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いぬ用

ほか･小動物系

ねこ用

ことり向け

ねずみ系

ロイヤルカナン
ステアライズド
400ｇ

ロイヤルカナン
オーラルケア
400ｇ

ロイヤルカナン
アメリカンショートヘアー
400ｇ

ロイヤルカナン
ユリナリーケア
400ｇ

CIAO ちゅ～る
とりささみ
ほたて味 10本

CIAO ちゅ～る
まぐろ
ほたて味 10本

ロイヤルカナン
ミニインドアアダルト
800ｇ

ロイヤルカナン
ミニエクシジェント
800ｇ

ロイヤルカナン
ミニデンタル ケア
800ｇ

リッチェル
お散歩ハンディシャワー
（ピンク）

リッチェル
お散歩ハンディシャワー
（ブラウン）

ディア-チルドレン
LIKER9　LINE

九州ペットフード
もちもちガム4種セット

ユニ・チャーム
グラン・デリ
素材のお楽しみBOX

ユーカヌバ
小型成犬用 
チキン&ターキー 800ｇ

協　賛

応募方法
ハガキの場合メールの場合

宛先

0 6 4 0 8 1 1

札幌市中央区南11条西14丁目1-24

切 手

『PETOCO100号記念！
  どどーん！と 100名様プレゼントキャンペーン係』宛

①郵便番号　②住所
③氏名　④年齢　⑤電話番号　
⑥飼っているペットの種類
⑦希望コース
⑧当選時・景品受け取り希望店舗

裏面 お客様情報・応募内容を
ご記入ください。

※第 3希望までお選びいただけます

ペットランド下記店舗よりお選びいただけます。
ファクトリー店・中央店・平岡店・手稲前田店・厚別東店・西岡店・北野通り店
恵庭店・東苗穂店・元江別店・苫小牧店・帯広店・永山店・春光店・宮前店
函館店・石川店・釧路店・木場店

※犬・猫・小動物など

送り先

件名
ibento@petland.co.jp

ペトコ100号記念キャンペーン応募

本文
右記はがきの場合と同様に
☆お客様情報（①～⑥）　☆応募内容（⑦～⑧）
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マルカン
ミニマルサロン
ネイルカッター

マルカン
ハムちゃんの
ハイレルホイール13

マルカン
ハムちゃんの
ハイレルホイール15

マルカン
砂風呂ヒーター

マルカン
ゴン太のアルパカ風ベッド M

マルカン
ミニマルサロン
ラバーグルーマー

マルカン
果実って小枝
なし

マルカン
果実と野菜７種
オカメインコ 1kg

マルカン
果実と野菜７種
セキセイインコ 1kg

マルカン
寄りそいヒーター

4名様
2組

無料映画
観賞券

とどどーん！

記
念

読者プレゼント！
ペットと泊まれる
「センチュリー
  マリーナ函館」
ペア無料宿泊券

号号号号号

センチュリーマリーナ函館 /ロイヤルカナンジャポン inc./
ユニ・チャーム /株式会社マルカン /九州ペットフード株式会社 /
いなばペットフード株式会社 /ジャペル株式会社 /
グローカルペットケア株式会社

ご応募頂いたハガキは返送できません。また、ご記入頂きました個人情報は、賞品
発送に限り使用させて頂きます。その個人情報をお客様の承諾なしに第三者に情報
提供する事はございません。（法令により情報提供を求められた場合を除きます）

2019年12月9日～2020年1月10日迄
当選発表
応募期間

賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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●リターロッカーⅡ ポット本体／通常売価 2,480円（税抜）
●リターロッカーⅡ 取り替えカートリッジ／通常売価 998円（税抜）

●パッドロッカー ポット本体／通常売価 2,480円（税抜）
●パッドロッカー 取り替えカートリッジ／通常売価 998円（税抜）

カナダ生まれの
いぬ用

トイレバケツ

カナダ生まれの
ネコ用

トイレバケツ

ペットトイレの隣に置
けば、

毎回のゴミ捨てから解
放！

手を汚さずに、ネコち
ゃんの

ウンチやネコ砂をカンタンに
処理できます！

使用済みペットシーツ
の

ニオイも、雑菌も気に
せずに、

ポイッ！とカンタンに
捨てられます！









道内全23店舗のネットワーク a:登録番号　b:登録日・有効期限　c:動物取扱責任者

15 PETOCO      Pet Communication Magazine

世界のペットニャン博 直前号
Contents ※特集内容は変更になる場合があります。

次号は･･･

ペットランドの情報はこちらから
http://www.petland.co.jp
▼

1月11日発行!!
スタッフ 林 の豆知識 vol.4

2019平岡ペット祭りを振り返って
トカゲたちのお話

オシャレに楽しく秋を満喫秋物コレクション

Pet Communication Magazine
2019.10

Vol.99

[ペトコ]

DCMホーマック東雁来店

DCMホーマック発寒追分通店

サッポロファクトリー店

DCMホーマック小樽店

DCMホーマック西岡店

中　央　店 DCMホーマック元江別店

DCMホーマック北野通り店

イオンタウン平岡店

DCMホーマック石川店

函　館　店

DCMホーマック東苗穂店

DCMホーマック厚別東店

手稲前田店

a:北海道第040612号･北海道第040622号
b:平成30年12月10日～令和5年12月9日　c:花輪　陽子

a:札健動セ登録第19号･札健動セ登録第20号
b:平成28年6月21日～令和3年6月20日　c:飯田　裕子

a:北海道第020610006号･北海道第020620006号
b:平成２８年７月１3日～令和３年７月11日　c:佐藤　彩

a:北海道第020610007号･北海道第020620007号
b:平成２８年７月１２日～令和３年７月11日　c:尾崎　さとみ

DCMホーマック恵庭店
a:北海道第011510328号・北海道第011520328号
b:平成27年3月11日～令和2年3月10日　c:中島　一憲

DCMホーマック苫小牧店
a:北海道第101010158号・北海道第101020158号
b:平成28年3月29日～令和3年3月28日　c:宍戸　佑衣

DCMホーマック北見店
a:北海道第090810125号
b:平成30年9月1日～令和5年8月31日　c:守谷　富太

DCMホーマック木場店

釧　路　店

a:北海道第130610006号･北海道第130620006号
b:平成２8年7月２4日～令和3年7月23日　c:野田　ひとみ

a:北海道第130610003号･北海道第130620003号
b:平成28年7月23日～令和3年7月22日　c:本間　鈴菜

a:北海道第120610002号･北海道第120610001号
b:平成２８年8月１日～令和3年7月31日　c:佐竹　知子

DCMホーマック帯広店

a:札健動セ第1258号･札健動セ登録第1257号
b:平成31年2月28日～令和6年2月27日　c:三浦　巧

a:札保動セ登録第1217号･札保動セ登録第1308号
b:令和元年10月6日～令和5年10月6日　c:川井　幸恵

a:札健動セ登録第23号･札健動セ登録第24号･札健動セ登録第25号
b:平成28年6月21日～令和3年6月20日　c:加藤　崇志

a:札保動セ登録第1242号･札保動セ登録第1486号
b:平成28年9月29日～令和3年9月28日　c:橋本　誠也

a:札健動セ登録第44号･札健動セ登録第45号
b:平成28年6月26日～令和3年6月25日　c:作並　大輔

a:札健動セ登録第21号･札健動セ登録第22号
b:平成28年6月21日～令和3年6月20日　c:木村　紀子

a:札健動セ第1554号・札健動セ第1555号
b:平成29年11月28日～令和4年11月27日　c:神野　奈津子

a:札保動セ登録第1300号・札保動セ登録第1266号
b:平成31年3月31日～令和6年3月30日　c:津田　奈三恵

a:札健動セ登録第１３１８号(販売)・札健動セ登録第１３１９号(保管)
b：令和元年11月17日～令和6年11月17日　c:武田　洋典

a:北海道第010610036号
b:平成30年3月16日～令和5年3月15日　c:大木　夏実

イオン旭川永山店

DCMホーマック宮前店

DCMホーマック春光店
a:札健動セ第061120211号･札健動セ第061110211号
b:平成28年7月21日～令和3年7月20日　c:戸梶　美由紀

a:北海道第060810156号･北海道第060820156号
b:平成30年9月2日～令和5年9月1日　c:八木　将也

a:北海道第060610004号･北海道第0606200002号（保管）
b:平成２８年７月12日～令和３年７月１１日　c:佐藤　智子

さっぽろ

おたる

えにわ

えべつ

とまこまい

はこだて

きたみ

くしろ

おびひろ

あさひかわ

　このコーナーでは、ペットラ
ンドのスタッフがちょっとだ
けペットとの暮らしが楽しく
なる“コト”などを紹介してい
きます。
　今回はワンちゃんが見た目
から楽しめるおいしい手作り
料理のつくり方を紹介します。

ペットランドスタッフのオススメ手作りごはん

☆簡単！可愛い！ワンちゃん用「クリスマスケーキ」☆
① ◆の材料をすべてボウルにい
れ、ダマが無くなるまでよく混
ぜます。

② ブロッコリーを茹でて、柔ら
かく茹で上がったら細かくな
るまでよく潰します。

③ 細かく潰したブロッコリーの
水気をしっかりとり、①と合わ
せよく混ぜます。

④ ③を炊飯器にいれて炊飯のス
イッチをポンッ！と押します。

⑤ さつまいもを茹でて、茹で上

◆米粉（50g）　
◆ベーキングパウダー（4g）
◆無調整豆乳（20g）　
◆卵（１個）
・ブロッコリー（半分）

☆トッピング
・さつまいも

・ミックスベリー（冷凍のものでOK）
・ヤギミルク（適量）

材料

※小房に分けて、茎も小さめに
　切っておきます。

トッピングはお好みに合わせて、ワンちゃん用のクッキーなどを添えてもいいですよ☆
※喉つまりを起こす場合も考えられますので、与える際は細かくちぎってから与えてください。

がったものを潰し練ったら星
型にくり抜き、オーブンで
180℃で7分程焼きます。

⑥ スポンジケーキが出来上がっ
たら、丸形にサイズ違いでくり
抜いて3段に重ねます。

⑦ 一番上の段に⑤で焼いた星型
さつまいもを乗せて、ミックス
ベリーをトッピング。

⑧ ヤギミルクの粉を上からふり
かけて完成！

※ダイス状に切っておくとgood！
（少量）

★ポイント★



通院 入院 手術 を補償*

【 0歳～1歳 11か月までお申込み可能】

- ペットショップ代理店限定商品 -

購入したペットショップ代理店で、うちの子をご自宅へお迎えになる日までにお申込みいただける商品です。

※エキゾチックアニマルとは、犬・猫以外のペットとして飼育される小型哺乳類、爬虫類、鳥などの小動物の総称です。

＊お支払いする保険金には支払限度額等があります。

エキゾチックアニマルのペット保険

ペット保険「うちの子キュート」 新規ご契約条件
① 保険の対象となるペットは、ペットの引渡しまでにお申込みいただいた次のすべての条件に該当するものに限ります。
・動物取扱業者によって販売された当社指定のエキゾチックアニマル＊であること。 
・愛がん動物または伴侶動物として飼育されること。　・補償開始日時点におけるペットの年齢が0歳～1歳１１か月であること。
＊うさぎ、フェレット、鳥、ハリネズミ、モモンガ、リス、ハムスター、ネズミ、モルモット、トカゲ、カメ

② 保険契約者が、日本国内に在住の個人または法人に限ります。

ご注意 ・告知内容により、お引受けできない場合があります。
・保険契約者が15歳未満の場合はお申込みできません。また、20歳未満の場合は親権者の同意が必要となる場合があります。

お問合せはペットランド購入店舗まで。（詳しくはP.15 参照）

E0453-02(19.02)  募1902-010(21.12)引受保険会社

エキゾチックアニマルは、

可愛らしい見た目や、愛くるしい表情から、思わず守ってあげたくなる魅力があります。

しかし、体が小さいことは良いことばかりではありません。

彼らはちょっとした不調でも、すぐに体力を消耗してしまうかもしれません。

健康で長生きしてもらうためには、

日々の小さな変化にいち早く気づき、早期に治療を受けさせてあげることが大切です。

[ペット医療費用保険 ]
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