
I シリーズ ／ S シリーズ ／ スター シリーズ

アイカラー

星を散りばめたポップなデザインの首輪です。

レッド／ブラック SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約23～34cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約33～55cm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

首回り 約38～65cm

ドーコNAJ 名品商番品

4750016420854 086\ドッレ SS ーラカイア11-CWI

IWC-15 アイカラー SS ブラック \680  4580246100581

8950016420854 008\ドッレ S ーラカイア12-CWI

4060016420854 008\クッラブ S ーラカイア52-CWI

4974016420854 007,1\ドッレ M ーラカイアDR/M-CWI

IWC-M/BK アイカラー M ブラック \1,700  4580246104800

4705016420854 001,2\ドッレ L ーラカイアDR/L-CWI

IWC-L/BK アイカラー L ブラック \2,100  4580246105081

アイピンカラー

星を散りばめたポップなデザインの首輪です。おしゃれなピン留めタイプになっています。

レッド／ブラック P（パピー向け／適応体重3kg以下） 

首回り 約13～18cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約27～33cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約34～40cm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

首回り 約39～45cm

ドーコNAJ 名品商番品

IPC-P/RD アイピンカラー P レッド \680  4580246108150

IPC-P/BK アイピンカラー P ブラック \680  4580246108167

IPC-S/RD アイピンカラー S レッド \1,300   4580246104879

IPC-S/BK アイピンカラー S ブラック \1,300   4580246104886

IPC-M/RD アイピンカラー M レッド \1,700   4580246104893

IPC-M/BK アイピンカラー M ブラック \1,700   4580246104909

IPC-L/RD アイピンカラー L レッド \2,100   4580246104916

IPC-L/BK アイピンカラー L ブラック \2,100   4580246104923

アイカンタンハーネス

星を散りばめたポップなデザインのハーネスです。両前脚に輪を通すタイプで、愛犬の体にしっかりフィ

ットします。

レッド／ブラック SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴回り 約35～50cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

胴回り 約40～60cm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

胴回り 約50～70cm

ドーコNAJ 名品商番品

IKH-SS/RD アイカンタンハーネス SS レッド \1,600  4580246104251

IKH-SS/BK アイカンタンハーネス SS ブラック \1,600  4580246104268

IKH-S/RD アイカンタンハーネス S レッド \2,000  4580246104275

IKH-S/BK アイカンタンハーネス S ブラック \2,000  4580246104282

IKH-M/RD アイカンタンハーネス M レッド \2,500  4580246104817

IKH-M/BK アイカンタンハーネス M ブラック \2,500  4580246104824

IKH-L/RD アイカンタンハーネス L レッド \3,200  4580246104831

IKH-L/BK アイカンタンハーネス L ブラック \3,200  4580246104848

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



I シリーズ ／ S シリーズ ／ スター シリーズ

アイリード

星を散りばめたポップなデザインのリードです。

レッド／ブラック SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.1cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.6cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.0cm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.5cm

ドーコNAJ 名品商番品

9560016420854 000,1\ドッレ SS ドーリイア11-LTI

6660016420854 000,1\クッラブ SS ドーリイア51-LTI

3760016420854 002,1\ドッレ S ドーリイア12-LTI

0860016420854 002,1\クッラブ S ドーリイア52-LTI

 000,2\ドッレ M ドーリイアDR/M-LTI   4580246104855

 000,2\クッラブ M ドーリイアKB/M-LTI   4580246104862

 004,2\ドッレ L ドーリイアDR/L-LTI   4580246105098

 004,2\クッラブ L ドーリイアKB/L-LTI   4580246105104

アイフロントハーネスリード

星を散りばめたポップなデザインの胸当て付きハーネスです。 

胸当ての裏地はメッシュ素材になっています。リード部分には回転式の金具が付いています。 

また、ハーネスの胴回りは長さ調節可能です。

レッド／ブラック 3S（超ミニ犬用／適応体重3kg以下） 

胴回り 約25～40cm／全長 約120cm

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約35～50cm／全長 約120cm

ドーコNAJ 名品商番品

IFH-01 アイフロントハーネスリード 3S レッド \1,980  4580246100697

IFH-05 アイフロントハーネスリード 3S ブラック \1,980  4580246100703

IFH-11 アイフロントハーネスリード SS レッド \1,980  4580246100710

IFH-15 アイフロントハーネスリード SS ブラック \1,980  4580246100727

エスフロントハーネスリード

星を散りばめたポップなデザインの胸当て付きハーネスです。 

胸当ての裏地はメッシュ素材になっています。リード部分は回転式の金具付きで、持ち手はしっかり握

りやすくなっています。また、ハーネスの胴回りは長さ調節可能です。

レッド／ブラック SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約32～46cm／全長 約120cm

S（小型犬用／適応体重7kg以下） 

胴回り 約36～50cm／全長 約120cm

ドーコNAJ 名品商番品

SFH-SS/RD エスフロントハーネスリード SS レッド \2,280  4580246102592

SFH-SS/BK エスフロントハーネスリード SS ブラック \2,280  4580246102608

SFH-S/RD エスフロントハーネスリード S レッド \2,480  4580246102615

SFH-S/BK エスフロントハーネスリード S ブラック \2,480  4580246102622

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



I シリーズ ／ S シリーズ ／ スター シリーズ

エスウェアハーネス

星を散りばめたポップなデザインのベストタイプのハーネスです。 

ベストの裏地はメッシュ素材になっています。また、首周りと胴回りは、ワンちゃんの体型に合わせてマ

ジックテープで長さ調節可能です。

レッド／ブラック SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約20～24cm／胴回り 約30～36cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約24～29cm／胴回り 約38～45cm

ドーコNAJ 名品商番品

SWH-SS/RD エスウェアハーネス SS レッド \2,480  4580246102554

SWH-SS/BK エスウェアハーネス SS ブラック \2,480  4580246102561

SWH-S/RD エスウェアハーネス S レッド \2,680  4580246102578

SWH-S/BK エスウェアハーネス S ブラック \2,680  4580246102585

アイセーフティーキャットカラー

星を散りばめたポップなデザインの猫用首輪です。万が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計に

なっています。

レッド／ブラック （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ 名品商番品

ISC-C/RD アイセーフティーキャットカラー レッド \680  4580246103100

ISC-C/BK アイセーフティーキャットカラー ブラック \680  4580246103117

シュシュスターピンカラー キャット

小さい星がちりばめられたシュシュタイプの猫用鈴付首輪です。伸縮するので、万が一の際、首輪から

首が抜けやすい安全設計になっています。

レッド／ブラック／ピンク／

ネイビー／ブラウン

（猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約17～22cm

ドーコNAJ  名品商番品

CSPC-C/RD シュシュスターピンカラー キャット レッド \780  4580298523710

CSPC-C/BK シュシュスターピンカラー キャット ブラック \780  4580298523727

CSPC-C/PK シュシュスターピンカラー キャット ピンク \780  4580298523734

CSPC-C/NV シュシュスターピンカラー キャット ネイビー \780  4580298523741

CSPC-C/BR シュシュスターピンカラー キャット ブラウン \780  4580298523758

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



K シリーズ  ／ レオパード シリーズ

ケイセーフティキャットカラー

ワイルドなアニマルプリントの猫用首輪です。

万が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計になっています。

ブラウン／ホワイト／ピンク （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ名品商番品

KSC-C/BR ケイセーフティキャットカラー ブラウン \680  4580246104961

KSC-C/WH ケイセーフティキャットカラー ホワイト \680  4580246104978

KSC-C/PK ケイセーフティキャットカラー ピンク \680  4580246104985

シュシュレオパードピンカラー キャット

レオパード柄がゴージャスなシュシュタイプの猫用鈴付首輪です。伸縮するので、万が一の際、首輪か

ら首が抜けやすい安全設計になっています。

ブラウン／ホワイト／ピンク （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約17～22cm

ドーコNAJ名品商番品

CLPC-C/BR シュシュレオパードピンカラー キャット ブラウン \780  4580298523765

CLPC-C/WH シュシュレオパードピンカラー キャット ホワイト \780  4580298523772

CLPC-C/PK シュシュレオパードピンカラー キャット ピンク \780  4580298523789

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

Kシリーズ／レオパードシリーズ



Q シリーズ

キューピンキャットカラー

ラインストーンが散りばめられたキルティング風の生地にレース素材を組み合わせたキュートな猫用首

輪です。鈴つきのピン留めタイプとなっています。

レッド／ブルー／ピンク／

ブラック／ホワイト／ゴールド

（猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約16～20cm

ドーコNAJ名品商番品

QPC-C/RD キューピンキャットカラー レッド \780  4580246104558

QPC-C/BL キューピンキャットカラー ブルー \780  4580246104596

QPC-C/PK キューピンキャットカラー ピンク \780  4580246104589

QPC-C/BK キューピンキャットカラー ブラック \780  4580246104565

QPC-C/WH キューピンキャットカラー ホワイト \780  4580246104602

QPC-C/GD キューピンキャットカラー ゴールド \780  4580246104572

キューセーフティーキャットカラー

ラインストーンが散りばめられたキルティング風の猫用首輪です。万が一の際、首輪から首が抜けやす

い安全設計になっています。

ブラック／ゴールド／レッド／ 

ホワイト／ピンク／ブルー

（猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ名品商番品

QSC-C/BK キューセーフティーキャットカラー ブラック \680  4580246103155

QSC-C/GD キューセーフティーキャットカラー ゴールド \680  4580246103162

QSC-C/RD キューセーフティーキャットカラー レッド \680  4580246103186

QSC-C/WH キューセーフティーキャットカラー ホワイト \680  4580246103209

QSC-C/PK キューセーフティーキャットカラー ピンク \680  4580246104237

QSC-C/BL キューセーフティーキャットカラー ブルー \680  4580246104244

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



R シリーズ / Bチェック シリーズ

アールカラー

トラッドなタータンチェック柄の首輪です。

レッド／ブラック／ブラウン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約18～25cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約25～37cm

ドーコNAJ参考上代 名品商番品

RWC-SS/RD アールカラー SS レッド \680  4580246102844

RWC-SS/BK アールカラー SS ブラック \680  4580246102851

RWC-SS/BR アールカラー SS ブラウン \680  4580246102868

5782016420854 008\ドッレ S ーラカルーアDR/S-CWR

RWC-S/BK アールカラー S ブラック \800  4580246102882

RWC-S/BR アールカラー S ブラウン \800  4580246102899

アールピンカラー

トラッドなタータンチェック柄の首輪です。おしゃれなピン留めタイプになっています。

レッド／ブラック／ブラウン P（パピー向け／適応体重3kg以下） 

首回り 約13～18cm

ドーコNAJ 名品商番品

4718016420854 086\ドッレ P ーラカンピルーアDR/P-CPR

1818016420854 086\クッラブ P ーラカンピルーアKB/P-CPR

RPC-P/BR アールピンカラー P ブラウン \680  4580246108198

アールカンタンハーネス

トラッドなタータンチェック柄のハーネスです。両前脚に輪を通すタイプで、愛犬の体にしっかりフィットし

ます。

レッド／ブラック／ブラウン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴回り 約35～50cm

ドーコNAJ 名品商番品

RKH-SS/RD アールカンタンハーネス SS レッド \1,600  4580246104497

RKH-SS/BK アールカンタンハーネス SS ブラック \1,600  4580246104503

RKH-SS/BR アールカンタンハーネス SS ブラウン \1,600  4580246104510

RKH-S/RD アールカンタンハーネス S レッド \2,000  4580246104527

RKH-S/BK アールカンタンハーネス S ブラック \2,000  4580246104534

RKH-S/BR アールカンタンハーネス S ブラウン \2,000  4580246104541

アールリード

トラッドなタータンチェック柄のリードです。

レッド／ブラック／ブラウン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

ドーコNAJ 名品商番品

RTL-SS/RD アールリード SS レッド \1,000  4580246102967

RTL-SS/BK アールリード SS ブラック \1,000  4580246102974

RTL-SS/BR アールリード SS ブラウン \1,000  4580246102981

RTL-S/RD アールリード S レッド \1,200  4580246102998

RTL-S/BK アールリード S ブラック \1,200  4580246103001

RTL-S/BR アールリード S ブラウン \1,200  4580246103018

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代 

参考上代 

参考上代 



R シリーズ / Bチェック シリーズ

アールリード

トラッドなタータンチェック柄のリードです。

レッド／ブラック／ブラウン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

ドーコNAJ 参考上代名品商番品

RTL-SS/RD アールリード SS レッド \1,000  4580246102967

RTL-SS/BK アールリード SS ブラック \1,000  4580246102974

RTL-SS/BR アールリード SS ブラウン \1,000  4580246102981

RTL-S/RD アールリード S レッド \1,200  4580246102998

RTL-S/BK アールリード S ブラック \1,200  4580246103001

RTL-S/BR アールリード S ブラウン \1,200  4580246103018

アールセーフティキャットカラー

タータンチェック柄の猫用首輪です。万が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計になっています。

レッド／ブラック／ブラウン （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ名品商番品

RSC-C/RD アールセーフティキャットカラー レッド \680  4580246104930

RSC-C/BK アールセーフティキャットカラー ブラック \680  4580246104947

RSC-C/BR アールセーフティキャットカラー ブラウン \680  4580246104954

シュシュBチェックピンカラー キャット

トラッドなおしゃれを楽しめるタータンチェックのシュシュタイプの猫用鈴付首輪です。伸縮するので、万

が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計になっています。

レッド／ブラック／ブラウン （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約17～22cm

ドーコNAJ名品商番品

CBPC-C/RD シュシュBチェックピンカラー キャット レッド \780  4580298523796

CBPC-C/BK シュシュBチェックピンカラー キャット ブラック \780  4580298523802

CBPC-C/BR シュシュBチェックピンカラー キャット ブラウン \780  4580298523819

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



V シリーズ

ブイセーフティーキャットカラー

カラフルでポップなボーダー柄の猫用首輪です。万が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計にな

っています。

ピンク／ライトブルー／オレンジ （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ名品商番品

VSC-C/PK ブイセーフティーキャットカラー ピンク \680  4580246103124

VSC-C/LB ブイセーフティーキャットカラー ライトブルー \680  4580246103131

VSC-C/OR ブイセーフティーキャットカラー オレンジ \680  4580246103148

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

Vシリーズ



ダブル シリーズ

ダブルピンカラー

小さなドットが散りばめられたパステルカラーの生地にかわいいリボンをあしらった、超小型犬に最適な

ピンバックルカラーです。ベルトタイプのカラーなので、ワンちゃんの首に合わせてしっかり装着すること

ができます。

レッド／ライトブルー／

イエロー／ピンク

P（パピー向け／適応体重3kg以下） 

首回り 約14～18cm

3S（超ミニ犬用／適応体重3kg以下） 

首回り 約19～23cm

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約24～28cm

ドーコNAJ 名品商番品

WPC-P/RD ダブルピンカラー P レッド \800  4580246107863

WPC-P/LB ダブルピンカラー P ライトブルー \800  4580246107870

WPC-P/YL ダブルピンカラー P イエロー \800  4580246107887

WPC-P/PK ダブルピンカラー P ピンク \800  4580246107894

WPC-3S/RD ダブルピンカラー 3S レッド \800  4580246106583

WPC-3S/LB ダブルピンカラー 3S ライトブルー \800  4580246106590

WPC-3S/YL ダブルピンカラー 3S イエロー \800  4580246106606

WPC-3S/PK ダブルピンカラー 3S ピンク \800  4580246106613

WPC-SS/RD ダブルピンカラー SS レッド \900  4580246106620

WPC-SS/LB ダブルピンカラー SS ライトブルー \900  4580246106637

WPC-SS/YL ダブルピンカラー SS イエロー \900  4580246106644

WPC-SS/PK ダブルピンカラー SS ピンク \900  4580246106651

ダブルリード

小さなドットが散りばめられたパステルカラーの生地にかわいいリボンをあしらった、超小型犬に最適な

リードです。ジョイント部分には、装着が簡単なナスカンを使用しています。

レッド／ライトブルー／

イエロー／ピンク

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

ドーコNAJ 名品商番品

WTL-SS/RD ダブルリード SS レッド \1400  4580246106668

WTL-SS/LB ダブルリード SS ライトブルー \1400  4580246106675

WTL-SS/YL ダブルリード SS イエロー \1400  4580246106682

WTL-SS/PK ダブルリード SS ピンク \1400  4580246106699

ダブルピンキャットカラー

リボンがあしらわれたフェミニンなドット柄の猫用首輪です。万が一の際、首輪から首が抜けやすい安

全設計になっています。

レッド／ライトブルー／イエロー／ピンク （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～19cm

ドーコNAJ 名品商番品

WPC-C/RD ダブルピンキャットカラー レッド \780  4580246103063

WPC-C/LB ダブルピンキャットカラー ライトブルー \780  4580246103070

WPC-C/YL ダブルピンキャットカラー イエロー \780  4580246103087

WPC-C/PK ダブルピンキャットカラー ピンク \780  4580246103094

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



X シリーズ

エックスカラー

ハートの刺繍がかわいいチロリアンテープ調の首輪です。

ピンク／イエロー／オレンジ 

／グリーン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

ドーコNAJ 名品商番品

XWC-SS/PK エックスカラー SS ピンク \680  4580246103216

XWC-SS/YL エックスカラー SS イエロー \680  4580246103223

XWC-SS/OR エックスカラー SS オレンジ \680  4580246103230

XWC-SS/GR エックスカラー SS グリーン \680  4580246103247

エックスピンカラー

ハートの刺繍がかわいいチロリアンテープ調の首輪です。おしゃれなピン留めタイプになっています。

ピンク／イエロー／オレンジ 

／グリーン

P（パピー向け／適応体重3kg以下） 

首回り 約13～18cm

ドーコNAJ 名品商番品

XPC-P/PK エックスピンカラー P ピンク \680  4580246108266

XPC-P/YL エックスピンカラー P イエロー \680  4580246108273

XPC-P/OR エックスピンカラー P オレンジ \680  4580246108280

XPC-P/GR エックスピンカラー P グリーン \680  4580246108297

エックスカンタンハーネス

ハートの刺繍がかわいいチロリアンテープ調のハーネスです。両前脚に輪を通すタイプで、愛犬の体に

しっかりフィットします。

ピンク／イエロー／オレンジ 

／グリーン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約25～34cm

ドーコNAJ 名品商番品

XKH-SS/PK エックスカンタンハーネス SS ピンク \1,300  4580246104459

XKH-SS/YL エックスカンタンハーネス SS イエロー \1,300  4580246104466

XKH-SS/OR エックスカンタンハーネス SS オレンジ \1,300  4580246104473

XKH-SS/GR エックスカンタンハーネス SS グリーン \1,300  4580246104480

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



X シリーズ

エックスリード

ハートの刺繍がかわいいチロリアンテープ調のリードです。

ピンク／イエロー／オレンジ 

／グリーン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

ドーコNAJ名品商番品

XTL-SS/PK エックスリード SS ピンク \980  4580246103254

XTL-SS/YL エックスリード SS イエロー \980  4580246103261

XTL-SS/OR エックスリード SS オレンジ \980  4580246103278

XTL-SS/GR エックスリード SS グリーン \980  4580246103285

エックスハーネスリード

ハートの刺繍がかわいいチロリアンテープ調のハーネスリードです。ハーネスは両前脚に輪を通すタイ

プで、愛犬の体にしっかりフィットします。

ピンク／イエロー／オレンジ 

／グリーン

P（パピー向け／適応体重5kg以下） 

胴回り 約25～34cm

ドーコNAJ名品商番品

XHL-P/PK エックスハーネスリード P ピンク \2,000  4580246108303

XHL-P/YL エックスハーネスリード P イエロー \2,000  4580246108310

XHL-P/OR エックスハーネスリード P オレンジ \2,000  4580246108327

XHL-P/GR エックスハーネスリード P グリーン \2,000  4580246108334

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



多頭引き用 シリーズ

多頭引き用 手元リード

丈夫でシンプルなデザインの多頭引き用手元リードです。 

「多頭引き用 反射リード」とセットでご使用ください。 

手で持つ部分の内側はソフトな素材を使用し、握りやすくなっています。

レッド／ブルー／ブラック

／オレンジ

（犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約30cm／幅 約2.5cm

ドーコNAJ名品商番品

TBT-L/RD 多頭引き用 手元リード レッド \1,000  4580246104619

TBT-L/BL 多頭引き用 手元リード ブルー \1,000  4580246104626

TBT-L/BK 多頭引き用 手元リード ブラック \1,000  4580246104633

TBT-L/OR 多頭引き用 手元リード オレンジ \1,000  4580246104640

多頭引き用 反射リード

夜間のお散歩も安心！ 反射テープが施された多頭引き用反射リードです。 

「多頭引き用 手元リード」とセットでご使用ください。 

回転するナスカンが付いているので、多頭引きでもリードが絡まりにくくなっています。

レッド／ブルー／ブラック

／オレンジ

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約90cm／幅 約1.0cm

ドーコNAJ名品商番品

TBL-SS/RD 多頭引き用 反射リード SS レッド \600  4580246104657

TBL-SS/BL 多頭引き用 反射リード SS ブルー \600  4580246104664

TBL-SS/BK 多頭引き用 反射リード SS ブラック \600  4580246104671

TBL-SS/OR 多頭引き用 反射リード SS オレンジ \600  4580246104688

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



クローバー シリーズ

クローバーピンカラー

高級感溢れる生地にクローバーモチーフのストーンをあしらった、超小型犬に最適なピンバックルカラ

ーです。ベルトタイプのカラーなので、ワンちゃんの首に合わせてしっかり装着することができます。

レッド／ピンク／ホワイト 3S（超小型犬用／適応体重3kg以下） 

首回り 約13～17cm

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約19cm～23cm

ドーコNAJ名品商番品

CPC-3S/RD クローバーピンカラー 3S レッド \1,000  4580246105111

CPC-3S/PK クローバーピンカラー 3S ピンク \1,000  4580246105128

CPC-3S/WH クローバーピンカラー 3S ホワイト \1,000  4580246105135

CPC-SS/RD クローバーピンカラー SS レッド \1,200  4580246105142

CPC-SS/PK クローバーピンカラー SS ピンク \1,200  4580246105159

CPC-SS/WH クローバーピンカラー SS ホワイト \1,200  4580246105166

クローバーリード

高級感溢れる生地にクローバーモチーフのストーンをあしらった、超小型犬に最適なリードです。ジョイ

ント部分には、装着が簡単なナスカンを使用しています。

レッド／ピンク／ホワイト SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

ドーコNAJ名品商番品

CTL-SS/RD クローバーリード SS レッド \1,600  4580246106729

CTL-SS/PK クローバーリード SS ピンク \1,600  4580246106736

CTL-SS/WH クローバーリード SS ホワイト \1,600  4580246106743

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



ハート シリーズ

ハートピンカラー

高級感のある合成皮革の生地にキラキラのハートストーンをあしらった、超小型犬～大型犬に最適なピ

ンバックルカラーです。ベルトタイプのカラーなので、ワンちゃんの首に合わせてしっかり装着することが

できます。

3S～SSサイズ： 

レッド／ピンク／ホワイト

S～Lサイズ：

レッド／ブラック／ブラウン

3S（超ミニ犬用／適応体重3kg以下） 

首回り 約13～17cm

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約19～23cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約27～33cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約34～40cm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

首回り 約39～45cm

ドーコNAJ名品商番品

\1,400 4580246105173

\1,400 4580246105180

\1,400 4580246105197

\1,800 4580246105203

\1,800 4580246105210

\1,800 4580246105227

\2,200 4580246105234

\2,200 4580246105241

\2,200 4580246105258

HPC-S/RD ハートピンカラー S レッド

HPC-S/BK ハートピンカラー S ブラック

HPC-S/BR ハートピンカラー S ブラウン

HPC-M/RD ハートピンカラー M レッド

HPC-M/BK ハートピンカラー M ブラック

HPC-M/BR ハートピンカラー M ブラウン

HPC-L/RD ハートピンカラー L レッド

HPC-L/BK ハートピンカラー L ブラック

HPC-L/BR ハートピンカラー L ブラウン

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代



ドット シリーズ

ドットワンタッチカラー

小さめのドットが散りばめられたシンプルなデザインがかわいい、超小型犬～中型犬に最適なワンタッ

チカラーです。本体には、肌触りの良いナイロンを使用しているので、付け心地バツグン♪ また、バッ

クル部分は使いやすいアジャスタータイプなので、ワンタッチでの着脱が可能です。

レッド／ピンク／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約23～34cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約33～55cm

ドーコNAJ名品商番品

DWC-SS/RD ドットワンタッチカラー SS レッド \900  4580246105562

DWC-SS/PK ドットワンタッチカラー SS ピンク \900  4580246105579

DWC-SS/NV ドットワンタッチカラー SS ネイビー \900  4580246105586

DWC-S/RD ドットワンタッチカラー S レッド \1,300  4580246105593

DWC-S/PK ドットワンタッチカラー S ピンク \1,300  4580246105609

DWC-S/NV ドットワンタッチカラー S ネイビー \1,300  4580246105616

DWC-M/RD ドットワンタッチカラー M レッド \1,700  4580246105623

DWC-M/PK ドットワンタッチカラー M ピンク \1,700  4580246105630

DWC-M/NV ドットワンタッチカラー M ネイビー \1,700  4580246105647

ドットカンタンハーネス

小さめのドットが散りばめられたシンプルなデザインがかわいい、超小型犬～中型犬に最適な軽便タイ

プのハーネスです。バックル部分は、使いやすいワンタッチ式なので着脱がとってもカンタン！ 足を通

して装着するだけなので、ハーネスに慣れていないワンちゃんにもオススメです♪

レッド／ピンク／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴回り 約35～50cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

胴回り 約40～60cm

ドーコNAJ名品商番品

DKH-SS/RD ドットカンタンハーネス SS レッド \1,600  4580246105685

DKH-SS/PK ドットカンタンハーネス SS ピンク \1,600  4580246105692

DKH-SS/NV ドットカンタンハーネス SS ネイビー \1,600  4580246105708

DKH-S/RD ドットカンタンハーネス S レッド \2,000  4580246105715

DKH-S/PK ドットカンタンハーネス S ピンク \2,000  4580246105722

DKH-S/NV ドットカンタンハーネス S ネイビー \2,000  4580246105739

DKH-M/RD ドットカンタンハーネス M レッド \2,500  4580246105746

DKH-M/PK ドットカンタンハーネス M ピンク \2,500  4580246105753

DKH-M/NV ドットカンタンハーネス M ネイビー \2,500  4580246105760

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



ドット シリーズ

ドットリード

小さめのドットが散りばめられたシンプルなデザインがかわいい、超小型犬～中型犬に最適なリードで

す。ジョイント部分には、装着が簡単なナスカンを使用しています。シンプルなデザインなので、どんな

お洋服にも合わせやすいのもうれしいポイントです♪

レッド／ピンク／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.0cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.0cm

ドーコNAJ名品商番品

DTL-SS/RD ドットリード SS レッド \1,400  4580246105807

DTL-SS/PK ドットリード SS ピンク \1,400  4580246105814

DTL-SS/NV ドットリード SS ネイビー \1,400  4580246105821

8385016420854 006,1\ドッレ S ドーリトッドDR/S-LTD

5485016420854 006,1\クンピ S ドーリトッドKP/S-LTD

DTL-S/NV ドットリード S ネイビー \1,600  4580246105852

9685016420854 000,2\ドッレ M ドーリトッドDR/M-LTD

DTL-M/PK ドットリード M ピンク \2,000  4580246105876

DTL-M/NV ドットリード M ネイビー \2,000  4580246105883

ドットフロントハーネスリード

小さめのドットが散りばめられたシンプルなデザインがかわいい、超小型犬～小型犬に最適なハーネス

付きリードです。負担のかかりやすい胸周りと胴周りの2ヵ所をやさしく包み込むハーネスの裏地部分に

は、柔らかいメッシュ生地を使用しており、ワンちゃんにかかる負担を軽減します。

レッド／ピンク／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重3kg以下） 

胴回り 約26～40cm／全長 約120cm

S（小型犬用／適応体重7kg以下） 

胴回り 約32～46cm／全長 約120cm

ドーコNAJ名品商番品

DFH-SS/RD ドットフロントハーネスリード SS レッド \2,300  4580246105920

DFH-SS/PK ドットフロントハーネスリード SS ピンク \2,300  4580246105937

DFH-SS/NV ドットフロントハーネスリード SS ネイビー \2,300  4580246105944

DFH-S/RD ドットフロントハーネスリード S レッド \2,500  4580246105951

DFH-S/PK ドットフロントハーネスリード S ピンク \2,500  4580246105968

DFH-S/NV ドットフロントハーネスリード S ネイビー \2,500  4580246105975

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



シュシュドット シリーズ

シュシュドットピンカラー キャット

水玉柄のシュシュタイプの猫用首輪です。伸縮するので、万が一の際、首輪から首が抜けやすい安全

設計になっています。

レッド／ネイビー／ピンク／

ブラック／ブラウン／パープル

（猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約17～22cm

ドーコNAJ名品商番品

CDPC-C/RD シュシュドットピンカラー キャット レッド \780  4580246108341

CDPC-C/NV シュシュドットピンカラー キャット ネイビー \780  4580246108358

CDPC-C/PK シュシュドットピンカラー キャット ピンク \780  4580246108365

CDPC-C/BK シュシュドットピンカラー キャット ブラック \780  4580246108372

CDPC-C/BR シュシュドットピンカラー キャット ブラウン \780  4580246108389

CDPC-C/PU シュシュドットピンカラー キャット パープル \780  4580246108396

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代



トリコロール シリーズ

トリコロールリード

お散歩の定番、握りやすいロープ状の3色リードです。豊富なサイズとカラーバリエーションをご用意し

ました。※カラーバリエーションはサイズにより異なります。 

【8mm幅、18mm幅】4色展開（赤桃茶／紫黒黄／赤青白／黒桃白） 

【10mm幅、12mm幅、15mm幅】6色展開（赤桃茶／紫黒黄／赤青白／黒桃白／黒青茶／黄黒茶） 

【21mm幅】4色展開（赤桃茶／赤青白／黒青茶／黄黒茶） 

赤桃茶／紫黒黄／赤青白／ 

黒桃白／黒青茶／黄黒茶

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 8mm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 10mm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 12mm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約120cm／幅 15mm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約120cm／幅 18mm

LL（大型犬用／適応体重40kg以下） 

全長 約120cm／幅 21mm

ドーコNAJ名品商番品

TLL-08/RPB

TLL-08/PBY

TLL-08/RBW

TLL-08/BPW

TLL-10/RPB

TLL-10/PBY

TLL-10/RBW

TLL-10/BPW

TLL-10/BBB

TLL-10/YBB

TLL-12/RPB

TLL-12/PBY

TLL-12/RBW

TLL-12/BPW

TLL-12/BBB

TLL-12/YBB

TLL-15/RPB

TLL-15/PBY

TLL-15/RBW

TLL-15/BPW

TLL-15/BBB

TLL-15/YBB

TLL-18/RPB

TLL-18/PBY

TLL-18/RBW

TLL-18/BPW

トリコロールリード S（8mm幅） 赤桃茶

トリコロールリード S（8mm幅） 紫黒黄

トリコロールリード S（8mm幅） 赤青白

トリコロールリード S（8mm幅） 黒桃白

トリコロールリード M（10mm幅） 赤桃茶

トリコロールリード M（10mm幅） 紫黒黄

トリコロールリード M（10mm幅） 赤青白

トリコロールリード M（10mm幅） 黒桃白

トリコロールリード M（10mm幅） 黒青茶

トリコロールリード M（10mm幅） 黄黒茶

トリコロールリード M（12mm幅） 赤桃茶

トリコロールリード M（12mm幅） 紫黒黄

トリコロールリード M（12mm幅） 赤青白

トリコロールリード M（12mm幅） 黒桃白

トリコロールリード M（12mm幅） 黒青茶

トリコロールリード M（12mm幅） 黄黒茶

トリコロールリード L（15mm幅） 赤桃茶

トリコロールリード L（15mm幅） 紫黒黄

トリコロールリード L（15mm幅） 赤青白

トリコロールリード L（15mm幅） 黒桃白

トリコロールリード L（15mm幅） 黒青茶

トリコロールリード L（15mm幅） 黄黒茶

トリコロールリード L（18mm幅） 赤桃茶

トリコロールリード L（18mm幅） 紫黒黄

トリコロールリード L（18mm幅） 赤青白

トリコロールリード L（18mm幅） 黒桃白

\600  4580246108662 

\600  4580246108679 

\600  4580246108686 

\600  4580246108693 

\800  4580246108709 

\800  4580246108716 

\800  4580246108723 

\800  4580246108730 

\800  4580298520641 

\800  4580298520658 

\1,000  4580246108747 

\1,000  4580246108754 

\1,000  4580246108761 

\1,000  4580246108778 

\1,000  4580298520665 

\1,000  4580298520672 

\1,300  4580246108785 

\1,300  4580246108792 

\1,300  4580246108808 

\1,300  4580246108815 

\1,300  4580298520689 

\1,300  4580298520696 

\1,600  4580246108822 

\1,600  4580246108839 

\1,600  4580246108846 

\1,600  4580246108853  

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代



ツートン反射 シリーズ

ツートン反射リード

お散歩の定番、握りやすいロープ状の2色リードです。リフレクト素材を編みこんでいるため、車のライト

や光に反射し、夜道も安心です。 豊富なサイズとカラーバリエーションをご用意しました。※カラーバリ

エーションはサイズにより異なります。

【8mm幅、18mm幅】4色展開（赤紫／桃茶／桃白／紫白）

【10mm幅、12mm幅、15mm幅】6色展開（赤紫／桃茶／桃白／紫白／青茶／黄茶）

赤紫／桃茶／桃白／紫白／青茶／ 

黄茶

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 8mm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 10mm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 12mm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約120cm／幅 15mm

L（大型犬用／適応体重30kg以下） 

全長 約120cm／幅 18mm

ドーコNAJ名品商番品

TRL-08/RDPU ツートン反射リード S（8mm幅） 赤紫 \800  4580246108860

TRL-08/PKBR ツートン反射リード S（8mm幅） 桃茶 \800  4580246108877

TRL-08/PKWH ツートン反射リード S（8mm幅） 桃白 \800  4580246108884

TRL-08/PUWH ツートン反射リード S（8mm幅） 紫白 \800  4580246108891

TRL-10/RDPU ツートン反射リード M（10mm幅） 赤紫 \1,000  4580246108907

TRL-10/PKBR ツートン反射リード M（10mm幅） 桃茶 \1,000  4580246108914

TRL-10/PKWH ツートン反射リード M（10mm幅） 桃白 \1,000  4580246108921

TRL-10/PUWH ツートン反射リード M（10mm幅） 紫白 \1,000  4580246108938

TRL-10/BLBR ツートン反射リード M（10mm幅） 青茶 \1,000  4580298520740

TRL-10/YLBR ツートン反射リード M（10mm幅） 黄茶 \1,000  4580298520757

TRL-12/RDPU ツートン反射リード M（12mm幅） 赤紫 \1,200  4580246108945

TRL-12/PKBR ツートン反射リード M（12mm幅） 桃茶 \1,200  4580246108952

TRL-12/PKWH ツートン反射リード M（12mm幅） 桃白 \1,200  4580246108969

TRL-12/PUWH ツートン反射リード M（12mm幅） 紫白 \1,200  4580246108976

TRL-12/BLBR ツートン反射リード M（12mm幅） 青茶 \1,200  4580298520764

TRL-12/YLBR ツートン反射リード M（12mm幅） 黄茶 \1,200  4580298520771

TRL-15/RDPU ツートン反射リード L（15mm幅） 赤紫 \1,500  4580246108983

TRL-15/PKBR ツートン反射リード L（15mm幅） 桃茶 \1,500  4580246108990

TRL-15/PKWH ツートン反射リード L（15mm幅） 桃白 \1,500  4580246109003

TRL-15/PUWH ツートン反射リード L（15mm幅） 紫白 \1,500  4580246109010

TRL-15/BLBR ツートン反射リード L（15mm幅） 青茶 \1,500  4580298520788

TRL-15/YLBR ツートン反射リード L（15mm幅） 黄茶 \1,500  4580298520795

TRL-18/RDPU ツートン反射リード L（18mm幅） 赤紫 \1,800  4580246109027

TRL-18/PKBR ツートン反射リード L（18mm幅） 桃茶 \1,800  4580246109034

TRL-18/PKWH ツートン反射リード L（18mm幅） 桃白 \1,800  4580246109041

TRL-18/PUWH ツートン反射リード L（18mm幅） 紫白 \1,800  4580246109058

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代



ギンガムチェック シリーズ

ギンガムチェックワンタッチカラー

パステル色がかわいいギンガムチェックの首輪です。バックル部分は使いやすいアジャスタータイプな

ので、ワンタッチでの着脱が可能です。

ピンク／ブルー／パープル SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約23～34cm

ドーコNAJ 名品商番品

GCWC-SS/PK ギンガムチェックワンタッチカラー SS ピンク \800  4580246109423

GCWC-SS/BL ギンガムチェックワンタッチカラー SS ブルー \800  4580246109430

GCWC-SS/PU ギンガムチェックワンタッチカラー SS パープル \800  4580246109447

GCWC-S/PK ギンガムチェックワンタッチカラー S ピンク \1,000  4580246109454

GCWC-S/BL ギンガムチェックワンタッチカラー S ブルー \1,000  4580246109461

GCWC-S/PU ギンガムチェックワンタッチカラー S パープル \1,000  4580246109478

ギンガムチェックカンタンハーネス

パステル色がかわいいギンガムチェックのハーネスです。バックル部分は、使いやすいワンタッチ式な

ので着脱がとってもカンタン！ 足を通して簡単に装着できるので、ハーネスに慣れていないワンちゃん

にもオススメです♪

ピンク／ブルー／パープル SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴周り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴周り 約35～50cm

ドーコNAJ 名品商番品

GCKH-SS/PK ギンガムチェックカンタンハーネス SS ピンク \1,300  4580246109485

GCKH-SS/BL ギンガムチェックカンタンハーネス SS ブルー \1,300  4580246109492

GCKH-SS/PU ギンガムチェックカンタンハーネス SS パープル \1,300  4580246109508

GCKH-S/PK ギンガムチェックカンタンハーネス S ピンク \1,700  4580246109515

GCKH-S/BL ギンガムチェックカンタンハーネス S ブルー \1,700  4580246109522

GCKH-S/PU ギンガムチェックカンタンハーネス S パープル \1,700  4580246109539

ギンガムチェックリード

パステル色がかわいいギンガムチェックのリードです。ジョイント部分には、装着が簡単なナスカンを使

用しています。「ギンガムチェックワンタッチカラー」や「ギンガムチェックカンタンハーネス」とセットでどう

ぞ♪

ピンク／ブルー／パープル SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm

ドーコNAJ 名品商番品

GCTL-SS/PK ギンガムチェックリード SS ピンク \1,200  4580246109546

GCTL-SS/BL ギンガムチェックリード SS ブルー \1,200  4580246109553

GCTL-SS/PU ギンガムチェックリード SS パープル \1,200  4580246109560

GCTL-S/PK ギンガムチェックリード S ピンク \1,400  4580246109577

GCTL-S/BL ギンガムチェックリード S ブルー \1,400  4580246109584

GCTL-S/PU ギンガムチェックリード S パープル \1,400  4580246109591

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



プチハート シリーズ

ワンタッチカラー

小さいハートがいっぱいのかわいいデザインの首輪です。

レッド／ブラウン／グリーン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約23～34cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約33～55cm

ドーコNAJ 名品商番品

PHWC-SS/RD プチハートワンタッチカラー SS レッド \900  4580298521440

PHWC-SS/BR プチハートワンタッチカラー SS ブラウン \900  4580298521457

PHWC-SS/GR プチハートワンタッチカラー SS グリーン \900  4580298521464

PHWC-S/RD プチハートワンタッチカラー S レッド \1,300  4580298521471

PHWC-S/BR プチハートワンタッチカラー S ブラウン \1,300  4580298521488

PHWC-S/GR プチハートワンタッチカラー S グリーン \1,300  4580298521495

PHWC-M/RD プチハートワンタッチカラー M レッド \1,700  4580298521501

PHWC-M/BR プチハートワンタッチカラー M ブラウン \1,700  4580298521518

PHWC-M/GR プチハートワンタッチカラー M グリーン \1,700  4580298521525

プチハートカンタンハーネス

小さいハートがいっぱいのかわいいデザインのハーネスです。両前脚に輪を通すタイプで、愛犬の体に

しっかりフィットします。

レッド／ブラウン／グリーン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴回り 約35～50cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

胴回り 約40～60cm

ドーコNAJ 名品商番品

PHKH-SS/RD プチハートカンタンハーネス SS レッド \1,600  4580298521532

PHKH-SS/BR プチハートカンタンハーネス SS ブラウン \1,600  4580298521549

PHKH-SS/GR プチハートカンタンハーネス SS グリーン \1,600  4580298521556

PHKH-S/RD プチハートカンタンハーネス S レッド \2,000  4580298521563

PHKH-S/BR プチハートカンタンハーネス S ブラウン \2,000  4580298521570

PHKH-S/GR プチハートカンタンハーネス S グリーン \2,000  4580298521587

PHKH-M/RD プチハートカンタンハーネス M レッド \2,500  4580298521594

PHKH-M/BR プチハートカンタンハーネス M ブラウン \2,500  4580298521600

PHKH-M/GR プチハートカンタンハーネス M グリーン \2,500  4580298521617

プチハートリード

小さいハートがいっぱいのかわいいデザインのリードです。ソフトな持ち手が手にやさしくなじみます。

レッド／ブラウン／グリーン SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.0cm

ドーコNAJ  名品商番品

4261258920854 004,1\ドッレ SS ドーリトーハチプDR/SS-LTHP

PHTL-SS/BR プチハートリード SS ブラウン \1,400  4580298521631

PHTL-SS/GR プチハートリード SS グリーン \1,400  4580298521648

5561258920854 006,1\ドッレ S ドーリトーハチプDR/S-LTHP

PHTL-S/BR プチハートリード S ブラウン \1,600  4580298521662

PHTL-S/GR プチハートリード S グリーン \1,600  4580298521679

6861258920854 000,2\ドッレ M ドーリトーハチプDR/M-LTHP

PHTL-M/BR プチハートリード M ブラウン \2,000  4580298521693

PHTL-M/GR プチハートリード M グリーン \2,000  4580298521709

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



パステルボーダー シリーズ

パステルボーダーワンタッチカラー

ふぞろいのボーダーがおしゃれ！元気なワンちゃんにぴったりの首輪です。

ピンク／グリーン／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首回り 約23～34cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首回り 約33～55cm

ドーコNAJ  名品商番品

PBWC-SS/PK パステルボーダーワンタッチカラー SS ピンク \900  4580298521983

PBWC-SS/GR パステルボーダーワンタッチカラー SS グリーン \900  4580298521990

PBWC-SS/NV パステルボーダーワンタッチカラー SS ネイビー \900  4580298522003

PBWC-S/PK パステルボーダーワンタッチカラー S ピンク \1,300  4580298522010

PBWC-S/GR パステルボーダーワンタッチカラー S グリーン \1,300  4580298522027

PBWC-S/NV パステルボーダーワンタッチカラー S ネイビー \1,300  4580298522034

PBWC-M/PK パステルボーダーワンタッチカラー M ピンク \1,700  4580298522041

PBWC-M/GR パステルボーダーワンタッチカラー M グリーン \1,700  4580298522058

PBWC-M/NV パステルボーダーワンタッチカラー M ネイビー \1,700  4580298522065

パステルボーダーカンタンハーネス

ふぞろいのボーダーがおしゃれ！元気なワンちゃんにぴったりのハーネスです。両前脚に輪を通すタイ

プで、愛犬の体にしっかりフィットします。

ピンク／グリーン／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

胴回り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

胴回り 約35～50cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

胴回り 約40～60cm

ドーコNAJ名品商番品

PHKH-SS/PK パステルボーダーカンタンハーネス SS ピンク \1,600  4580298522072

PHKH-SS/GR パステルボーダーカンタンハーネス SS グリーン \1,600  4580298522089

PHKH-SS/NV パステルボーダーカンタンハーネス SS ネイビー \1,600  4580298522096

PHKH-S/PK パステルボーダーカンタンハーネス S ピンク \2,000  4580298522102

PHKH-S/GR パステルボーダーカンタンハーネス S グリーン \2,000  4580298522119

PHKH-S/NV パステルボーダーカンタンハーネス S ネイビー \2,000  4580298522126

PHKH-M/PK パステルボーダーカンタンハーネス M ピンク \2,500  4580298522133

PHKH-M/GR パステルボーダーカンタンハーネス M グリーン \2,500  4580298522140

PHKH-M/NV パステルボーダーカンタンハーネス M ネイビー \2,500  4580298522157

パステルボーダーリード

ふぞろいのボーダーがおしゃれ！元気なワンちゃんにぴったりのリードです。ソフトな持ち手が手にやさ

しくなじみます。

ピンク／グリーン／ネイビー SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.0cm

ドーコNAJ  名品商番品

PHTL-SS/PK パステルボーダーリード SS ピンク \1,400  4580298522164

PHTL-SS/GR パステルボーダーリード SS グリーン \1,400  4580298522171

PHTL-SS/NV パステルボーダーリード SS ネイビー \1,400  4580298522188

PHTL-S/PK パステルボーダーリード S ピンク \1,600  4580298522195

PHTL-S/GR パステルボーダーリード S グリーン \1,600  4580298522201

PHTL-S/NV パステルボーダーリード S ネイビー \1,600  4580298522218

PHTL-M/PK パステルボーダーリード M ピンク \2,000  4580298522225

PHTL-M/GR パステルボーダーリード M グリーン \2,000  4580298522232

PHTL-M/NV パステルボーダーリード M ネイビー \2,000  4580298522249

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代



ピンストライプ シリーズ

ピンストライプワンタッチカラー

ピンストライプで洗練されたおしゃれが楽しめる首輪です。バックル部分は使いやすいアジャスタータイ

プなので、ワンタッチでの着脱が可能です。

レッド／ブラック／ブルー／

ブラウン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首周り 約15～24cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首周り 約23～34cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首周り 約33～55cm

ドーコNAJ名品商番品

PSWC-SS/RD ピンストライプワンタッチカラー SS レッド \900  4580298523864

PSWC-SS/BK ピンストライプワンタッチカラー SS ブラック \900  4580298523871

PSWC-SS/BL ピンストライプワンタッチカラー SS ブルー \900  4580298523888

PSWC-SS/BR ピンストライプワンタッチカラー SS ブラウン \900  4580298523895

PSWC-S/RD ピンストライプワンタッチカラー S レッド \1,300  4580298523901

PSWC-S/BK ピンストライプワンタッチカラー S ブラック \1,300  4580298523918

PSWC-S/BL ピンストライプワンタッチカラー S ブルー \1,300  4580298523925

PSWC-S/BR ピンストライプワンタッチカラー S ブラウン \1,300  4580298523932

PSWC-M/RD ピンストライプワンタッチカラー M レッド \1,700  4580298524267

PSWC-M/BK ピンストライプワンタッチカラー M ブラック \1,700  4580298524274

PSWC-M/BL ピンストライプワンタッチカラー M ブルー \1,700  4580298524281

PSWC-M/BR ピンストライプワンタッチカラー M ブラウン \1,700  4580298524298

ピンストライプカンタンハーネス

ピンストライプで洗練されたおしゃれが楽しめるハーネスです。バックル部分は、使いやすいワンタッチ

式なので着脱がとってもカンタン！ 足を通して簡単に装着できるので、ハーネスに慣れていないワン

ちゃんにもオススメです♪

レッド／ブラック／ブルー／

ブラウン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首周り 約30～44cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

首周り 約35～50cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

首周り 約40～60cm

ドーコNAJ名品商番品

PSKH-SS/RD ピンストライプカンタンハーネス SS レッド \1,600  4580298523949

PSKH-SS/BK ピンストライプカンタンハーネス SS ブラック \1,600  4580298523956

PSKH-SS/BL ピンストライプカンタンハーネス SS ブルー \1,600  4580298523963

PSKH-SS/BR ピンストライプカンタンハーネス SS ブラウン \1,600  4580298523970

PSKH-S/RD ピンストライプカンタンハーネス S レッド \2,000  4580298523987

PSKH-S/BK ピンストライプカンタンハーネス S ブラック \2,000  4580298523994

PSKH-S/BL ピンストライプカンタンハーネス S ブルー \2,000  4580298524007

PSKH-S/BR ピンストライプカンタンハーネス S ブラウン \2,000  4580298524014

PSKH-M/RD ピンストライプカンタンハーネス M レッド \2,500  4580298524304

PSKH-M/BK ピンストライプカンタンハーネス M ブラック \2,500  4580298524311

PSKH-M/BL ピンストライプカンタンハーネス M ブルー \2,500  4580298524328

PSKH-M/BR ピンストライプカンタンハーネス M ブラウン \2,500  4580298524335

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代



ピンストライプ シリーズ

ピンストライプリード

ピンストライプで洗練されたおしゃれが楽しめるリードです。ジョイント部分には、装着が簡単なナスカン

を使用しています。「ピンストライプ」シリーズの首輪やハーネスとセットでどうぞ♪

レッド／ブラック／ブルー／

ブラウン

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1cm

S（小型犬用／適応体重10kg以下） 

全長 約120cm／幅 約1.5cm

M（中型犬用／適応体重20kg以下） 

全長 約120cm／幅 約2.0cm

ドーコNAJ名品商番品

1204258920854 004,1\ドッレ SS ドーリプイラトスンピDR/SS-LTSP

PSTL-SS/BK ピンストライプリード SS ブラック \1,400  4580298524038

5404258920854 004,1\ールブ SS ドーリプイラトスンピLB/SS-LTSP

PSTL-SS/BR ピンストライプリード SS ブラウン \1,400  4580298524052

9604258920854 006,1\ドッレ S ドーリプイラトスンピDR/S-LTSP

6704258920854 006,1\クッラブ S ドーリプイラトスンピKB/S-LTSP

3804258920854 006,1\ールブ S ドーリプイラトスンピLB/S-LTSP

0904258920854 006,1\ンウラブ S ドーリプイラトスンピRB/S-LTSP

2434258920854 000,2\ドッレ M ドーリプイラトスンピDR/M-LTSP

9534258920854 000,2\クッラブ M ドーリプイラトスンピKB/M-LTSP

6634258920854 000,2\ールブ M ドーリプイラトスンピLB/M-LTSP

3734258920854 000,2\ンウラブ M ドーリプイラトスンピRB/M-LTSP

ピンストライプピンバックルカラー

ピンストライプで洗練されたおしゃれが楽しめる首輪です。ベルトタイプのカラーなので、ワンちゃんの首

に合わせてしっかり装着することができます。

レッド／ブラック／ブルー／

ブラウン

3S（超ミニ犬用／適応体重3kg以下） 

首回り 約15～20cm

SS（超小型犬用／適応体重5kg以下） 

首回り 約19～24cm

ドーコNAJ 名品商番品

PSPC-3S/RD ピンストライプピンバックルカラー 3S レッド \800  4580298524106

PSPC-3S/BK ピンストライプピンバックルカラー 3S ブラック \800  4580298524113

PSPC-3S/BL ピンストライプピンバックルカラー 3S ブルー \800  4580298524120

PSPC-3S/BR ピンストライプピンバックルカラー 3S ブラウン \800  4580298524137

PSPC-SS/RD ピンストライプピンバックルカラー SS レッド \900  4580298524144

PSPC-SS/BK ピンストライプピンバックルカラー SS ブラック \900  4580298524151

PSPC-SS/BL ピンストライプピンバックルカラー SS ブルー \900  4580298524168

PSPC-SS/BR ピンストライプピンバックルカラー SS ブラウン \900  4580298524175

シュシュピンストライプピンカラー キャット

ピンストライプで洗練されたおしゃれが楽しめるシュシュタイプの猫用鈴付首輪です。伸縮するので、万

が一の際、首輪から首が抜けやすい安全設計になっています。

レッド／ブラック／ブルー／ブラウン （猫用／適応体重5kg以下） 

首回り 約17～22cm

ドーコNAJ  名品商番品

CPPC-C/RD シュシュピンストライプピンカラー キャット レッド \780  4580298523826

CPPC-C/BK シュシュピンストライプピンカラー キャット ブラック \780  4580298523833

CPPC-C/BL シュシュピンストライプピンカラー キャット ブルー \780  4580298523840

CPPC-C/BR シュシュピンストライプピンカラー キャット ブラウン \780  4580298523857

※デザインや素材は予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

参考上代

参考上代

参考上代




