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はじめに　[ このカタログのご紹介 ]

★　extail  愛犬用ケージ　特注品大全集　

●　設置場所にあわせてケージを作ってほしい

●　愛犬の困り事にあった仕様を考えてほしい

                  ●　カラー／スタイルに とことん こだわりたい　・・etc 
extailのショッピングページにはないオーナー様の思いが詰まった特注製作品をご紹介します

 

:::::::::::::::::: 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■

 
　　　　　　　　　　　　　　　★　高さ60ｃｍのドッグケージ（小型犬向け）
　　　　　　　　　　　　　　　★　高さ60cmの拡張ドッグケージ（お留守番の長い　小型犬向け）
　　　　　　　　　　　　　　　★　高さ60cmの拡張ドッグケージ（多頭飼いの小型犬向け）
　　　　　　　　　　　　　　　★　高さ70〜75cmのドッグケージ（中型犬向け）
　　　　　　　　　　　　　　　★　高さ90ｃｍのドッグケージ（中型犬・大型犬向け）
 
 
　　　　　   参考として　小型犬・中型犬・大型犬向けと　表記しておりますが、
　　　　　　ケージのサイズは、愛犬の体格・性格・お留守番の状況・ケージ設置場所などを

　　　　　　考慮した上でお打ち合わせ、ご提案しております。　ご不明な点がありましたら

　　　　　 「さいごに」のページ連絡先記載欄よりお気軽にお問い合わせください
 
 
　　　　　　　　　■　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 ご紹介頂く場合は 予め必ず ご一報下さい
　　メーカー： 横村製作所　http://www.extail.com/　       意匠・商標登録ブランド extail

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


高さ60ｃｍのドッグケージ①

★　足元のすのこが優しい　ドッグケージ

 

 
 

【サイズ】　　幅60ｃｍ　×　奥行75cm　×　高さ60cm
【仕　様】　　フロント扉・両サイドパネル・バックパネルは、すべてメッシュ柵。

　　　　　　　天板は、固定式のメッシュ柵天板。キャスター付き。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　通気性の良い　すのこを敷いた　少し奥行きのあるケージです。

　　　　　　　無塗装・天然木のすのこですのでアレルギーのワンちゃんも安心です。

【ご利用犬種】ワイヤーフォックステリア
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで



高さ60ｃｍのドッグケージ②

★サンブレラをふんだんに使用し 居心地の良さもアップした　ドッグケージ

 
【サイズ】　　幅90ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60cm
【仕　様】　　フロントは、ハーフドア（横幅半分の扉）の180度開放固定可能タイプ
　　　　　　　フロント・両サイド・バックパネルは、すべてメッシュ柵。

　　　　　　　底板はお掃除しやすいアクリルトレー。キャスター付き。

　　　　　　　天幕と　高さのあるサンブレラ（サイドスカート・バックスカート）をセット。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　規格品より高さのあるサンブレラを　両サイド・奥面にセットしているので、

　　　　　　　ナーバスぎみな ワンちゃんの居心地もアップ。
　　　　　　　また、サンブレラカバーには被毛の飛び散りを防ぐ効果もあるので、

　　　　　　　お掃除の手間も軽減されます。

【ご利用犬種】ミニチュアダックス

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで
 
 

 



高さ60ｃｍのドッグケージ③

★天板が大きく開く　ワンちゃんのお世話がしやすい　ドッグケージ

 
【サイズ】　　幅90cm　×　奥行き60cm　×　高さ60cm
【仕　様】　　フロントの透明アクリル扉は観音開き。バックパネルも透明アクリル板を使用。

　　　　　　　 両サイドはメッシュ柵。天板は　開閉式のかすみ柄アクリル天板。
　　　　　　　キャスター付き

【カラー】　　ルビーレッド

【コメント】　 かわいいカラーのケージです。
　　　　　　　観音開きのフロント扉や　開閉式天板など、おしゃれで　お世話のしやすい

　　　　　　　ケージです。

【ご利用犬種】ウェストハイランド・ホワイトテリア

　　　

お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで



高さ60ｃｍのドッグケージ④

★デザインスタイルと使い勝手　どちらもこだわった　おしゃれなドッグケージ

 
【サイズ】　　幅90ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは観音開きの透明アクリル扉。

　　　　　　　バックパネルにも透明アクリル板を使用。　両サイドは　

　　　　　　　上半分がメッシュ柵、下半分がかすみ柄のアクリルパネル。

　　　　　　　 天幕（特注色：白）・アクリルトレー・キャスター付き
【カラー】　　 パール・シルバー
【コメント】　ケージ本体・天幕の色にもこだわり、扉に大粒のクリスタルが

　　　　　　　埋込まれた特別なスワロフスキーハンドルをつけた、

　　　　　　　とてもゴージャスなケージです。

　　　　　　　両サイドの下半分にかすみ柄のアクリルパネルを配し、　

　　　　　　　おしゃれなスタイルでお掃除のしやすいハウスになりました。

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで
　　　　



高さ60ｃｍのドッグケージ⑤

★お部屋のインテリアとの相性も大切にしたドッグケージ

 
【サイズ】　　幅90ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロント扉とバックパネルに、透明アクリル板を使用。

　　　　　　　両サイドはメッシュ柵で、右サイドに幅30ｃｍのハーフ扉あり。
　　　　　　　木製底板はオーナー様のご自宅のフロアと同色にし、

　　　　　　　天幕も特注カラーで製作。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　インテリアとの相性や、使い勝手を兼ね備えたケージです。

　　　　　　　設置場所やイメージに合わせたにケージは、特注品ならでは です。
【ご利用犬種】 トイプードル
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　　　　



高さ60ｃｍのドッグケージ⑥

★開閉式天板でお手入れしやすい幅広のドッグケージ

 
【ケージ】　　幅120ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントはアクリル扉とメッシュ柵。バックパネルはアクリル板。

　　　　　　　両サイドはメッシュ柵。天板は幅90ｃｍの開閉式　メッシュ柵天板に
　　　　　　　サンブレラのTopカバー付き。木製底板。
【カラー】　　ルビーレッド

【コメント】　幅120ｃｍと広めですが、開閉式天板で　
　　　　　　　上からのお世話がしやすい ケージです。
　　　　　　　メッシュ天板にTopカバーが付いているので、換気と温度調節　
                      どちらも兼ね備えています。
【ご利用犬種】トイプードル

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ①

★居住スペースと　トイレコーナーを分けた　拡張ケージ

 
【サイズ】　　幅135（90+45）ｃｍ　×　奥行き60cm　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは、アクリル扉（幅90cm）とメッシュ扉（幅45cm）の観音開きタイプ。
　　　　　　　バックパネルは左がメッシュ柵、右がアクリルパネル。

　　　　　　　両サイドは上部分はメッシュ柵、下部分はかすみ柄のアクリルパネル。

　　　　　　　天板は左側に　幅90ｃｍのメッシュ柵天板。奥行きの半分を分ける
　　　　　　　メッシュ柵の仕切り付き。

　　　　　　　アクリルトレー2枚・トレー用ジョイントカバー・キャスター 付き
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　ご要望にお応えして製作した仕切り柵によって、左の居住空間と　

　　　　　　　右のトイレコーナーを分けることが できます。
　　　　　　　トイレコーナーは奥面とサイド下側がアクリルパネルで、お掃除も楽です。

【ご利用犬種】 タイニープードル
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ②

★すっきりしたデザインでお手入れも楽な　クリアースタイル拡張ケージ

 
【サイズ】　　幅135（45+90）ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントはアクリル扉（幅45ｃｍ）とアクリル扉（幅90ｃｍ）の観音開きタイプ
　　　　　　　バックパネルは2枚ともアクリルパネル。
　　　　　　　両サイドは上半分がメッシュ柵、下半分がアクリルパネル。

　　　　　　　アクリルトレー2枚、トレー用ジョイントカバー、キャスター
【カラー】　　ランプブラック

【コメント】　フロント、バック、サイドの下部分にアクリルパネルを使用しているので、

　　　　　　　すっきりとしたデザインでかつ　お手入れもしやすいケージです。

　　　　　　　取っ手のスワロフスキーハンドルもきらびやかでオシャレです。

　　　　　　　ケージ内はジョイントカバーで段差を整理し、わんこさんの脚まわりも快適です

。

【ご利用犬種】 チワワ2頭
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ③

★扉裏におもちゃフックが付いた　遊び心のある　拡張ケージ

 
【サイズ】　　幅135（45+90）ｃｍ　×　奥行き60cm　×　高さ60cm
【仕　様】　　 フロントは　幅45ｃｍのメッシュ扉と　幅90ｃｍのアクリル扉の観音開きタイプ
　　　　　　　 両サイドはメッシュ柵、バックパネルはアクリルパネルを使用。
　　　　　　　特注色のキャノピー（天幕）とフロントオーバーカバーをセット。

　　　　　　　アクリルトレー・木製底板、キャスター付き。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　居住空間には木製底板、トイレコーナーにはお掃除のしやすいアクリルトレーと

　　　　　　　用途にあわせたオプション選びで快適なケージになりました。

　　　　　　　またキャノピーとフロントオーバーカバーをセットしているので、就寝時に

　　　　　　　カバーを下ろすと ワンちゃんも リラックスして眠れます。
　　　　　　　居住空間側の扉の裏に、おもちゃフックがつけてありますので、ワンちゃんが

　　　　　　　遊びながら扉を閉めてくれるかも！！

【ご利用犬種】トイプードル

　　　　　　

お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ④

★トイレコーナーの扉は半透明にして目隠し　拡張ケージ

 

 
【サイズ】　　幅150（60+90）ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅60ｃｍの半透明のアクリル扉と　横幅90ｃｍのメッシュ扉の
　　　　　　　観音開きタイプ。

　　　　　　　両サイド・バックはメッシュ柵。向かって右側に幅90ｃｍのメッシュ柵天板を
　　　　　　　設置。

　　　　　　　底板は、アクリルトレー2枚とトレー併設設置用のカバーをセット。
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　トイレコーナーは、扉に半透明のアクリル板を使用しているので　目隠し効果大

　　　　　　　お部屋の雰囲気を壊しません。

【ご利用犬種】 ビションフレーゼ
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ⑤

★開閉式のメッシュ柵天板でお世話をしやすく安全　拡張ケージ

 
【サイズ】　　幅150（60+90）ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは、横幅60ｃｍのメッシュパネルと　横幅90ｃｍのメッシュ扉。
　　　　　　　両サイド・バックはすべてメッシュ柵。

　　　　　　　天板は、トイレコーナー側は開閉式メッシュ柵天板、

　　　　　　　居住スペース側は固定式天板。

　　　　　　　アクリルトレー2枚と　トレー並列設置用カバーを設置。
【カラー】　　ルビーレッド

【コメント】　出入り口は居住スペース側の1ヶ所ですが、トイレコーナーの天板は
　　　　　　　開閉式なので ペットシーツの交換などのお世話がしやすいです。
　　　　　　　頑丈なメッシュ柵天板が付いているので、災害時などの落下物も安心です。

【ご利用犬種】ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ60ｃｍのドッグケージ①

★おしゃれで機能も充実　ドッグケージ

 

 
【サイズ】　　幅110ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントはアクリル扉2枚の観音開きタイプ。バックもアクリルパネル。
　　　　　　　両サイドは上半分がメッシュ柵、下半分がかすみ柄のアクリルパネル。

　　　　　　　ケージの中央に取り外し・折りたたみ可能な仕切り柵。

　　　　　　　天幕・アクリルトレー・キャスター付き

【カラー】　　オパールグリーン

【コメント】　ケージ中央の仕切り柵は取り外したり、2つ折りにして奥行き半分の仕切りに
　　　　　　　したりできるので、用途に合わせて自由にケージを分けて使うことができます。

　　　　　　　仲良しワンちゃんが一緒に広いケージを使うことも、ちょっとプライベート

　　　　　　　スペースが欲しい時に奥行き半分だけ仕切りことも、完全に分けて2部屋に
　　　　　　　することも可能です。

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ60ｃｍの拡張ドックケージ②

★ワンコさん3頭でもゆったり過ごせるドッグケージ

 

【サイズ】　　幅150（90+60）ｃｍ　×　奥行90ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅90ｃｍのアクリル扉と横幅60ｃｍのアクリル扉の観音開きタイプ
　　　　　　　両サイドはメッシュ柵、バックパネルはアクリル板を使用。

　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。サイドスカート付き。
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　広々ケージなので、ワンコさん3頭でゆったりお使い頂けます。
　　　　　　　アクリル部分が多いので、視界を遮るものが少なくワンコさんも安心。

　　　　　　　お手入れも簡単。

【ご利用犬種】キャバリア・チワワ・トイプードル

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ③

★色にもこだわった　おしゃれなケージ

 

 
【サイズ】　　幅180（90+90）ｃｍ　×　奥行き70ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは、幅45ｃｍのメッシュ柵と 幅45ｃｍのメッシュ扉の開放固定タイプ
　　　　　　　のセットが2組。
　　　　　　　両サイドは透明アクリルパネル。バックはメッシュ柵2枚。
　　　　　　　連結部分は全面メッシュ柵の仕切り。天板は開閉式のメッシュ柵天板。

　　　　　　　木製底板は特注色の白に塗装。

【カラー】　　ピュアホワイト（特注色）

【コメント】　ご自宅のインテリアにあわせて、ケージも底板もまっ白のおしゃれなケージです

　　　　　　　フロントドアは開放固定タイプなので、扉を開けた状態でもシンプルなデザイン

　　　　　　　天井は、開閉式天板なのでお世話もしやすいです。

 
お問合せ・ご購入は　ask@extail.com　まで



高さ60ｃｍの拡張ドッグケージ④

★目隠し効果の半透明アクリル扉を使った　おしゃれなケージ

 

 
【サイズ】　　幅180（90+90）ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ60ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅90ｃｍのかすみ柄アクリル扉 と 横幅90ｃｍの
　　　　　　　透明アクリル扉の観音開きタイプ。

　　　　　　　両サイドはメッシュ柵、バックパネルはアクリル板を使用。

　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。キャノピー（天幕）
【カラー】　　チョコレートブラウン

【コメント】　広々ケージに　小型犬さんたち 3頭がご利用中。
　　　　　　　左側の扉は半透明のかすみ柄アクリル板なので、

　　　　　　　目隠し効果があり　ゆったりしたトイレスペースとしても最適。

【ご利用犬種】チワワ2頭・ヨークシャテリア
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ70〜75ｃｍのドッグケージ①

★片側づつ鍵ができる 観音扉のドッグケージ

 
【サイズ】　　幅110ｃｍ　×　奥行き70ｃｍ　×　高さ70ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅55ｃｍのアクリル扉2枚の観音開きタイプ。
　　　　　　　両サイドはメッシュ柵、バックパネルはアクリル板を使用。

　　　　　　　木製底板・固定式メッシュ柵天板付き。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　固定式天井柵が付いているので、ジャンプの好きなわんこさんでも

　　　　　　　飛び出しの　心配はありません。

　　　　　　　扉は1枚づつ鍵を掛けられるタイプなので、片側だけ開放しておくことも可能。
　　　　　　　いつもは自由に出入りできるように開放して、

　　　　　　　就寝時やお留守番時には　閉めてお使い頂けます。

【ご利用犬種】 フレンチブルドッグ
 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ70〜75ｃｍのドッグケージ②

★サンブレラカバーをふんだんに使った 愛犬さんの居心地もいい　ドッグケージ

 

 
【サイズ】　　幅120ｃｍ　×　奥行き75ｃｍ　×　高さ75ｃｍ
【仕　様】　　フロントは幅60ｃｍのメッシュ扉 と 幅60ｃｍのメッシュ柵。
　　　　　　　扉は180度開放固定できます。
　　　　　　　両サイド・バックはメッシュ柵。天板は開閉式アクリル天板。

　　　　　　　アクリルトレーと、居住スペース用に 半分サイズのウッドパネルを併用してい
ます。

　　　　　　　両サイドは上下に、バックは下半分にハイタイプのサンブレラスカート。

【カラー】　　ランプブラック

【コメント】　ハイタイプのサンブレラスカートを使用していますので、囲まれていたい

　　　　　　　わんこさんには安心です。

　　　　　　　またケージ外への被毛の飛び散りも軽減しますので、お掃除も楽です。

【ご利用犬種】フレンチブルドッグ

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ70〜75ｃｍのドッグケージ③

★包み込まれて安心したいワンコさんにぴったりの広々リラックスハウス

 

 
【サイズ】　　幅150（60+90）ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ75ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅60ｃｍのメッシュ扉と
　　　　　　　　横幅90ｃｍのフロントカバー付きメッシュ柵。
　　　　　　　　両サイド・バックはメッシュ柵。天井は、開閉式のメッシュ柵天板が2枚。
　　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用ジョイントカバー。
　　　　　　　　右サイドは、ハイタイプのサイドスカート2枚付き。
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　右側のスペースは、フロントカバーとハイタイプのサイドスカート2枚で
　　　　　 　　囲われているので、落ち着ける空間になっています。
【ご利用犬種】ポメラニアン

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　
 



高さ70〜75ｃｍのドッグケージ④

★ お世話用品がたくさん載せられ お手入れがラクな　おしゃれケージ

 
【サイズ】　　幅120（75+45）ｃｍ　×　奥行き60ｃｍ　×　高さ75ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅75ｃｍのメッシュ扉と横幅45ｃｍのメッシュ扉の観音開きタイプ
　　　　　　　右サイドはアクリルパネル、左サイドは（上）メッシュ柵（下）アクリルパネル

　　　　　　　バックパネルはアクリル板2枚を使用。
　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。 フレーム天板付き。
【カラー】　　ランプブラック

【コメント】　両サイド、バック、底板、天板にアクリル板を多く使用し、お手入れがしやすく

　　　　　　　おしゃれなケージです。

　　　　　　　このフレーム天板は、ステンレスフレームで補強し、かすみ柄パネルを少し

　　　　　　　ケージ内に落としこんであるので　かさばる用品・小物等を置けるのでとても便

利です。

【ご利用犬種】ジャックラッセルテリア

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ70〜75ｃｍのドッグケージ⑤

★大好きな  キャリークレートと連結できる ドッグケージ

 
 

 
【サイズ】　　幅120ｃｍ　×　奥行き75ｃｍ　×　高さ75ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅60ｃｍのメッシュ扉と横幅60ｃｍのメッシュ柵。
　　　　　　　　両サイド・バッグはメッシュ柵。底板はアクリルトレー。

　　　　　　　　左サイドにクレート（バリケン）を連結できるように扉を付け、

　　　　　　　　クレートを乗せる為のトレー状のカートと連結帯テープを製作しました。

【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　使い慣れたクレート（バリケン）連結でワンコさんも安心。

　　　　　　　左サイドの扉を開放しておけばクレートと自由に行き来できます。

　　　　　　　クレートと連結しない時は　クレート用のアクリルトレーは取り外すことが

　　　　　　　できます。　　　　　　※バリケンはお客様にてご準備頂きます

【ご利用犬種】フレンチブルドッグ

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ90ｃｍのドッグケージ①

★こだわりのL字型 ２Room仕様 ケージ

 

 
【サイズ】　　幅120（60+60）ｃｍ　×　奥行き120ｃｍ　×　高さ90ｃｍ
【仕　様】　　L字型のケージの手前に横幅60ｃｍのアクリル扉、奥に横幅60ｃｍの
　　　　　　　アクリル扉。両サイド・バックはメッシュ柵。

　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。奥側にキャノピー（天幕）付き。
【カラー】　　ルビーレッド

【コメント】　お部屋のコーナーを活用した 広々ケージはワンコさんにゆったりお使い頂けます
。

【ご利用犬種】ジャックラッセルテリア

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ90ｃｍのドッグケージ②

★色にもデザインにもこだわった　広々ドッグケージ

 

 
【サイズ】　　幅150（90+60）ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ90ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅60ｃｍのアクリル扉＋横幅30ｃｍのメッシュ扉（観音開き）・
　　　　　　　横幅60ｃｍアクリル扉。
　　　　　　　両サイド・バックはメッシュ柵。天板は固定式のメッシュ柵天板。

　　　　　　　アクリルトレー（W60）と木製底板（W90）。
　　　　　　　ブラックカラーのサイドスカート・バックスカート、左上側にトップカバー付き

。

【カラー】　　ネイビーブルー

【コメント】　ケージの色やデザインにこだわった、おしゃれなケージです。

　　　　　　 　右側のトイレスペースには、ぴったりサイズのトイレトレーを設置しています。
【ご利用犬種】イタリアングレーハウンド

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ90ｃｍのドッグケージ③

★大型犬もゆったり！ すべてメッシュ柵パネルで通気性抜群の 広々ハウス

 

 
【サイズ】　　幅180（90+90）ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ90ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅90ｃｍのメッシュ扉が2枚。
　　　　　　　両サイド、バックはメッシュ柵。

　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。固定式メッシュ柵天板2枚。
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　広々ケージなので、大型犬もゆったりお留守番できます。

【ご利用犬種】ラブラドール・レトリーバー

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ90ｃｍのドッグケージ④

★大型犬や やんちゃサンのお留守番に最適な スタイリッシュ ケージ

 

 
【サイズ】　　幅150（60+90）ｃｍ　×　奥行き90ｃｍ　×　高さ90ｃｍ
【仕　様】　　フロントは横幅60ｃｍのメッシュ扉と横幅90ｃｍのメッシュ扉の観音開きタイプ
　　　　　　　左サイドはアクリルパネル、右サイドはメッシュ柵。

　　　　　　　バックパネルはアクリル板を使用。

　　　　　　　アクリルトレー2枚とトレー並列設置用カバー。フレーム天板2枚。
【カラー】　　アンティークホワイト

【コメント】　左側のトイレコーナーは、サイドとバックがアクリルパネルを使用しているので

　　　　　　　お部屋の壁を汚すことなくお手入れが簡単。

　　　　　　　天板はステンレスフレームで補強して　ケージ内に落としこんであるので、

　　　　　　　小物などを載せておけ便利です。

【ご利用犬種】ボーダーコリー

 
お問合わせ・ご購入は　ask@extail.com  まで　



高さ90ｃｍのドッグケージ⑤

★仕切りの付け外しが簡単！ フレキシブルな大型犬３匹用　ドッグケージ

 
【サイズ】　　幅150cm　×　奥行120cm　×　高さ90cm
【仕　様】　　フロントは、幅50cmのメッシュ扉が3枚。
　　　　　　　両サイド・バックは　　すべてメッシュ柵。

　　　　　　　メッシュ柵の仕切り2枚は、ネジ止め式で取り外し可能。
　　　　　　　ご要望により手前上側に　奥行60cmのメッシュ柵固定天板。
【カラー】　　ランプブラック

【コメント】　奥面にキャスターが付いているので 手前側を持ち上げて簡単に移動でき、
　　　　　　　お掃除がとてもラクです。　仕切り柵を外して 大きな1部屋にもすることができ
ます。

【ご利用犬種】ゴールデン・レトリーバー　3頭
 
お問い合せ・ご購入は　ask@extail.com　まで
 
 



さいごに

 
 

The special order cage catalog for dogs
（愛犬用 特注ケージ大全集カタログ）

 
いかがでしたか　このカタログは　特注サイズ・特注仕様のケージを 大きさ別に
ご紹介致しました　このほかにも　たくさんのペットケージ・グッズを揃えています

以下のショッピングページなど ご覧のうえ 不明な点などありましたら何なりとお尋ね下さい

著者 　（株）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/ 
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 2012年　2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）　
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