
東京２３区初	 会員制	 屋上ミニドッグラン付きカフェ&バー 

	 	 〜小型犬専用（６kg位まで）・会員様年間頭数限定〜 

 

★お散歩の途中ちょっと一休みに★ワンちゃんの足洗い場あり★ 

 
営業時間	  
	 	 ★ドッグラン 

	 	 １１：００〜１８：００（夏期） 
	 	 １１：００〜１５：００（冬期） 

※	 日没が１８時より早い場合日没まで 
※	 暑い日、寒い日、雨の日、風の強い日は閉鎖 

	 	 ★カフェ&バー（ワンちゃんは入店出来ません） 
	 	 	 	 １１：００〜２４：００ 

	 	 ※ラストオーダー	 ２３：００（フード） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２３：３０（ドリンク） 

定休日	 	 毎週	 月曜日（月２回火曜日） 
 
 
 
ご利用料金 

★	 年会費（登録日より１年間）：￥１０００	 更新料：￥５００ 
有効期限の 1ヶ月前から更新の受付を開始致します。 
１日：￥１００	 ラン内で遊ばないワンちゃんは無料 
必ず１ドリンクのご注文をお願いします。（テイクアウト形式：ご注文を伺いド

リンクをお持ちした際お会計ください） 
混雑時は時間制限（1時間）交代でお使い下さい。 
※	 会員様特典：ワンちゃんギフト、 DLC(ドックライフカウンセラー)の資格者
によるしつけ教室・セミナー&相談会・販売商品割引 

★	 毎日１１：００〜１４：００まで貸切予約のお客様優先の時間帯と 
させていただきます。ラン外は可能ですが、入場制限がある場合もございます。 
 

 
 



 
 
 
ご利用方法 

★	 ワンちゃんの写真付き会員様カードを発行いたします。毎回カードを 
ご提示してください。 
登録にはお客様の身分証明書・犬の混合ワクチン証明書及び狂犬病予防注射済票 
（接種後１年以内）をご提示頂きます。なお、ご提示いただけない場合、または 
ワンちゃんの状態によってはご利用いただけない場合もございます。 

	 	 	  
	 	 	 ★生後６ヶ月〜１０歳以下のワンちゃんに限りご登録いただけます。 
	 	 	  
	 	 	 ★ご利用の際は５F	 ルーチェにお声がけください。 
	 	 	  
	 	 	 ★エレベーター内は、他のお客様のご迷惑になりますので必ずだっこ、ベビーカー、 
	 	 	 	 bag、キャリー等でお乗りください。 
	 	 	  
	 	 	 ★見学は、お電話にてご予約をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ミニドッグランご利用規約 
 

★	 可愛いワンちゃんにリードなしで遊ばせてあげたい！他のワンちゃんと仲良く

遊ばせてあげたい！などの飼い主様のご要望を実現するために作りました。 
小さなドッグランですが、大切にご使用ください。 

★	 ご利用するワンちゃんと皆様が安全・安心して過ごせる様にご理解とご協力を 
お願いします。尚、犬の賞歴、血統、体格、障害等に関する差別はしないでくだ 
さい。勿論、飼い主様間の誹謗中傷差別行為などあってはなりません。お守り頂

けないお客様はご利用をお断りする場合がございます。あらかじめご了承くださ

い。 
	 	 	  ★ご利用される方同士協力し秩序を乱さないこと、 

免責事項 
１、	 ご利用いただいたことによるトラブル（犬の喧嘩・怪我など）は当事者間にて 

ご解決ください。 
２、	 ご利用いただいたことによる損害（怪我・逃亡・誤飲など）にたいして、 

当店は一切責任を持ちません。 
３、	 本規定はお客様のご意見に基づき改訂されることがございます。ご利用の前にご

確認ください。 
 

ご利用方法 

 『東京都動物の愛護及び管理に関する条例』に基づき 
	 規定に加え、注意事項を承諾・注意・厳守しマナーの向上に努めてください。 
 
犬の飼い主の義務 
★狂犬病予防法執行規則第１１条１項：狂犬病予防注射を４月１日から６月３０日までの 
	 間に受けなければならない。ただし、３月２日以降において既に狂犬病の予防注射を受	 	 	 	 	 	 	  
	 けた犬についてはこの限りではない。 
★狂犬病予防法執行規則第４条１項・２項：犬の所有権は、犬を取得した日（生後９０日	  
	 以内の犬を取得した場合は、生後９０日を経過した日）から３０日以内に区市町村に登	  
	 録申請をし、鑑札の交付を受ける。 
★同第３項：犬の所有者は、上記鑑札を犬に付けておかなければならない。 
★同法第５条１項・２項：犬の所有者は、狂犬病の予防注射を年１回受けさせ注射済み票 



	 の交付を受ける。 
★同第３項：犬の所有者は上記注射済み票を犬に付けておかなければならない。 
 
 
健康面	 ★狂犬病予防接種・５種以上混合ワクチン等の予防接種が１年以内に済んで 
	 	 	 	 	 いること 

	 ★ノミ・ダニなど外部寄生虫のいないこと 
	 	 	 	 ★消化器寄生虫のいないこと 
	 	 	 	 ★皮膚病など伝染性疾患が現症としてないこと	  

	 	 シーズン中の雌犬は約１ヶ月間ご利用をご遠慮ください 
 
社会面	 ★他の犬・人間に対して攻撃性がないこと 
 
 
①	 ご利用時は、１年以内に接種した各証明書と置き去り防止の為、飼い主様の身分証明

書を必ずご持参ください。（更新の際も同様） 
②	 ミニドッグランに入る時は必ずリードを付け他のワンちゃんになれてからリードを外

してください。他のワンちゃんが外へ出ないよう注意してください。複数のワンちゃ

んがいる場合目をはなさないでください。体力のないワンちゃんや激しい遊びを好ま

ないワンちゃんもいます。思いやりを持って全てのワンちゃんと飼い主が楽しめるよ

うにして下さい。（ご家庭の環境とは違う為思わぬ行動を取る事があります） 
③	 ドッグランを清潔に保つためトイレを済ませてからご利用ください。 
④	 ミニドッグラン以外では必ずリードを所定の場所に付けてください。（柵に付けたりし

ないこと）巻き取り式リードのご使用は出来ません。 
⑤	 ミニドッグランは２〜３頭まで。譲り合いご使用ください。安全上問題があると判断

した場合ご利用を制限させて頂きます。 
⑥	 他のワンちゃんと仲良く出来ない、飼い主の命令に従わない（呼んでも戻ってこない

などの訓練が不十分なワンちゃんは）貸し切りをご利用ください。 
⑦	 他のワンちゃんを追いかけまわしたり、マウンティングをしたら止めさせてください。 
⑧	 威嚇・攻撃行動に関してはトラブルに発展する前に制止して下さい。万が一ケンカや

トラブルが起こった際は即座に制御出来るようにしてください。 
⑨	 吠え声は近隣の迷惑となりますので、吠え続けるのを止めさせてください。 
⑩	 持ち込んだゴミやフンはお持ち帰りください。飼い主としての責任を持って排泄物の

処理をしましょう。オシッコをした場合速やかに当店スタッフにご連絡ください。 
⑪	 ワンちゃんの毛のブラッシングや、取り除いた毛を放置する事は禁止です。 
⑫	 マーキングするワンちゃんはマナーベルトかオムツをしてください。 
⑬	 ドッグラン出入りの際は、必ず扉を閉めてください。 
⑭	 ドッグラン内での餌・おやつはご遠慮ください。他のワンちゃんとのトラブルの原因



になります。（水分補給のみ）ボール等の玩具は使用しないでください。（トラブルの

原因や誤飲の事故防止の為） 
⑮	 他のワンちゃんに触る行為をする場合飼い主様にご確認ください。 
⑯	 小さなお子様がむやみに大声を出したり走り回ったりすることは、ワンちゃんを興奮

させかねませんので止めてください。 
⑰	 安全の為、屋上の柵には寄りかかったりしないでください。 
⑱	 その他備品等を破損させた場合請求させていただきます。 
⑲	 ビルのエレベーター内は他のお客様の迷惑になりますので、抱っこ・ベビーカー・キ

ャリー・バック等を使用のうえ床を歩かせないでください。ご利用の際は、５F ルー
チェにお声がけください。 

⑳	 危険と思ったら利用を中止してください。トラブルは自己責任に帰します。 
ワンちゃんを置き去りにしないでください。トイレなどの場合（５F ルーチェ使用） 
スタッフにお声がけください。 
他、当店スタッフの指示には従ってください。会員証の提示を求めた場合速やかにご

提示ください。 
 
万が一トラブルが発生しまった場合は、互いの連絡先の交換を必ず行ってください。

それぞれが賠償責任保険に加入することをお勧めします。 
※	 人を噛んだ場合、飼い主は適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する

措置をとると共に、その事故及びその後の措置について事故発生時から 24
時間以内に、動物愛護センターか保健所に届出を提出してください。また、

飼い主は事故発生時から 48 時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無につ
いて獣医師に診察させてください。これらの届出は条例で義務付けられてい

ます。la Luceにも必ず報告してください。 
	 	 	 	 	 	 飼い主が飼い犬に噛まれた場合も同様です。 

動物愛護相談センター：０４２−５８１−７４３５ 
 

※	 年会費（登録日より１年間）：￥１０００	 更新料：￥５００ 
紛失その他の再発行には 1枚につき 300円の手数料をお支払い下さい。 
1頭につき１枚です。 

※	 ワンちゃんセット￥３００（ウンチ袋・ウエットティッシュ・ティッシュ・

おやつ等）もご用意しております。 
※ 定休日	 毎週月曜（月２回火曜日） 
  １１：００〜１８：００（夏期）１１：００〜１５：００（冬期） 

            日没が１８時より早い場合日没まで 
	 	  	 	 	  暑い日、寒い日、雨の日、風の強い日は閉鎖いたします。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 上記	 税抜金額となります。 


