
①　一年以内のワクチン証明書の確認をさせて頂きます。

②　料金は大きさ・毛量・毛質・ワンちゃん猫ちゃんの性格によっては多少の変動がございます。

③　噛みつく、暴れる等ワンちゃん猫ちゃんの性格や状況によりトリミングが出来ないと判断した場合お断りさせていただく
　　 ことがございます。

④　幼犬（生後３か月以下）及び持病のあるワンちゃん猫ちゃんを除く１２歳未満の健康なワンちゃん猫ちゃんに限ります。
　
⑤　トリミング中ワンちゃん猫ちゃんの体調が悪くなったり極度の興奮状態になった場合には手早く仕上げを行ったり、作業
　　 を中断させていただくことがございますが料金の割引、返金等は致しません。尚、その場合当サロンは一切責任を
　　 負いかねます。

⑥　トリミング中、万が一体調を崩した時などは動物病院を手配させていただきます。その際の治療費等の諸費用は別途
　　 請求させていただきます。

⑦　皮膚の弱いワンちゃん猫ちゃんの場合、シャンプー類のお持ち込みも可能です。ご相談下さい
　　
⑧　ノミ・ダニがいる場合はお断りする場合がございます。また作業中に見つかった場合には途中でもお返しすることが
　　 ございます。ノミ・ダニ駆除をして再度ご来店をお願い致します。

⑨　不慮の事故・持病・特異体質・自然災害によるトラブル（怪我・死亡・逃亡）につきましては、当サロンでは一切の責任を
　　 負いかねます。

⑩　預かり中万が一発病や体調不良などの異常を発見した場合、お客様にご連絡し対応を致しますが、賠償・損害補償
　　 などの責任は負いかねます。またご連絡が付かず当店の判断で対応した際の治療費等の諸費用につきましてもお客
　　 様のご負担とさせて頂きます。

⑪　営業時間内に引き取りに来られない場合は必ずご連絡をください。３日以上経過しても全くご連絡がない場合には、
　　 理由の如何に関わらずこちらで行政に委託することになります。その際の費用及び７２時間分の預かり料金は全額
　　 お客様のご負担になります。

⑫　ワンちゃん猫ちゃんが高齢の場合、いかなる場合においても当サロンでは一切の責任を負いかねます。またやり直しや
　　 返金も致しかねます。

⑬　ワンちゃん猫ちゃんに強度の毛玉がある場合、最善は尽くしますが毛玉取りの最中に皮膚を傷つけてしまう恐れが
　　 あります。また、毛玉の下の皮膚は強く引っ張られ通気性がない状態の為たいへん弱くなっている事がございますが、
　　 その点につきましても当サロンでは一切の責任を負いかねます。

⑭　ワンちゃん猫ちゃんが、ワクチン未接種の場合はいかなる状況や場合においても当サロンでは一切の責任を負いか
　　 ねます。

※　上記すべてお読みになり、ご了承頂けましたら下記に記入をお願い致します。

ト リ ミ ン グ 同 意 書

お客様ご署名欄

上記の内容に異存ありません 平成　　　　　年　　　　月　　　　日

〒　　　　　－

氏名 連絡先

住所

※本文書内容の無断転載・無断使用を固く禁じます。

ペットサロン テディーハウス
〒400-0117 山梨県甲斐市西八幡672　TEL. 055-267-9100　URL. https://teddyhouse.jp/



1,　Please show the certificate of mixed vaccine which is issued within a year.

2, Price will be changed up to the size of your lovely pet, volume and quality of hair and character of them.

3, We may decline the service if we determine it is difficult for us to perform our services in case your lovely pet
    bites, behaves violently or any other tough situation.

4, Young dog(less than 3months), your lovely pet who has chronic symptoms and more than 12 years old
　
5, During the trimming service, we may stop the service if your lovely pet got a sick or extremely excited
    but cannot discount our price or refund a payment in above situation. And we cannot take any responsibility 
    against above.

6, We will contact an animal doctor in case your lovely pet got sick. We will charge you all the expense like
    medical treatment in this case.

7, Please bring your specific shampoo in case the skin of your lovely pet is weak. 
　　
8, We may decline to provide our service if fleas and ticks parasitic to your lovely pet. We may stop our service if
    fleas and ticks were found during the trimming service. Please remove them first and use our service again.

9, We cannot take responsibility in following cases. Any trouble related to unpredictable accident, chronic or 
    idiosyncrasy of your lovely pet and natural disasters. For example trouble means injure, death and flees.

10, During a stay, we inform to you and then ask animal doctor in case any disease or unusual symptoms were
     found on your lovely pet. All the fee of medical treatment shall be charged to you if the matter was NOT
     based on our carelessness. We cannot take responsibility against damages and compensation.

11, Please inform to us certainly if you cannot pick your lovely pet up within working time.
    We have to hand over your lovely pet to government agencies if you have NOT contacted us more than 72 hours.
    All the expense of above operations and the stay charge for 72 hours shall be paid by you.

12, We cannot take any responsibly if your lovely pet is old age. It is not possible for us to provide you a refund or
      rework.

13, Skin of your lovely pet may be injured if there is firm hairball on the skin although we try our best.
     Skin under a hairball may be weak because air permeability is not good and be pulled hardly with the hair.
     We cannot take any responsibility about above.

14, We cannot take any responsibility if mixed vaccine has not been performed for your lovely pet.

* Please read above details and make your signature if you accept all the contents.

Name Phone

Agreement of trimming service

Your signature

I fully read above terms and conditions and
hereby agree all the contents.

Date:         /           /                 

Address 〒　　　　　－

*Unauthorized reproduction prohibited.

Pet salon Teddy house
678 Nishihachiman, Kai City, Yamanashi Prefecture, 400-0117

TEL. 055-267-9100　URL. https://teddyhouse.jp/




