
2022年10月1日現在
税込価格

基本メニュー
◆シャンプーコース：シャンプー、爪切り、肛門腺絞り、肛門バリカン、足裏バリカン、足回りカット、耳ケア

◆カットコース：シャンプー、全身カット、爪切り、肛門腺絞り、肛門バリカン、足裏バリカン、足回りカット、耳ケア

◆LILA LOVES IT シャンプーコース：シャンプー、爪切り、肛門腺絞り、肛門バリカン、足裏バリカン、足回りカット、耳ケア、歯みがき、肉球ケア

◆LILA LOVES IT カットコース：シャンプー、全身カット、爪切り、肛門腺絞り、肛門バリカン、足裏バリカン、足回りカット、耳ケア、歯みがき、肉球ケア

犬種 シャンプーコース カットコース
LILA LOVES IT

シャンプーコース

LILA LOVES IT

カットコース

チワワ（スムース） ￥5,600～ ￥7,900～ ￥6,500～ ￥9,100～

チワワ（ロング） ￥6,300～ ￥9,900～ ￥7,200～ ￥11,400～

ミニチュア・ダックスフント（スムース） ￥6,100～ - ￥7,000～ -

ミニチュア・ダックスフント（ロング） ￥6,900～ ￥10,500～ ￥7,900～ ￥12,000～

ミニチュア・ピンシャー ￥6,100～ - ￥7,000～ -

イタリアン・グレーハウンド ￥6,600～ - ￥7,500～ -

パグ ￥6,900～ - ￥7,900～ -

ボストン・テリア ￥6,900～ - ￥7,900～ -

フレンチ・ブルドッグ ￥7,200～ - ￥8,300～ -

ジャック・ラッセル・テリア ￥6,900～ ￥11,500～ ￥7,900～ ￥13,300～

パピヨン ￥6,900～ ￥10,500～ ￥7,900～ ￥12,000～

ヨークシャー・テリア ￥6,900～ ￥11,500～ ￥8,200～ ￥12,800～

ポメラニアン ￥8,800～ ￥12,500～ ￥10,000～ ￥14,400～

ペキニーズ ￥8,800～ ￥12,500～ ￥10,000～ ￥14,400～

ビーグル ￥8,800～ - ￥10,000～ -

キャバリア・キング・チャンールズ・スパニエル ￥9,200～ ￥12,500～ ￥10,500～ ￥14,400～

マルチーズ ￥7,900～ ￥13,800～ ￥9,400～ ￥15,000～

シーズー ￥8,200～ ￥13,800～ ￥9,400～ ￥15,000～

ミニチュア・シュナウザー ￥8,800～ ￥14,800～ ￥10,000～ ￥16,900～

トイ・プードル（～4㎏） ￥8,800～ ￥14,800～ ￥10,000～ ￥16,900～

トイ・プードル(4～8㎏） ￥9,200～ ￥15,300～ ￥10,500～ ￥17,500～

トイ・プードル（8kg～） ￥9,900～ ￥16,500～ ￥11,000～ ￥18,500～

ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア ￥8,800～ ￥14,300～ ￥9,900～ ￥16,400～

ビション・フリーゼ ￥9,900～ ￥16,500～ ￥11,000～ ￥18,500～

柴犬（～5㎏） ￥9,200～ - ￥10,000～ -

柴犬（5㎏～） ￥9,700～ - ￥11,000～ -

ウェルシュ・コーギー ￥9,700～ ￥13,800～ ￥11,000～ ￥15,000～

ボーダー・コリー ￥11,300～ - ￥13,300～ -

シェットランド・シープ・ドッグ ￥10,300～ ￥14,800～ ￥11,900～ ￥17,100～

イングリッシュ・コッカー・スパニエル ￥9,900～ ￥16,500～ ￥11,400～ ￥19,000～

アメリカン・コッカー・スパニエル ￥9,900～ ￥16,500～ ￥11,400～ ￥19,000～

ラブラドール・レトリバー ￥12,500～ - ￥14,500～ -

ゴールデン・レトリバー ￥14,800～ ￥17,400～ ￥16,500～ ￥20,000～

スタンダード・プードル ￥18,800～ ￥28,800～ ￥21,600～ ￥31,000～

ドゥードル　～10kg ￥10,300～ ￥16,500～ ￥12,000～ ￥18,500～

ドゥードル　～15㎏ ￥12,500～ ￥18,800～ ￥14,300～ ￥21,000～

ドゥードル　～20㎏ ￥15,500～ ￥21,000～ ￥17,800～ ￥24,000～

ドゥードル　20㎏以上 ￥17,500～ ￥23,500～ ￥20,000～ ￥26,000～

※必ずご確認ください

・体格が当店規定のサイズを上回ったり、毛量の多いパートナーは設定料金+超過料金がかかります。

・ 料金表に記載のない犬種につきましては、お問い合わせください。

・ シャンプーコースには、爪切り、肛門腺絞り、肛門バリカン、足裏バリカン、足回りカット、耳ケアが含まれております。

・ トリミングコースは、シャンプーコース＋全身カットとなります。

・ パートナーのサイズ・毛玉の量・被毛の状態に応じて、追加料金を申し受ける場合がございます。

・ グルーミング中の状態の変化により、メニュー内容を中止させていただく場合がございます。

・ 初回ご利用時は、混合ワクチン、狂犬病ワクチンの証明書を確認させていただいております。

　なお、毎年の追加接種ごとに証明書をご持参ください。

・ グルーミング時間以外のお預かりは、別途料金が発生する場合がございます。

・ 担当者をご指名の際は、別途指名料を申し受けます。

GREEN DOG 東京ミッドタウン店　グルーミングサービス料金表



オプションメニュー

◆基本メニューへの追加、またはオプションメニューのみでもご利用いただけます。

　 詳しくは店頭スタッフまでお問合せください。

メニュー 税込金額

はみがき・耳ケア・肛門腺（肛門バリカン）爪・足裏・足回り 各￥880

メンテナンスセット ¥3,080

フットケアセット ¥3,300

ビューティセット ¥1,540

LILA LOVES IT 歯磨き ¥990

LILA LOVES IT 肉球ケア ¥990

LILA LOVES IT ビューティセット ¥1,760

部分カット ￥660～

顔カット(耳込み） ￥2,200～

ひげカット ￥660～

オールシザー ￥1,100～

レイキング（10分～） ￥1,100～

サポート料金(30分） ￥2,200～

超過料金 ￥1,100～

デザインカット ￥1,100～

スパメニュー

◆基本メニューに加えてご利用いただけます。

メニュー 税込金額

ジェットバス～５㎏ ¥2,750

マイクロバブル～５㎏ ¥2,750

ハーブパック２０ｇ ¥2,750

泥パック100ｇ ¥2,750

アロママッサージ～5㎏ ¥2,200

炭酸泉～5㎏ ¥2,750

温泉浴～5㎏ ¥1,650

5㎏毎追加料金 ¥550

ハーブ5g・泥50ｇ追加 ¥275

LILA LOVES IT シャンプー ¥1,100

LILA LOVES IT 追加料金※5kg毎 ¥550

時間外お預かり（30分） ¥1,100



 

GREENDOG東京ミッドタウン◆キャンセルポリシー 

平素より GREEN DOG 東京ミッドタウンをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

多くのお客様とパートナーに平等にグルーミングサービスをご利用いただける環境を整えるため、予約のキャン

セルや変更などに関するルールを設けました。 

又、【安全で安心できるグルーミング】【パートナーの心身の健康をサポートするグルーミング】をお届けするた

めに必要な時間を 1 頭 1 頭抑えており、その枠を超えての無理な施術は当店のグルーミング品質を落とすことに

なるため、このようなルールを設けましたことをご理解いただけますようお願い申し上げます。 

 

■予約のキャンセルのついて 

キャンセル料 料金 

前日 18 時までのキャンセル キャンセル料なし 

前日 18 時以降のキャンセル ご予約料金 80％ 

当日キャンセル ご予約料金  100％ 

無断・悪質なキャンセル 

当日キャンセルが続く場合 

ご予約料金 100％  

 ＋  

 今後の予約はお受けできなくなる場合がございます 

※予約当日での別日程への変更依頼に関しても、当日キャンセルとさせていただきます。 

※20 時閉店のため、それ以降の電話は繋がりません。 

 

■予約日の変更について 

・ひとつの予約について 2 回までとさせていただきます。 

・2 回以上の変更の多い方は、今後は 2 週以上先の予約に関して制限を設ける場合がございます。 

 

■予約時間にお客様都合で間に合わない場合 

・予約時間から 10 分経過しても連絡のない方/連絡が繋がらない場合は当日キャンセルとさせていただきます。 

・15 分以上遅れられる場合は、希望のコースから残りの時間で安全に行えるケアに変更させていただくことが

ございます。 

例)トリミングコース⇒シャンプーコースと顔カットのみ、シャンプーコース⇒メンテナンスセットのみ 

・遅刻が続く場合は、今後の予約に制限を設ける 又は本来行う予定であったコースの正規料金を請求させてい

ただきます。 

※ミッドタウン施設の駐車場は大変混みやすくなっておりますので、余裕を持った出発を推奨致します。 

万が一遅れられる際は、お早めのご連絡をお願い申し上げます。 

 

                           GREENDOG 東京ミッドタウン グルーマー一同 

 

GREEN DOG 東京ミッドタウン店 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウンガレリア１Ｆ 

Tel: 03-5413-0052 Fax:03-5413-0051  


