
http://laughdog.com/


普段使いはモチロン、水遊びでもドッグトレッキングでも

どこでも使えてどこでも便利なドッグカラーです。

革やナイロンよりも丈夫で耐久性があり、

どんなに濡れても汚れても

さっと洗って拭くだけでキレイになる。

夜間の散歩時に安心な光が当たると反射するプリント柄。

首輪にあったら嬉しいスペックを全部詰めこみました。

ポップなデザインと豊富なカラーバリエーションは、

街中からアウトドアまで使う場所を選びません。
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Product features

Webbing : 
BioThane® USA PVC or TPU coated webbing

Laugh Dog のドッグカラーとドッグリードは米国 BioThane 社の
BioThane® を使用しています。

BioThane®(https://www.biothane.us) は米国オハイオ州で製造されるポリエ
ステルに PVC または TPU をコーテーングした革に代わる新素材です。当初
は馬具に使用されていましたが 、完璧な防水性 、革やナイロンよりも優れた
耐久性、匂いもつかず汚れても清掃が容易な防汚性、安全性、広い温度範囲
の中で柔軟性が持続する事などが認められ  、現在は馬具以外にもドッグト
レーニングやハンティング用品 、工業業界、スポーツ用品、医療やミリタ
リー業界など、幅広い分野で採用されています。

BioThane®
 Coated Webbing

Cleanable, 
Durable, 

Waterproof
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Metallic parts : 
Stainless steel , Zinc die cast

ドッグカラーに使われている全てのメタルパーツは、錆の心配のないステン
レススチール製です。バックルはベルトの強度を下げるピン部のスリットを
空ける必要のないダブルバータイプを採用しました。
ドッグリードはリベットとDリングにステンレススチール製を使用、ナス
カンとOリングには亜鉛合金製の国産品を使用しています。

Print : 
Screen printing with reflective ink

プリントにはリフレクト塗料を使用しています。光が当たると真っすぐに反
射するので、夜間の散歩時など暗い状況での視認性が大きく高まります。



Dog collar  ''chain'' silver print   size S / M / L

カラー： ブラック、ブラウン

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

S サイズ　首輪巾： 約 1.3cm ￥1,800
・  ショート：約 18/19.5/21/22.5cm　重量：約 24g 
・  ロング     ：約 22.5/24/25.5/27cm　重量：約 25g

日本製6 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-collar-chain-print




Dog collar ''flower'' black print   size M / L

カラー： ピンク、ホワイト、グレー

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製

8 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-collar-black-flower-print-1-ml-size




Dog collar ''flower'' black print   size M / L

カラー： レッド、ティールグリーン、ブルー

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-black-flower-print-2-ml-size




Dog collar ''flower'' silver print   size M / L

カラー： ブラック、ブラウン、バイオレット

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-silver-flower-print-ml-size




Dog collar ''flower'' black print   size S

カラー：ブラウン、 ライトグリーン、ライトブルー
                 ライトパープル、ピンク

Sサイズ　首輪巾： 約 1.3cm ￥1,800
・  ショート：約 18/19.5/21/22.5cm　重量：約 24g 
・  ロング     ：約 22.5/24/25.5/27cm　重量：約 25g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-black-flower-print-s-size




Dog collar ''flower'' silver print   size S

カラー： ブラック、ピンク、グリーン、ブルー

Sサイズ　首輪巾： 約 1.3cm ￥1,800
・  ショート：約 18/19.5/21/22.5cm　重量：約 24g 
・  ロング     ：約 22.5/24/25.5/27cm　重量：約 25g

日本製

16 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-collar-silver-flower-print-s-size




Dog collar ''checked'' black print   size M / L

カラー： ピンク、ホワイト、グレー

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製

18 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-collar-black-checked-print-1-ml-size




Dog collar ''checked'' black print   size M / L

カラー： レッド、ティールグリーン、ブルー、オレンジ（蛍光）

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製

目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-collar-black-checked-print-2-ml-size




Dog collar ''checked'' black print   size M / L

カラー： ブラック、ブラウン、バイオレット、オレンジ（蛍光）

L サイズ　首輪巾： 約 2.5cm　￥3,400
・  ショート：約 37/39/41/43/45cm 　重量 ：約 115g 
・  ロング     ：約 44/46/48/50/52cm 　重量 ：約 120g 

M サイズ　首輪巾： 約 1.9cm ￥2,600
・  ショート：約 26/28/30/32/34cm　重量：約 65g 
・  ロング     ：約 33/35/37/39/41cm　重量：約 70g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-silver-checked-print-ml-size




Dog collar ''checked'' black & silver print   size S

カラー：ライトグリーン、ライトブルー、ライトパープル、ピンク

Sサイズ　首輪巾： 約 1.3cm ￥1,800
・  ショート：約 18/19.5/21/22.5cm　重量：約 24g 
・  ロング     ：約 22.5/24/25.5/27cm　重量：約 25g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-black-checked-print-s-size




Dog collar ''checked'' black & silver print   size S

カラー： ピンク、グリーン、ブルー、オレンジ（蛍光）

Sサイズ　首輪巾： 約 1.3cm ￥1,800
・  ショート：約 18/19.5/21/22.5cm　重量：約 24g 
・  ロング     ：約 22.5/24/25.5/27cm　重量：約 25g

日本製
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http://laughdog.com/dog-collar-silver-checked-print-s-size




Dog leash   size S

カラー： ピンク、ライトパープル、ライトグリーン、ライトブルー
                 ブラウン、ブラック、オレンジ（蛍光色）

Sサイズ　￥2,600
 長さ： 100cm（金具部分を除く）リード巾： 約 1.3cm
 重量： 小レバーナスカン仕様：約 65g 
　         豆レバーナスカン仕様：約 58g

日本製

28 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-leash-s


レバーナスカンは
小ナスカン、豆ナスカンの
2種類からお選びください。

小レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 45mm
　　　　　   頭部内径 16mm
                        重量 15g 
耐荷重 57kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 11kg までです。

豆レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 34mm
                         頭部内径 8mm
                         重量 8g 
耐荷重 48kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 9kg までです。

※日本ペット用品工業会は
「鎖・首輪・引き紐・胴輪等散歩用の
製品については、適用体重の 3倍、
繋留用の製品については適用体重の
5倍を最低強度基準と定めたい」と
発表しています。



Dog leash   size M

カラー： ホワイト、グレー、ブラック、ブラウン、バイトレット
　　　　ブルー、ティールグリーン、レッド、オレンジ（蛍光色）

Mサイズ　￥3,200
 長さ： 100cm（金具部分を除く）リード巾： 約 1.6cm
重量： 大レバーナスカン仕様：約 125g 
　        小レバーナスカン仕様：約 110g

日本製

30 目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-leash-m


レバーナスカンは
大ナスカン、小ナスカンの
2種類からお選びください。

大レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 62mm
　　　　　   頭部内径 17mm
                        重量 30g 
耐荷重 135kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は 27kg までです。

小レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 45mm
                         頭部内径 16mm
                         重量 15g 
耐荷重 57kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 11kg までです。

※日本ペット用品工業会は
「鎖・首輪・引き紐・胴輪等散歩用の
製品については、適用体重の 3倍、
繋留用の製品については適用体重の
5倍を最低強度基準と定めたい」と
発表しています。
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Dog leash   size L

カラー： ホワイト、グレー、ブラック、ブラウン、バイトレット
　　　　ブルー、ティールグリーン、レッド、オレンジ（蛍光色）

Lサイズ　￥3,200
 長さ： 100cm（金具部分を除く）リード巾： 約 1.9cm
重量： 約 180g 
　     
日本製

目次へ戻る

http://laughdog.com/dog-leash-l


体重 30kg 以上の愛犬にはこの
リードをおすすめします。

この特大レバーナスカンの耐荷
重等のデータはメーカーから出
ておりませんが、 ドッグリード
Mサイズで使用している耐荷重
135kg の大ナスカン を比べると、
重量（同じ素材、構造でしたら
強度は重量に比例します）は 2
倍、取り付け部の太さは 1.5 倍、
摩耗が心配される回転部分には
スチール製の軸止め輪が追加さ
れている等、各部が高強度仕様
となっています。

特大レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 72mm
                         頭部内径 24mm
                         重量 60g 

※日本ペット用品工業会は
「鎖・首輪・引き紐・胴輪等散歩用の
製品については、適用体重の 3倍、
繋留用の製品については適用体重の
5倍を最低強度基準と定めたい」と
発表しています。

Mサイズ           　L サイズ
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Shoulder Dog leash   size S

カラー： ピンク、ライトパープル、ライトグリーン、ライトブルー
                 ブラウン、ブラック、オレンジ（蛍光色）

Sサイズ　￥4,400
 長さ： ドッグリード部分 100cm、肩掛け部分 110cm（金具部分を除く）
リード巾： 約 1.3cm
 重量： 小レバーナスカン仕様：約 142g 
　          豆レバーナスカン仕様：約 135g 

日本製

http://laughdog.com/shoulder-dog-leash-s


この 2way リードはリード幅
1.3cm、長さが 100cmのドッグ
リードと、 周長 110cmの肩掛け
部分の二つで出来ています。
リードと肩掛け部分の脱着はと
ても簡単なので、状況に応じて
便利にお使い頂けます。

レバーナスカンは
小ナスカン、豆ナスカンの
2種類からお選びください。

小レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 45mm
　　　　　   頭部内径 16mm
                        重量 15g 
耐荷重 57kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 11kg までです。

豆レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 34mm
                         頭部内径 8mm
                         重量 8g 
耐荷重 48kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 9kg までです。

100cmリード部

110cm 肩掛け部
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Shoulder Dog leash   size M

カラー： ホワイト、グレー、ブラック、ブラウン、バイトレット
　　　　ブルー、ティールグリーン、レッド、オレンジ（蛍光色）

Mサイズ　￥5,000
 長さ： ドッグリード部分 100cm、肩掛け部分 110cm（金具部分を除く）
リード巾： 約 1.6cm
 重量： 大ナスカン使用：約 250g
　　　 小ナスカン使用：約 235g

日本製

http://laughdog.com/shoulder-dog-leash-m


この 2way リードはリード幅
1.6cm、長さが 100cmのドッグ
リードと、 周長 110cmの肩掛け
部分の二つで出来ています。
リードと肩掛け部分の脱着はと
ても簡単なので、状況に応じて
便利にお使い頂けます。

レバーナスカンは
大ナスカン、小ナスカンの
2種類からお選びください。

大レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 62mm
　　　　　   頭部内径 17mm
                        重量 30g 
耐荷重 135kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は 27kg までです。

小レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 45mm
                         頭部内径 16mm
                         重量 15g 
耐荷重 57kg 
安全基準を 1/5 にすると
推奨使用体重は約 11kg までです。

100cmリード部

110cm 肩掛け部
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Adjustable Dog leash   size L

カラー： ホワイト、グレー、ブラック、ブラウン、バイトレット
　　　　ブルー、ティールグリーン、レッド、オレンジ（蛍光色）

Lサイズ　￥5,600
 長さ： 95cmショート、 123cm肩掛け、150 ロング（金具部分を除く）
リード巾： 約 1.6cm
重量：約 290g 

日本製

目次へ戻る

http://laughdog.com/freestyle-adjustable-training-leash


この 3way リードは、95cm
ショート、 123cm肩掛け、
150cmロング、と 3段階に長さ
が調節出来き、リード取り付け
位置が地面から 40 センチ以上
の愛犬にお使い頂けます。

リベットとDリングにはステン
レススチール、Oリングは亜鉛
合金の一体成型品を使用、ドッ
グリード Lにも使用している亜
鉛合金製の特大レバーナスカン
と大鉄砲ナスカンは国産品の高
強度のものを使用していますの
で、体重 30kg 以上の愛犬にも
このリードをおすすめします。

特大レバーナスカン：
サイズ（約） 全長 72mm
　　　　　　頭部内径 18mm
　　　　　　重量 60g

大鉄砲ナスカン：
サイズ（約） 全長 86mm
　　　　　　頭部内径 18mm
　　　　　　重量 50g
耐荷重：140kg

95cmショート使用時

123cm肩掛け使用時

150 ロング使用時



Contact us

ラフドッグ製品へのお問い合わせ、別注品のご相談等ございましたら
電話 : 080-3008-6825 または e-mail : mail@laughdog.com
までお問い合わせくださいますよう、お願い致します。

ラフドッグ
齋藤 啓一
168-0072
東京都杉並区高井戸東 3-11-10-203

Laugh Dog
Keiichi Saito
168-0072
3-11-10-203 Takaidohigashi,Suginami-ku,Tokyo,Japan

Tel : 080-3008-6825
e-mail : mail@laughdog.com
 HP  http://laughdog.com

営業時間：10:00 ～ 18:00
休業日：土・日・祝祭日、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     Oct.2016
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