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豊かな自然と美味しい
食べ物に恵まれた町、新潟。
愛犬と楽しく安心して暮らすのに欠かせない施設や
お店もとても充実しています。私たちは愛犬とともに
豊かに過ごす皆様の暮らしを応援しています。

Map

ペットショップ
グルーミングハウスおおはし
新潟市東区牡丹山 6-5-9　　Tel.025-274-59691

ミリオンペット　松崎本店
新潟市東区新松崎 3-2-3　　Tel.025-270-14463

ペットフォレスト新潟店
新潟市中央区堀之内 18 番地　　Tel.025-282-12122

ペッツアベニュースマイルワン
新潟市中央区紫竹山 3-7-29　　Tel.025-255-12307

ドッグパーティー
新潟市北区松浜みなと 41-36　　Tel.025-278-72774

幼稚園

ドッグカフェ

ハッピーテイル
新潟市中央区竜が島 1-1-36　　Tel.025-256-87205

ペッツアベニュースマイルワン万代店
新潟市中央区万代 1-2-19　　Tel.025-290-71248

お散歩に適した公園

その他
shuna's closet  シュナズ　クローゼット
新潟市中央区本町通5番町「人情横丁」内 Tel.090-6928-219215

JETS（ジェッツ）東中通店
新潟市中央区寺裏通 2-269-6　　Tel.025-223-77796

BAKE UP
新潟市中央区長潟 1026　新潟県立スポーツ公園内
Tel.025-288-6335

9

cake rita　（ケーク　リタ）　
新潟市中央区本町通 5 番町「人情横丁」内　　Tel.090-1103-367816

ペットケア　りんりん
新潟市中央区堀之内 48-4-504　　Tel.090-6940-430817

海の家　静浜亭
新潟市中央区関屋 1-24　　Tel.070-4358-315818

トリミングサロン　ペットホテル

N
愛犬と暮らしたい街

Vol.1

新潟

10 阿賀野川河川公園 新潟市東区本所地先

11 西大畑公園 新潟市中央区西大畑町 5191 番地

12 鳥屋野潟公園
新潟市中央区女池 3-1-3 ／新潟市中央区鐘木 451 番地

13 濁川公園 新潟市北区濁川 686 番地 1

14 島見緑地 新潟市北区島見町
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18 6 15 1. グルーミングハウス
   おおはし
1. グルーミングハウス
   おおはし
トリミングサロンはもちろん当
店で産まれた可愛い赤ちゃんた
ちも常時販売中！両親に会える
ので安心♡
新潟市東区牡丹山 6-5-9
tel. 025-274-5969

8. ペッツアベニュー
スマイルワン 万代店
8. ペッツアベニュー
スマイルワン 万代店
ワンちゃんの「スマイルわんぱーく幼稚園」愛犬
と飼い主様が共に学べる「スマイルわんわんスクー
ル」ストレスフリーを実現したペットホテル「ハ
ピネスガーデン」「安心」「信頼」「健康」をコンセ
プトに掲げております。

新潟市中央区万代 1-2-19
tel. 025-290-7124

15.shuna's closet
   シュナズ　クローゼット
15.shuna's closet
   シュナズ　クローゼット
おしゃれなのにプチプライス　オー
ダーウエアー　オーダーカラー＆リー
ドをお作りします。

新潟市中央区本町通5番町「人情横丁」内
tel.090-6928-2192

6.JETS （ジェッツ）
   東中通店
6.JETS （ジェッツ）
   東中通店
一頭一頭に合わせた安心安
全なトリミング、そしてワ
ンちゃんが喜んでまた来た
くなるようなお店を目指し
ています。いつでもおやつ
食べに寄ってね～♪

新潟市中央区寺裏通 2-269-6
tel. 025-223-7779

4. ドッグパーティー4. ドッグパーティー
わんちゃんと飼い主さんの快適
なペットライフを応援します。
ペットホテルは 24 時間係員が
常駐なので安心。新潟市内 10
㎞以内は送迎無料です。

新潟市北区松浜みなと41-36
tel. 025-278-7277

3. ミリオンペット
    松崎本店
3. ミリオンペット
    松崎本店
「20 歳のわんこ＆にゃんこ」を
目指し、わんちゃん・ネコちゃ
んと飼い主様の充実したペット
ライフを応援いたします。優し
さが伝わるトリミング、安心の
ペットホテル、元気いっぱいの
スタッフがお待ちしております。

新潟市東区新松崎 3-2-3
tel. 025-270-1446

5. ハッピーテイル5. ハッピーテイル
ワンちゃんのトリミング・
ホテル・保育。一時預かりや
しつけの相談もしています。

新潟市中央区竜が島 1-1-36
tel. 025-256-8720

16.cake rita
     （ケーク リタ）　
16.cake rita
     （ケーク リタ）　
カラダに良い素材で作っ
たわんこのおやつ販売
（飼い主さんと一緒に食
べれます）

新潟市中央区本町 5番町
「人情横丁」内
tel. 090-1103-3678

17. ペットケア りんりん17. ペットケア りんりん
新潟市全域にお伺いし、現在のワンちゃんの状態にあっ
た訪問介護・リハビリ・シッターサービスを行ってい
ます。マニュアルに沿ったサービスではなく、カウン
セリングに重点を置きワンちゃんの個性にあわせたケ
アを心がけています。

新潟市中央区堀之内 48-4-504
tel. 090-6940-4308

18. 海の家　静浜亭　18. 海の家　静浜亭　
ワンちゃんと一緒に海水浴。そ
の後はワンちゃん専用シャワー
室できれいになれます！

新潟市中央区関屋 1-24
tel. 070-4358-3158

10. 阿賀野川河川公園10. 阿賀野川河川公園
広々とした芝生があり、家族連
れに人気スポット

新潟市東区本所地先

19. 愛犬家住宅の大裕建設19. 愛犬家住宅の大裕建設
愛犬との心地よい生活をお手伝い。

新潟市北区仏伝 20-11
tel. 025-388-2444

13. 濁川公園13. 濁川公園
池の周りを散策しながら散歩が
できます

新潟市北区濁川 686番地 1

11. 西大畑公園11. 西大畑公園
美術館前の公園
ゆったりと過ごせそう

新潟市中央区西大畑町
5191 番地

14. 島見緑地14. 島見緑地
近くにドッグランもあります

新潟市北区島見町

7. ペッツアベニュー
   スマイルワン
7. ペッツアベニュー
   スマイルワン
ワンちゃんの社会化幼稚園「スマイ
ルワンパーク幼稚園」愛犬と飼い主
様が共に学べる「安心」と「信頼」
そして「健康」をコンセプトにセレ
クトした商品を取り扱う総合ペット
ショップです。

新潟市中央区紫竹山 3-7-29
tel. 025-255-1230

2. ペットフォレスト 新潟店2. ペットフォレスト 新潟店
トリミング、ホテル、ペット用品販売
ペットに必要なものがたくさん揃って
います。しつけなどのお悩み相談も気
軽にスタッフにお声がけくださいませ。
お客様のお力になれるよう全力でサ
ポートさせていただきます！

新潟市中央区堀之内 18番地
tel. 025-282-1212

9.BAKE UP9.BAKE UP
新潟県スポーツ公園内にある
Bakery&cafe です。テラス
席では、ワンちゃんと一緒に
お食事を楽しんでもらえます。
ベーカリーではワンちゃん用
のクッキーもご用意しており
ます。

新潟市中央区長潟 1026
新潟県立スポーツ公園内
tel. 025-288-6335

12. 鳥屋野潟公園12. 鳥屋野潟公園
鳥屋野潟周辺の公園でイベント
も多く開催されています

新潟市中央区女池 3-1-3
新潟市中央区鐘木 451番地19 愛犬家住宅の大裕建設

新潟市北区仏伝 20-11 Tel.025-388-2444

※施設、店舗の写真をクリックしますと各ホームページへリンクします。
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