）

オプション

専用間仕切り板

専用トレー

～間仕切セット～

HWB－800N 扉：ステンレスネット

HWB－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HWB－800GN
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

木目パイプ枠扉（HWM）

ブラックパイプ枠扉（HWB）
HWDB－800N 扉：ステンレスネット

HWDB－800G
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット扉

HWDB－800GN
扉上1/2：ステンレスネット扉
扉下1/2：強化ガラス

ダークブラウンパイプ枠扉（HWDB）

トレー取付画像

間仕切り専用トレー

W800×H1815×D550

3段HOTEL犬舎 ホワイト 木目調 ブラック ＤＢＲ

W800×H1815×D550 ○ ○ ○ ○

＜ご注意ください＞商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。
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Ｈ1085

（キャスター
付H1150）

D500

【ステンレススノコ（ホワイトコーティング）付・引き出せるトレー付】

HW-800N -1 扉：ステンレス扉 HW-800GN-1 扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

SP-２段マンション

D550

抜き差し式ステンレスネット扉タイプ

１段HOTEL犬舎シリーズ

Ｈ550

（キャスター
付H615）

Ｗ600×Ｈ1085×Ｄ500

W800×H550×D550 （キャスターはオプション）

HW-800G-1 左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

SP-600R-2

扉：抜き差し式ステンレス扉

どのタイプ？
ショーケース

（表裏両方に扉）？
それともマンション

1部屋の横幅は？

６００？６５０？
８００？１３００？

高さは？

1段？2段？3段？

ドア面の種類は？
ステンレスネット（N）？
半分強化ガラス（G）
下部強化ガラス（GN）

扉枠の色は？
ホワイト？木目？
ダークブラウン？

ブラック？

間仕切りはつける？

（８００・１３００のみ）

どの段に？

列は何列にする？
（総部屋数）

置き場の床は平らに
保たれてる？実際の
スペースを確認し

見積依頼

注文したら納品日を確
認し、受け取り準備

職人がひとつひとつ手作りで作っています。特注等、お気軽にご相談ください。
＜ご注意ください＞
納期に時間がかかる商品です。余裕をもってご注文下さい。
商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。

新登場
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小窓寸15.5cmｘ8ｃｍ

パピーバックHiとの違いは高さ！
ペットのサイズに合わせて選べます。

商品名 色 ＪＡＮ 重量 サイズ 入数

パピーバッグ ピンク 4582309812509 1.2ｋｇ 43ｘ33ｘＨ23 12

パピーバッグ ブルー 4582309812516 1.2ｋｇ 43ｘ33ｘＨ23 12

パピーバッグ Hi ピンク 4582309812523 1.5ｋｇ 43ｘ33ｘＨ30.5 10

パピーバッグ用スノコ 4582309812301 38ｘ27ｘ0.7

組み立て簡単！工具いらずのワンタッチで組立・分解ができるようになりました。

上面が丸ごと開閉。小窓付き。
お掃除や食事の出し入れも簡単。
取手付きで持ち運びに便利です。

（仔犬・仔猫・モルモット・ハト・ウサギ・ひな鳥・カメレオン・イグアナ・亀ｅｔｃ）

色はピンクのみ
（スノコは別売になります。白）

高さ
30.5cm

スノコ

38cm

12cm

18.5cm

内寸41cmｘ31ｃｍ 蓋寸38cmｘ28cm

色はピンクとブルー
（スノコは別売になります。白）

38cm

12cm

11cm
高さ
23cm

その差７．５cm

高さ以外はすべて共通

①

②

ワンタッチで組み立てられます。
未使用時、分解することが出来、
重ねて保管。場所を取りません。

注意：生体を入れての持ち運びの際には
落下防止のため、必ず底面をお持ちください。
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赤

青 白

DY-2S
シングルドリンキングキット
標準型給水器
DY-1との組み合わせで
ダブルタイプになります。

パールピンク

パールブルー ブラウン

DY-2N
ペットドリンキングネオ
パールカラー
ノンスリップノズル/ブラシ付属

DY-1
ショートノズル
ＤＹ-2Ｓ用ノズル
赤/青/白

給水器・食器 ＤＹシリーズ

パールピンク

パールブルー

DY-12N
ペットドリンキングネオミニ
小型犬/子犬/小動物/子猫向け

DY-ST
ペットドリンキングスタンド
ピンク/ブルー（画像）
スタンド、給水器、食器のセットです。
平らな床面ならどこでも給水器、食器を置けます。

ピンク

DY-C
ペットドリンキングキャリー
ハードキャリーに取り付ける
薄型ボトル給水器

ブルー

H50cm
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商品名 型番 カラー ＪＡＮ

ドリンキングキット用
ショートノズル

ＤＹ-1

赤 4582309816002

青 4582309816019

白 4582309816026

シングルドリンキングキット ＤＹ－2Ｓ

赤 4582309816033

青 4582309816040

白 4582309816057

ペットドリンキングネオ ＤＹ－2Ｎ

ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ 4582309816095

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ 4582309816101

ﾌﾞﾗｳﾝ 4582309816118

フリーアタッチメント食器 ＤＹ－3
赤 4582309816125

青 4582309816132

モービルドリンカー ＤＹ－6
赤 4582309816163

青 4582309816170

ペットドリンキングネオメガ ＤＹ－7Ｎ ﾌﾞﾗｳﾝ 4582309816194

ペットドリンキングネオミニ DY-12N
ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ 4582309816200

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ 4582309816217

ペットドリンキングキャリー DY-C
ﾋﾟﾝｸ 4582309816224

ﾌﾞﾙｰ 4582309816231

ペットドリンキングスタンド ＤＹ-ＳＴ
ピンク 4582309815548

ブルー 4582309815555

マナー食器 アイボリー 4582309810130

赤

DY-6
モービルドリンカー
散歩など外出時用携帯給水器

青

赤

青

DY-3
フリーアタッチメント食器
ケージ等へ取り付けができる食器です。
食器サイズ
外径13.5㎝/内径10.7㎝/深さ4.3㎝

マナー食器
フリーアタッチメント食器
ケージ等へ取り付けができる食器です。
食器サイズ
外径13.5㎝/内径10.7㎝/深さ4.3㎝アイボリー

DY-7N
ペットドリンキング
ネオメガ
大型犬向け給水器

For LARGE DOG

大型犬向け
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取引問屋サロン名住所 ドライヤーの種類

送り先

＜図解 ドライヤー修理申込方法の流れ＞

お客様のドライヤーが壊れた時

問屋様または市瀬へ連絡

P46のハチコウドライヤー修
理＆貸出機 申込書に記入

修理するドライヤーを送る

申込書がない場合

必要事項を電話で伝える

修
理
申
込
か
ら
連
絡
ま
で

送
り
先
か
ら
修
理
見
積
書
ま

で

ハチコウドライヤー シェアマジック・Power Blaster

申込書がある場合

申込用紙記載の送り先へ 市瀬 東京

市瀬

修理見積書取引問屋様より

修理する 修理しない

回答

廃棄

取引問屋様より請求

修理上がり品発送 返送

回
答
か
ら
修
理
ま
で 無償 着払いに返送
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コ
ピ
ー
ま
た
は
切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い

03-6273-7026

＜ハチコウドライヤー修理&貸出機 申込書＞
修理品に必ず同封し、下記へＦＡＸをお願いいたします。

お申込み日： 年 月 日
（右記へ○をしてください）

・アーム型 （本体のみ・アームのみ） ・ハイパワブロア
・スタンド型 （本体のみ） ・オートドライヤー

お客様名（サロン名・ご担当者名） 様

ご住所

電話番号

ＦＡＸ番号

お取引問屋名（会社名・ご担当者名） 様

貸出機について
（右記へ○してください）

必要 ・ 不要
アーム型 本体のみ アームのみ

その他については、ご相談ください。

↑ ↑ 代替え機の台数には限りがありますので、お待ちいただく場合もございます。ご容赦ください。

故障個所、不具合内容等

（右記へ○してください）

修理完了後の配送先 （右記へ○してください） サロン様 （上記住所へ） ・ お取引問屋様

①

②

③

④

《修理商品情報》 ※分かる範囲で、できるだけ詳しくご記入願います。
１．コードの断線 ２．突然止まった、動かない ３．火花が出た

４．温風が出ない ５．ヒーターがきかない ６．接触が悪い

７．その他

その他理由（ ）

修理品・貸出機返送
の送り先はこちら

454-0831

愛知県名古屋市中川区三ツ屋町２－２３
株式会社 山田電機製作所
ＴＥＬ０５２－３６１－１７８１

1. 必ず、修理品にこの用紙を同封してください。
2.貴店名、住所、電話・FAX番号を明記してください。
3.問屋・代理店様名（支店、営業所まで）を明記してください。
4.無料保証期間を過ぎ、修理・お見積をご依頼される業務用品は、必ず元払いにてお送りください。
5.発送の際、梱包箱に「取り扱い注意」や「上積み厳禁」等のシールをお貼り頂ければ幸いです。
6.ご依頼される業務用品が複数の場合には、この用紙をコピーしてご記入ください。
※ご購入からの使用年数経過により、修理不能、もしくは修理代金が高額になる恐れがございますので
必ずお見積り依頼をしてください。

※修理代金のお見積、ご請求は、問屋・代理店様からとなります。
※お見積後に、修理をせずにご返却を希望される場合は、着払いによる配送とさせて頂きます。

株式会社 市 瀬 グローライフ推進室 ペット事業部

東京都千代田区神田神保町1-7  6F

電話：03-3291-7563 ＦＡＸ：03-6273-7026

〒

スタンド型 本体のみ

シェアマジック・PowerBlasterは㈱市瀬へ送付ください。

シェアマジック・PowerBlasterは㈱市瀬へ送付ください。
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＜ハチコウドライヤー パーツ 各部名称＞

フィルター
（15mm厚）

口ゴム

ユリアネジ

ドライヤー本体

中パイプ

外パイプ

バネ（ビニール袋に入ったまま取付）

カブ玉 ノブネジ

十字ベース

十字脚 A

十字脚 B おさえ板

留めボルト・ワッシャー

HQキャスター

外網
（フィルターカバー）

金属ラッチ

・フィルターは清掃・水洗い・乾燥をしてください。
汚れていると十分な風量が得られず、故障の原因になります。

・各パーツは交換可能です。ご注文の際は、下図を参考に名称をお知らせください。

・バネはビニール袋に入れたまま取り付けてください。

・カブ玉はネジ山がつぶれないよう注意して取り付けてください。
引っかかる場合はネジ山がずれていますので締め込まずに再度取り付け直してください。

・各部ネジ等はしっかりと締め込んでください。転倒や事故の原因になります。

※ 模式図の為、各部形状が実物と異なる場合があります。

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウスタンド型
ドライヤーの組立方
法はこちらで確認い
ただけます。

ＹｏｕＴｕｂｅ動画
ハチコウスタンド型ドラ
イヤー口ゴム着脱方

法（ichise）はこちら

で確認いただけま
す。
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＜垂直アームの調節＞
ピンを数回動かしたら、アームを上下
によく動かしてバネをなじませ確認し
てください。
(右回り･･･締める 左回り･･･ゆるむ)

フィルター
（15mm厚）

外網
（フィルターカバー）

金属ラッチ

① ロックピン を挿す

すーっと入る角度があります。垂直アームを上下に動かして角度を合わせて差し入れてください。
ロックピンが無い場合はプラスドライバー・六角レンチ(４～５)など代用するか、紐で縛るなど
して垂直アームが本体を外した時に飛び上がらないようにしてください。

② リング止めビス をプラスドライバーで纏めて スライドリング を上にスライド

させた状態でリング止めビスで固定してください。

③本体をしっかり持ち(やや持ち上げ気味に)  リングキー を溝から外してください。

（リングキーは紛失しないように元の場所に戻しておいてください）

＜ハチコウドライヤー アーム型取り外し方＞

アンダーベース

ベースカバー 水兵アーム
ストッパーネジ

垂直アーム

緩める

アームカバー

②リング止めビス
スライドリンク

保護袋

ベースシャフト

アース
①ロックピン

平ワッシャー

取り出す
③リングキー
(三日月型)

ドライヤー本体

保護袋

アームカバー
取付ビス

アームカバー

ピン
締付

パイプの内部に調節ナット

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウアーム型ドライヤーの
取り外し方はこちらから確認い
ただけます。取付方法はこちら
を参考にしてください。

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウアーム型ドライヤーの
アームバネと跳ね上がり調整方
法はこちらから確認いただけま
す。

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハチコウアーム型ドライヤーの
アームバネと跳ね上がり調整方
法はこちらから確認いただけま
す。

ＹｏｕＴｕｂｅ動画

ハハチコウアーム型ドライーフッ
クのメンテナンス方法（ichise）は
こちらから確認いただけます。
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株式会社 市 瀬
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7

http://www.ichise.co.jp/growlife/pet/

ＴＥＬ．03-3291-7563（代）

ＦＡＸ．03-6273-7026
※本カタログに記載の製品・仕様・価格・取扱等は2022年 6月現在のもので、予告なく変更する場合があります。
※商品の出荷には万全を期しておりますが、商品が到着しましたら検品をお願い申し上げます。
万が一、到着時に外箱の破損や傷等がございましたらご一報ください。なお、商品到着から7～10日以上経過したものに
つきましては 対応ができない場合がございます。ご了承ください。

●ご用命は


