


はじめに　[ このカタログのご紹介 ]

いろんな シチュエーション別に分けて ペットケージを ご紹介しています

★　うちのコにぴったりカタログ　ドッグケージ編　 by extail  （エクステイル）

 

:::::::::::::::::: も く じ ::::::::::::::::::::

■PC等でご覧の場合は一番上もしくは欄外の 「目次」 をクリックして下さい■

★　インテリアにはこだわりたい！　（小型犬向け）

★　とっても 小さい子犬を迎えます　（超小型犬向け）

★　うちのコ お留守番が長いんです　（小型犬向け）

★　ちょっとハウスにいてね　（来客・就寝等 短時間 の小型犬向け）

★　みんなで仲良くしてね　（小型犬 多頭飼い向け）

★　しっかりしたハウスがほしい・・　（柵など噛み癖のある小型犬向け）

★　ずっと元気でいようね！　（小型シニア犬向け）

★　おトイレ上手になろうね　（ちょっとお困りな小型犬向け）

★　猫やほかのペットと仲良くできるかしら　（共住小型犬向け）

★　もしもの時に備えるために　（小型犬向け）　NEW!

★　インテリアにはこだわりたい！　（中型/大型犬用ケージ）

★　うちのコ とにかく やんちゃで・・　（中型/大型犬向け）

★　お留守番の時間が長いんです　（中型/大型犬向け）

★　L型ハウスとか あります？　（全犬種向け）

★　ずっと元気でいようね！ （中型/大型犬向け）

★　お庭の犬小屋をかっこよくしたい！ （中型/大型犬用 屋外用サークル）

★　ケージ（ハウス）って どこに置けばよいですか？

★　もしもの時に備えるために　（中型/大型犬向け）　NEW!

★　ペットサロン向け　ウェイティング用ケージ

★　動物専門学校・ブリーダー向けプロ用ケージ

 

■　extail　ペットケージの特徴  :  http://www.extail.com/extail/index.html

■　ショッピング ページ  :              http://extail.shop-pro.jp/

■　Hot News  :                               http://extail.cocolog-nifty.com/blog/

 　　本カタログに関する いっさいのコンテンツは知的財産権により 保護されていますので

　　無断転載は出来ません 　　これらを使って ご紹介頂く場合は 予め必ず ご一報下さい

　　extailメーカー： 有限会社横村製作所　http://www.extail.com/　編集協力： 大和犬具店

http://www.extail.com/extail/index.html
http://extail.shop-pro.jp/
http://extail.cocolog-nifty.com/blog/
http://www.extail.com/


★　インテリアにはこだわりたい！　（小型犬向け）　①

ルビーレッドが かわいい　小型犬向けケージ

6M　クリアー　　ルビーレッド

幅60cm×高さ60cm×奥行60cm　　【フロントドア部分のみ　透明パネル】

 

【コメント】　赤いハウスが さりげなくお部屋のインテリアを引き立てます

【ご利用犬種例】　トイ・プードル　チワワ　キャバリア　ミニチュアダックス など小型犬

◆4面パネル（本体のみ）　53,800円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　かすみ柄アクリル天板： 8,500円　　　木製底板： 8,900円　　キャスター：　5,900円

 

お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=17297498

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=17297498


★　とっても 小さい子犬を迎えます　（超小型犬向け）　①

超小型のパピーさん（仔犬）でも安心 ケージ

6Mワイド　クリアー　　for タイニー パピー

幅90cm×高さ60cm×奥行60cm　　【フロントドア部分のみ　透明アクリルパネル】

【コメント】　メッシュ柵の間隔が狭いので、小さい個体（1キロ以下）のパピーさんでも安心

◆4面パネル（本体のみ）　73,800円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　木製底板： 9,800円　　キャスター：　6,900円

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=26315703

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=26315703


★　とっても 小さい子犬を迎えます　（超小型犬向け）　②

超小型のパピー（仔犬）さんでも安心 ケージ

6Mワイド　クリアスルー　　for タイニー パピー

幅90cm×高さ60cm×奥行60cm　　【前扉面と奥面　透明アクリルパネル】

 

【コメント】　メッシュ柵の間隔が狭いので、小さい個体（1キロ以下）のパピーさんにも安心

◆4面パネル（本体のみ）　78,800円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　アクリルトレー： 14,800円　　キャスター：　6,900円

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=26316284

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=26316284


★　うちのコ お留守番が長いんです　（小型犬向け）

長めのお留守番も快適に　小型犬向けケージ

6Mクリアー メッシュ拡張タイプ

幅120cm×高さ60cm×奥行60cm　　　　【フロントドア部分のみ　透明アクリルパネル】

 

【コメント】　小型犬用　トイレスペースもゆったり確保できる　ひろびろハウス

◆6面パネル（本体のみ）　82,700円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆お勧めオプション品セット価格

　木製底板とアクリルトレー付： 102,400円（キャスターをプラス　114,200円）

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=17362276

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=17362276


★　ちょっとハウスにいてね　（来客・就寝等 短時間 の小型犬向け）　①

小型犬向けケージ

6Mナロー　sleep cage　アンティークホワイト

幅45cm×高さ60cm×奥行60cm　　【フロントドア部分と奥面が透明パネル】

【コメント】　かわいいだけじゃない フロントドアが270度開放可能な優れもののハウス　

◆4面パネル（本体のみ）　58,900円

◆Color：アンティークホワイト

◆掲載写真　オプション品セット例　アクリルトレー： 10,500円　

 

お問合わせ・ご購入は　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　　　　　近日掲載予定

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　みんなで仲良くしてね　（小型犬 多頭飼い向け）　①

小型犬向け　奥行ゆったり ケージ

6Mワイド　クリアー　ROOMY

幅90cm×高さ60cm×奥行90cm　　【フロントドア部分のみ　透明パネル】

 

【コメント】　幅・奥行とも90cmの広々ハウスは多頭飼いでも快適！

◆4面パネル（本体のみ）　66,900円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　木製底板： 10,800円　　（専用キャスターは6,900円）

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=17297328

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=17297328


★　みんなで仲良くしてね　（小型犬 多頭飼い向け）　②

小型犬向け　お掃除が楽な横長ケージ

6Mワイド　CT メッシュ拡張タイプ

幅150cm×高さ60cm×奥行60cm　　【フロントドア部分とドア側奥面が透明パネル】

 

【コメント】　丸洗い可能なアクリルトレーとキャスターをセットすればお掃除も楽々

◆4面パネル（本体のみ）　101,700円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　アクリルトレー（2枚組）： 25,600円　　トレー用カバー： 6,900円　キャスター一式： 12,800円

 

お問合わせ・ご購入は　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=17310742

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=17310742


★　しっかりしたハウスがほしい・・　（柵など噛み癖のある小型犬向け）　①

小型犬向け 噛み癖のあるコも安心のケージ

6M　ワイドCT　特注ケージ

幅90cm×高さ60cm×奥行60cm　　【メッシュ柵は10ミリ間隔のステンレスパイプ仕様】

 

【コメント】　フロント・バックとも透明板で両サイドはステンレスパイプの特注製作品です

◆掲載写真　オプション品セット例

　・アクリル天板（フルオープン式）　・アクリルトレー　・キャスター　・サンブレラサイドスカ

ート

◆特注仕様参考品により　価格はお問い合わせください

お問合わせ・ご購入は　　　ask@extail.com  まで



★　ずっと元気でいようね！　（小型シニア犬向け）

小型シニア犬向けケージ

6M　All Mesh 　幅60cm×高さ60cm×奥行60cm　　【4面＋天井がメッシュ柵のタイプ】

 

【コメント】　すのこは無塗装のホワイトウッドを使用　足腰に優しく

　　　　　　　オールメッシュケージで一日中快適に過ごせます

◆4面パネル＋Top Mesh（天井柵付）　59,700円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例　 無塗装すのこ： 8,900円　（専用キャスターは5,900円）

お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで

基本ベースケージの　ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18316037

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18316037


★　おトイレ上手になろうね　（ちょっとお困りな小型犬向け）　①

小型犬向けアクリルパネルを多用した ケージ

6MワイドCT roomy　（Pro style）

幅90cm×高さ60cm×奥行90cm

【フロントドアと奥面が透明パネル、両サイド（下半分）がかすみ柄のパネル】

 

【コメント】　アクリルパネルを多用した観音開きタイプは拭き掃除も楽々

◆本体（4面パネル）＋アクリルトレー＋メッシュ柵天板　147,800円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆お勧め追加オプション品       　キャスター：　6,900円

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=24115888

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=24115888


★　猫やほかのペットと仲良くできるかしら（共住小型犬向け）

猫等と共住している小型犬向けケージ

9Mメッシュ特注例　幅90cm×高さ90cm×奥行90cm

【両サイド下側と奥面がかすみ柄パネル、フロントと天井がメッシュ柵のタイプ】

 

【コメント】　大き目ハウスでゆったりできて換気とプライベート空間を両立させ

トイレコーナーも確保しているので猫さんなどとも楽しく共住出来ます

◆Color：ピュアホワイト（特注色）

※　こちらはご紹介の一例です　extailの伴侶動物共住プランナーが最適なハウス構成

　　をご提案致します　お気軽にお問合せ下さい

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

extailケージ既製品　ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/

http://extail.shop-pro.jp/


★ もしもの時に備えるために （小型犬向け） ①

小型犬向け 強度が高い構造の しっかりケージ

6M　メッシュ

幅60cm×高さ60cm×奥行60cm　　　【４面ともメッシュパネル（柵）で 高強度のハウス】

 

【コメント】　強度のある しっかりしたハウスをお探しの方へ 大変お薦めのハウス

【ご利用犬種例】　トイ・プードル　チワワ　キャバリア　ミニチュアダックス など小型犬

◆4面パネル（本体のみ）　51,200円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆オプション品セット例　　　　メッシュ柵天板： 8,500円　　　木製底板：8,900円

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　　　　　　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18316037

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18316037


★　もしもの時に備えるために　（小型犬向け） ②　

小型犬向け 強度が高い しっかりケージ

6Mワイド　メッシュ

幅90cm×高さ60cm×奥行60cm　　　【４面ともメッシュパネル（柵）で 高強度のハウス】

 

【コメント】　強度のある しっかりしたハウスをお探しの方へ 大変お薦めのハウス

【ご利用犬種例】　トイ・プードル　チワワ　キャバリア　ミニチュアダックス など小型犬

◆4面パネル（本体のみ）　57,700円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真（1枚目）　オプション品セット例

　メッシュ柵天板： 9,800円　　　アクリルトレー： 14,800円

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18503492

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18503492


★ もしもの時に備えるために （小型犬向け） ③

小型犬向け 強度が高い しっかりケージで 広々 拡張タイプ

6Mワイド　 メッシュ横拡張　Ｗドアタイプ

幅90c＋60m×高さ60cm×奥行60cm　【6面ともメッシュパネル（柵）で剛性の高いハウス】

 

【コメント】　強度のある しっかりしたハウスで 多頭飼い用ＯＫの 大変お薦め ハウス

【ご利用犬種例】　トイ・プードル　チワワ　キャバリア　ミニチュアダックス など小型犬

◆6面パネル（本体のみ）　97,000円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真（1枚目）　オプション品セット例

　メッシュ柵天板2枚組： 18,300円　　木製底板2枚組　： 18,700円

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　インテリアにはこだわりたい！　（中型/大型犬用ケージ）　①

中型/大型犬向け 春らしいおしゃれな色のケージ

9Mメッシュ シュガープラム　forエナジードッグ

幅90cm×高さ90cm×奥行90cm　　【2011 SPRING　限定商品】

 

【コメント】 あざやかな限定カラーの かわいくてどこにもない 大型犬用ハウス

◆4面パネル（本体のみ）　66,700円

◆お勧めオプション品

　アクリルトレー： 16,500円　　　キャスター： 6,900円　　TopMesh（天井柵）：　12,000円

 

お問合わせ・ご購入は　      ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=26473734

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=26473734


★　うちのコ とにかく やんちゃで・・　（中型/大型犬向け）　①

中型/大型犬向け　しっかりした構造なのにおしゃれなケージ

9M Allmesh for エナジードッグ

幅90cm×高さ90cm×奥行90cm　　【底面以外すべてメッシュパネル（柵）】

 

【コメント】 やんちゃな愛犬用として あるいは もしもの時にも安心なしっかりした

　　　　構造体のペットケージ　しかもどこにもない赤いハウスがチャーミングです

◆本体（4面パネル）＋メッシュ柵天板　78,700円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　木製底板： 10,800円　　　（キャスター： 6,900円）

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=17314605

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=17314605


★　うちのコ とにかく やんちゃで・・　（中型/大型犬向け）　②

中型/大型犬向けケージ

9Mクリアー メッシュ拡張 Wドアタイプ（エナジードッグ仕様）

幅150cm×高さ90cm×奥行90cm　　【フロントドア（W90側）のみ　透明パネル】

 

【コメント】　トイレスペースも確保したゆったりハウス Ｗドアでお掃除も楽々です

◆本体（6面パネル）　116,600円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真　オプション品セット例

　アクリルトレー（2枚組）： 25,600円　　トレー用カバー： 7,900円　天井柵： 21,800円

 

お問合わせ・ご購入は　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18500498

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18500498


★　お留守番の時間が長いんです　（中型/大型犬向け）　①

長めのお留守番も快適に　中/大型犬向けケージ

特注サイズ　メッシュケージ タイプ　ランプブラック

幅150cm×高さ90cm×奥行90cm　　【フロントドアがハーフサイズで底板もブラック】

【コメント】　　木製底板もブラックで統一した飽きのこない　ミニマムスタイル　

　　　　　　　　シンプルなうえにキャスター付で移動・お掃除も とっても楽で ◎　　　　　　

◆特注サイズ製作品のため詳細はお問い合わせ下さい

お問合わせ・ご購入は　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　お留守番の時間が長いんです　（中型/大型犬向け）　②

長めのお留守番も快適に　中/大型犬向けケージ

9Mクリアー 2連結 Wドア（観音開き）タイプ

幅180cm×高さ90cm×奥行90cm　　【フロントドア部分のみ　透明パネル】

 

【コメント】　前面が観音開きで大解放が魅力の　どこにもない extailケージ！

　　　　　　　愛犬のお世話、ハウスのお掃除、お手入れ 楽々です！　　　　　　　　　

◆6面パネル（本体のみ）　122,500円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆お勧めオプション品セット価格

　アクリルトレー2枚付： 152,100円　　アクリルトレー2枚・キャスター付：　165,900円

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18500666

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18500666


★　L型ハウスとか あります？　（全犬種向け） ①

特注L字形ケージ　①　　アンティークホワイト

幅150cm×高さ90cm×奥行150cm　【扉が2つで 開閉天板付のこだわりハウス】

 

【コメント】　　お留守番が長くても快適に過ごせる　特注Ｌ型ハウス

【ご利用犬種】 ラブラドールレトリバー

◆価格はお問い合わせください

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　L型ハウスとか あります？　（全犬種向け） ②

特注L字形ケージ　②　　ルビーレッド

幅120cm×高さ90cm×奥行120cm 【サンブレラキャノピーをセットした さわやかなハウス】

 

【コメント】　赤いゆったりＬ型ハウスにサンブレラ　特注ならではの製作例です

【ご利用犬種】 ジャックラッセルテリア

◆価格はお問い合わせください

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　L型ハウスとか あります？　（全犬種向け） ③

特注L字形ケージ　③　ランプブラック

幅150cm×高さ90cm×奥行150cm【シックで落ち着いた雰囲気はインテリアこだわり派も納得】

 

【コメント】 やんちゃな愛犬もシックなハウスで落ち着いて見えるから 不思議！

【ご利用犬種】 ジャックラッセルテリア

◆価格はお問い合わせください

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　ずっと元気でいようね！　（中型/大型シニア犬向け）

大きなシニア犬もゆったり過ごせる　中/大型犬向けケージ

9Mメッシュ 2連結 Wドア（並行開き）タイプ

幅180cm×高さ90cm×奥行90cm【天井部分もすべてメッシュ柵シンプルで美しいハウス】

【コメント】　前面がダブルドアでトイレスペースも大解放のextailならではのケージ！

シニア犬のお世話、ハウスのお掃除が 楽々で もしもの時にも安心な強固な構造　　　　　　　　　

◆6面パネル（本体のみ）　140,300円

◆Color：アンティークホワイト・ランプブラック・ルビーレッド

◆掲載写真 オプション品セット例　　　　メッシュ天板2枚・アクリルトレー2枚・

トレー用ジョイントカバー・トイレトレー　FramyＬ　付 ： 全てセットで　239,900円　

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　お庭の犬小屋をかっこよくしたい！ （中型/大型犬用 屋外用サークル）　①

屋外用ステンレスサークル

特注サイズ オールステンレス（ヘアライン仕上げ）

幅210cm×高さ120cm×奥行180cm　　【かっこよくて丈夫！ご近所さんも大注目！！】

 

【コメント】　やんちゃな外わんこも快適に過ごせ もしもの時にもしっかりした

強度で しかも錆びずに安心の  スペシャルな屋外用ペットサークルです！

【ご利用犬種】 柴犬

◆特注製作品のため 価格はお問い合わせください

お問合わせ・ご購入は　　　　　　　　　ask@extail.com  まで

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません



★　ケージ（ハウス）って どこに置けばよいですか？　①

特注サイズケージ　　ランプブラック

幅85cm×高さ75cm×奥行60cm　　【フロントドア部分のみ　透明パネル】

 

【コメント】　玄関エントランスのコーナー部にぴったりサイズを合わせて製作した

特注製作例です　ハウスで落ち着けるようにサンブレラカバーを多用しています

◆掲載写真　オプション品セット例　　　サンブレラ サイド＆バックスカート（特注サイズ）と

　キャノピー・フロントオーバーカバーのセット品　　木製底板とキャスター付

お問合わせ・ご購入は　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442518

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442518


★　ケージ（ハウス）って どこに置けばよいですか？　②

特注サイズケージ　アンティークホワイト

幅100cm×高さ58cm×奥行90cm【フロントとバックが透明板でバリケン連結用のドア付】

 

【コメント】　カラーを統一したおしゃれなハウスは　らせん階段の下に

収められており お手持ちのバリケンと連結させた　2Roomスタイルです

◆掲載写真　オプション品セット例　　サンブレラのサイドスカートとキャノピー（天幕）は

特注カラーのピュアレッド　　クリアーベースマット付で　トイプードルさんがご利用中

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442609

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442609


★ もしもの時に備えるために （中型/大型犬向け）①

★　角パイプ フレーム構造で強度があり 広々ハウス　①

長めのお留守番も安心・快適に　剛性が高い ケージ

MODERATE （モデレート）　アンティークホワイト

幅120cm×高さ75cm×奥行75cm　　【使い勝手の良い 180度開放固定扉タイプ】

 

【コメント】　大型犬まで対応可能 ゆったりサイズで強度がしっかりした安心 ハウス

【ご利用犬種例】　小型犬から大型犬まで

◆4面パネル（本体のみ）　89,200円　　　◆Color：アンティークホワイトのみ

◆MODERATE　専用オプション

　木製底板： 12,800円　アクリルトレー：18,500円　Top Mesh： 14,500円　キャスター： 8,900円

お問合わせ・ご購入は                   ask@extail.com  まで

ショッピングページ　    　　  http://extail.shop-pro.jp/?pid=30042346 

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=30042346


★　ペットサロン向け　ウェイティング用ケージ　①

小型犬向けサークル

オーバル サークル　（レギュラー）

幅118cm×高さ60cm×奥行60cm　【ありそうでなかった楕円形状フレームにメッシュ柵】

 

◎クリアーマット付・ドアタイプ・ワイドサイズ（幅148cm）など　バリエーションあり

【コメント】 ハンドメイドならではの柔らかな雰囲気のオーバル型でわんこもぐっすり

【ご利用犬種例】　トイ・プードル　チワワ　キャバリア　ミニチュアダックス など小型犬

◆レギュラーサイズ　43,800円　　（ドアタイプ：56,800円）

◆Color：アンティークホワイト

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=21945347

※文中の商品価格はすべて税込・送料と各種手数料は含まれておりません

http://extail.shop-pro.jp/?pid=21945347


★　ペットサロン向け　ウェイティング用ケージ　②

ペットサロン・ホテルの送迎用にもお勧め

特注製作 車載用ケージ

幅70cm×高さ60cm×奥行90cm　【4面メッシュパネル＋サンブレラファブリック特注色】

 

【コメント】　車のカーゴルームサイズに合わせて製作した特注車載ケージ

　　　オーダーにより鮮やかなブルーのサンブレラファブリックをセットしました

◆特注製作のため 価格・仕様はお問い合わせください

 

お問合わせ・ご購入は　　　　　　ask@extail.com  まで

ショッピングページ　http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442362

http://extail.shop-pro.jp/?pid=18442362


★　動物専門学校・ブリーダー向けプロ用ケージ　①

全犬種向けケージ　Pro style cage　各サイズ（特注品）

幅50〜90cm×高さ60cm×奥行60cm　【ココアブラウン・ルビーレッド】

 

【コメント】　動物専門学校様に犬舎用として多数納入したプロスタイル仕様

設置スペースや使い勝手により伴侶動物共住プランナーが最適なご提案を致します

どうぞお気軽にご相談下さい

お問合わせ・ご購入は　　　　　　　　ask@extail.com  まで

ブログで詳しくご紹介中　http://extail.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-67d4.html

http://extail.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-67d4.html


奥付

うちのコにぴったりカタログ （ドッグ ケージ編）
http://p.booklog.jp/book/20268

いかがでしたか　このカタログ以外にも　たくさんのペットケージ・グッズを揃えていますので

以下のショッピングページなど ご覧のうえ わからないことがりましたら何なりとお尋ね下さい

著者 　　有限会社横村製作所　   [expilly]   ：  http://p.booklog.jp/users/expilly/profile

extail　ペットケージ・ドッグゲート　ペットグッズ　ホームページ：http://www.extail.com/

extail　ショッピングページ：http://extail.shop-pro.jp/              編集協力 ： 大和犬具店

本カタログの感想・商品のお問い合わせ　はこちらへ：　ask@extail.com

※　本カタログは予告なく再編集を行います　ご了承ください　　発行開始 2011年　3月

 

犬、猫に関するサークル、ケージ（クレート）及びペットと飼い主さんのための

インテリアデザインにあわせた　特注品などに関する　企画提案　製作・販売　

ペット用品の価値を吟味する方のための　Best brand   extail　（エクステイル/エクステール）　

＊犬用（猫用）ハウスは　　ゲージ 　ではなく　ケージ（cage）が　正式呼称です

ペットグッズ ブランド　extail　（エクステイル） | Facebookページ

http://p.booklog.jp/book/20268
http://p.booklog.jp/users/expilly/profile
http://www.extail.com/
http://extail.shop-pro.jp/
http://www.facebook.com/pages/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-extail-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%AB/171346056215246
http://www.facebook.com/business/dashboard/


ペットグッズ ブランド　extail　（エクステイル） | Facebookページ

http://www.facebook.com/pages/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-extail-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%AB/171346056215246

