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こんなワンちゃんにおすすめ

毛根が元気になり
本来の毛質に

しっかり洗浄
ニオイすっきり

ミクロの泡が汚れを落とす

ワンちゃんのセルフ式お風呂

マイクロバブルバスは、ワンちゃんについた汚れを
超微細な泡でやさしく落とす新しい洗浄システムです

I l��� i�!

毛穴の奥や皮膚の隅々まで
汚れを取り除きます

定期的に続けていけば
毛並みのケアにも最適

リラクゼーション
作用

マイクロバブルの微振動による
マッサージ効果でリラックス

こすらず洗えて
皮膚にやさしい
こすり洗いをしなくても
高い洗浄効果で清潔

皮膚が弱い

大型犬や老犬も洗えます

ニオイが気になる
毛並みが気になる
シャンプーが苦手

抜け毛の時期
最近お疲れ気味

H�k�

H�k�

※シャワー専用ブースもマイクロバブルシャワーです

あたたかいお風呂と
大好きな飼い主様のマッサージで

やすらぎのご褒美を

いつも癒しをくれるワンちゃんに
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以下のワンちゃんはご利用になれません

快適にご利用いただくために

ご利用の注意事項
ワンダフロUSA２４はワンちゃんのお風呂とペット用品専用ランドリーの施設です。

すべてのお客様が気持ちよく安全にご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。

お風呂とランドリー以外のご利用はお断りしています。

施設内での毛のカットは禁止とさせていただきます。

ワンちゃんの鳴き声以外の騒音など、ご近所に迷惑になる行為はお止めください。

施設内、駐車場でのワンちゃん・人・お車のトラブルに関して
一切の責任を負いません。

施設内での食事は禁止です。

無人ですので防犯カメラを設置しております。ご了承ください。

施設内は禁煙です。

混合ワクチン・狂犬病ワクチンを受けていない。

伝染病に感染している。

ノミ・マダニの駆除予防をしていない。

当日の体調が悪い。

1

2
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ゴミは各自でお持ち帰りください。



店内マップ

マイクロバブル温浴
バスブース(2台)
＋ドライヤー

1
シャワー専用ブース(1台)
＋ドライヤー

2

プリペイドカード
販売機

3 4

3

ペット用品専用
洗濯機（20kg）＆
乾燥機（30kg）

P P

P

1

1

6

7

5

ホール

入口

入口

4

3

2

屋外休憩所
ペット用足洗場
(外水販売機 )

7

タオル・シャンプーなど
ロッカー型自販機

5

屋内休憩所

6



プリペイドカードの残高確認は、プリペイドカード販売機右側の
『カード残高確認機』をご利用ください。

例：表示が 10 の場合……残高金額 1,000 円
　　表示が　5 の場合……残高金額   500 円

こちらに表示される数字に「00」を付けた数字が残高金額です。

※ロッカー型自販機、外水販売機は現金のみのご利用となります。ご了承ください。

ご利用料金について

利用料金

カード残高の確認について

店内の
販売機で 各種グッズ販売中

※現金のみのご利用となります。

お風呂・シャワーに必要な

4
シャンプー・入浴剤・タオルなど販売中。手ぶらで来ても安心 ♪

ワンダフロUSA24のサービス (一部除く )はプリペイドカード、

または現金でのご清算となります。100円・500円硬貨がご利用いただけます。

プリペイドカードは、事前にカード販売機にてご購入ください。

プロ仕様ドライヤー

ペット用品専用 洗濯機

ペット用品専用 乾燥機

5.5kg

5.5kg

20kg

30kg

マイクロクリーミー泡シャンプーコース

( シャワー込み )
マイクロバブル温浴バスコース ～ 40 分／3,500円15分／2,200円

～ 30 分／ 700円10分／ 400円

5分／ 100円8分／ 100円

40分／1,000円40分／ 600円

～ 30 分／2,200円10分／1,500円

30分／2,700円

30分／3,700円

※ドライヤーは含まれません

※ドライヤーは含まれません

マイクロクリーミー泡シャンプーコース

マイクロバブルシャワーコース

※ドライヤーは含まれません

※ドライヤーは含まれません



シャワーで浴槽を洗う

ワンちゃんを浴槽に入れる

1 ) 浴槽全体に浴槽清掃用スプレーをふりかける

2 ) 浴槽全体をブラシでこすり洗いをする

3 ) 洗浄用シャワーで洗い流す

1. 浴槽清掃用スプレー 2. ブラシ１

タッチパネルで「マイクロバブル温浴コース」を選ぶ３

機器のカード挿入口にプリペイドカード、
または現金を入れ「スタート」を選ぶ５

50kg以上のワンちゃんはご利用いただけません。シャワー専用ブースをご利用ください。

5

step1：浴槽の前洗い

step2：マイクロバブル温浴＋マイクロバブルシャワー

ワンちゃんはブース奥のフックへつないでください。

怖がるワンちゃん：湯はりの後に入れてください。

小さいワンちゃん：すのこを使用してください。

大きいワンちゃん：ドアロックを解除することで
スムーズに浴槽へ入れられます。(右写真参照)

3. 洗浄用シャワー

後方の取手を上に
起こすと水が出ます
※勢いよく出るので注意

※排水口に毛が残っている場合はお手数ですが捨ててください。
　湯はりの際に毛が浮いてくる場合があります。

入りやすい
ワン♪

マイクロクリーミー泡シャンプーコース
マイクロバブル温浴バスブース

ご利用方法

タッチパネルで
「マイクロクリーミー泡シャンプーコース」を選ぶ４



タッチパネルで「湯はり」を選ぶ  ( 目安：２分 )

入浴剤をお持ちの方は投入してください。店内でも販売しています。

６
お湯はワンちゃんのお腹の下の高さまではってください。(お湯は自動では止まりません。)

目安の高さまでお湯がはれたらタッチパネルで「マイクロ
バブル」を選ぶ／湯はりが止まり、入浴開始  ( 目安：15分)

タオルドライ後、ワンちゃんをドライヤーブースへ12

6

この間、マイクロバブルシャワー (蛇口をひねる )で
背中や腹部を洗ってください。体に密着するくらいの
距離で当ててあげると、ワンちゃんが安心します。

step3：マイクロクリーミー泡シャンプー

自動排水をしながら、2分間泡シャンプーが出ます。

トリートメント・コンディショナーをされる場合は、タッチパネルで
「一時停止」をご利用ください。

７

シャワーヘッドを持って、タッチパネルで「スタート」を選ぶ

タッチパネルで「マイクロクリーミー泡シャンプーコース」を選ぶ８

９

再度ご利用できません。タッチパネルで「終了」を選ぶ11

タッチパネルで「シャワー」を選び洗い流す
自動排水をしながらシャワーが出ます

step4：すすぎタイム

※シャワーが勢いよく出るのでご注意ください。

10

もみ洗いしてください。ゴシゴシ洗いは不要です。

＞＞NEXT プロ仕様ドライヤーの使い方は 13ページへ 



シャワーで浴槽を洗う

ワンちゃんを浴槽に入れる

機器のカード挿入口にプリペイドカード、または現金を入れ
「スタート」を選ぶ

タッチパネルで「マイクロバブル温浴コース」を選ぶ

マイクロバブル各種温浴コースからお好みのコースを選ぶ

タッチパネルで「湯はり」を選ぶ  ( 目安：２分 )

入浴剤をお持ちの方は投入してください。店内でも販売しています。

1 ) 浴槽全体に浴槽清掃用スプレーをふりかける

2 ) 浴槽全体をブラシでこすり洗いをする

3 ) 洗浄用シャワーで洗い流す

1. 浴槽清掃用スプレー 2. ブラシ

２

１

３

５

４

６

50kg以上のワンちゃんはご利用いただけません。シャワー専用ブースをご利用ください。

7

step1：浴槽の前洗い

step2：マイクロバブル温浴＋マイクロバブルシャワー

ワンちゃんはブース奥のフックへつないでください。

怖がるワンちゃん：湯はりの後に入れてください。

小さいワンちゃん：すのこを使用してください。

大きいワンちゃん：ドアロックを解除することで
スムーズに浴槽へ入れられます。(右写真参照)

お湯はワンちゃんのお腹の下の高さまではってください。(お湯は自動では止まりません。)

3. 洗浄用シャワー

後方の取手を上に
起こすと水が出ます
※勢いよく出るので注意

※排水口に毛が残っている場合はお手数ですが捨ててください。
　湯はりの際に毛が浮いてくる場合があります。

入りやすい
ワン♪

マイクロバブル温浴バスコース
マイクロバブル温浴バスブース

ご利用方法



目安の高さまでお湯がはれたらタッチパネルで「マイクロ
バブル」を選ぶ／湯はりが止まり、入浴開始  ( 目安：15分)

タッチパネルで「排水開」を選ぶ

もみ洗いしてください。ゴシゴシ洗いは不要です。

再度ご利用できません。

トリートメント・コンディショナーもシャンプー
同様の手順。

マイクロバブル効果で浮いた汚れをシャワーで流してください。

タッチパネルで「シャワー」を選び洗い流す

タッチパネルで「シャワー」を選ぶ
自動排水をしながらシャワーが出ます

タッチパネルで「終了」を選ぶ

11

タオルドライ後、ワンちゃんをドライヤーブースへ

シャンプーをよく泡立てワンちゃんを洗う

8

step3：すすぎタイム

※シャワーが勢いよく出るのでご注意ください。

※シャワーが勢いよく出るのでご注意ください。

シャンプーなどをする方

シャンプーなどをしない方

へ移動

11 へ移動

シャンプー泡立て用ネット排水が完了したらタッチパネルで「一時停止」を選ぶ。

この間、マイクロバブルシャワー (蛇口をひねる )で
背中や腹部を洗ってください。体に密着するくらいの
距離で当ててあげると、ワンちゃんが安心します。

入浴のみでも汚れは落ちますが、シャンプーをすることでよりキレイになります。
皮膚の弱いワンちゃんはシャンプーを控えていただいても問題ございません。

POINT

７

８

９

10

８

11

12

＞＞NEXT プロ仕様ドライヤーの使い方は 13ページへ 



タッチパネルで「シャワーコース」を選ぶ３

機器のカード挿入口にプリペイドカード、
または現金を入れ「スタート」を選ぶ５

タッチパネルで「シャワー」を選ぶ６
9

step2：マイクロバブルシャワー

シャワー専用ブースでもマイクロバブルの効果を実感していただけます。 

お湯に浸かるのが苦手なワンちゃんや 50kg 以上のワンちゃんも安心してご利用ください。

シャワーで浴槽を洗う

1 ) 浴槽全体に浴槽清掃用スプレーをふりかける

2 ) 浴槽全体をブラシでこすり洗いをする

3 ) 洗浄用シャワーで洗い流す

1. 浴槽清掃用スプレー 2. ブラシ１

ワンちゃんはブース奥のフックへつないでください。

3. 洗浄用シャワー

後方の取手を上に
起こすと水が出ます
※勢いよく出るので注意

step1：浴槽の前洗い

ワンちゃんを浴槽に入れる２
小さいワンちゃん：すのこを使用してください。

大きいワンちゃん：ドアロックを解除することで
スムーズに浴槽へ入れられます。(右写真参照)
緑色の滑り止めを浴槽内に敷いてご利用ください。

４ タッチパネルで
「マイクロクリーミー泡シャンプーコース」を選ぶ

マイクロクリーミー泡シャンプーコース
シャワー専用ブース

ご利用方法



シャワーをワンちゃんにあて、やさしく洗う

シャワーからもマイクロバブルが出ます。
シャンプーをする前に、マイクロバブルが
毛穴の奥まで届くようにシャワーをかけ、
全身を洗ってあげてください。
体に密着するくらいの距離で当ててあげると、
ワンちゃんが安心します。

10

タッチパネルで「一時停止」を選ぶ

タオルドライ後、ワンちゃんをドライヤーブースへ13

自動排水をしながら、2分間泡シャンプーが出ます。

トリートメント・コンディショナーをされる場合は、タッチパネルで
「一時停止」をご利用ください。

シャワーヘッドを持って、タッチパネルで「スタート」を選ぶ

タッチパネルで「マイクロクリーミー泡シャンプー」を選ぶ

再度ご利用できません。タッチパネルで「終了」を選ぶ

タッチパネルで「シャワー」を選び洗い流す
自動排水をしながらシャワーが出ます

step4：すすぎタイム

※シャワーが勢いよく出るのでご注意ください。

もみ洗いしてください。ゴシゴシ洗いは不要です。

step3：マイクロクリーミー泡シャンプー

＞＞NEXT プロ仕様ドライヤーの使い方は 13ページへ 

７

８

９

10

11

12



タッチパネルで「シャワーコース」を選ぶ３

タッチパネルで「シャワー」を選ぶ６
11

step2：マイクロバブルシャワー

シャワー専用ブースでもマイクロバブルの効果を実感していただけます。 

お湯に浸かるのが苦手なワンちゃんや 50kg 以上のワンちゃんも安心してご利用ください。

シャワーで浴槽を洗う

1 ) 浴槽全体に浴槽清掃用スプレーをふりかける

2 ) 浴槽全体をブラシでこすり洗いをする

3 ) 洗浄用シャワーで洗い流す

1. 浴槽清掃用スプレー 2. ブラシ１

ワンちゃんはブース奥のフックへつないでください。

3. 洗浄用シャワー

後方の取手を上に
起こすと水が出ます
※勢いよく出るので注意

step1：浴槽の前洗い

ワンちゃんを浴槽に入れる２
小さいワンちゃん：すのこを使用してください。

大きいワンちゃん：ドアロックを解除することで
スムーズに浴槽へ入れられます。(右写真参照)
緑色の滑り止めを浴槽内に敷いてご利用ください。

４ 各種マイクロバブルシャワーコースからお好みのコースを選ぶ

マイクロバブルシャワーコース
シャワー専用ブース

ご利用方法

機器のカード挿入口にプリペイドカード、または現金を入れ
「スタート」を選ぶ５



シャワーをワンちゃんにあて、やさしく洗う

シャワーのみでも汚れは落ちますが、シャンプーをすることでよりキレイになります。
皮膚の弱いワンちゃんはシャンプーを控えていただいても問題ございません。

POINT

シャワーからもマイクロバブルが出ます。
シャンプーをする前に、マイクロバブルが
毛穴の奥まで届くようにシャワーをかけ、
全身を洗ってあげてください。
体に密着するくらいの距離で当ててあげると、
ワンちゃんが安心します。

７

タッチパネルで「一時停止」を選ぶ

タッチパネルで「シャワー」を選び洗い流す
トリートメント・コンディショナーもシャンプー同様の手順。

1０

再度ご利用できません。タッチパネルで「終了」を選ぶ

タオルドライ後、ワンちゃんをドライヤーブースへ12

もみ洗いしてください。ゴシゴシ洗いは不要です。

シャンプーをよく泡立てワンちゃんを洗う

12

8

11
シャンプーなどを

する方　⇒ 

しない方⇒

へ

へ

シャンプー泡立て用ネット

８

９

1１

＞＞NEXT プロ仕様ドライヤーの使い方は 13ページへ 



ドライヤーブースでは、落下防止のためワンちゃんを黒い首輪につないでください。

首が引っ張られすぎない程度に高さを調節してください。

乾燥時間の目安：パグ 約10分 ／ チワワ 約20分
ゴールデン・レトリバー 約30分

時間内で乾ききらなかった場合 再度コースを選び、
プリペイドカード、または現金を入れますと追加できます。

タッチパネルで使用するドライヤーの
タイプを選び、ワンちゃんを乾かす

完了したらタッチパネルで「終了」を選ぶ

３

２ 機器のカード挿入口にプリペイドカード、または現金を入れ「スタート」を選ぶ

タッチパネルで「ドライヤー乾燥コース」を選ぶ１

４

ご利用後に清掃をお願いいたします

ワンちゃんはドライヤーブース、又はフックへつないでください。

1.  浴槽内の毛を洗浄用シャワーで流す
2.  浴槽全体に浴槽清掃用スプレーをふりかける
3.  浴槽全体をブラシでこすり洗いをする
4.  洗浄用シャワーで洗い流す
5.  排水口の毛をゴミ箱へ捨てる (毛取り用ブラシをご利用ください )
6.  床やドライヤーブースの毛を清掃し、最後に 床をモップで拭いてください

５

13

ドライヤーの使い方

使用後の片づけ (浴槽の後洗い )

掃除用具は
ご自由に

お使いください

家庭用ドライヤーより威力が
強く大型犬もすばやく乾く

ハンドドライヤー

ターボドライヤー
両手を使って乾かせるので
ラクラク

ドライヤー乾燥コース（３コース）からお好みのコースを選ぶ

ドライヤーは２台同時使用が可能です！CHECK！

プロ仕様ドライヤー
＆使用後の片付け



内容量半分以下：約40～50分乾燥時間の目安 (6kg) 半分以上：約80～90分

洗濯物を入れてドアを閉める (カチッと音がするまで )１

プリペイドカード、または現金を投入する２

洗濯がスタートして約30分で終了３

洗濯機の使い方 ※ペット用品専用

100円硬貨を、表示されている金額分投入する

カードを投入し、青いボタンを使用する金額分押す
(ボタン 1回＝100円 )

※両替は、向かいの「ランドリー昭島USA24 田中町店」をご利用ください。

※両替は、向かいの「ランドリー昭島USA24 田中町店」をご利用ください。

洗濯物を入れてドアを閉める１

プリペイドカード、または現金を投入する２

乾燥がスタートし、使用した金額に相当する時間で終了３

乾燥機の使い方 ※ペット用品専用

100円硬貨を投入する( 8 分100円 )

カードを投入し、青いボタンを使用したい時間分押す
(ボタン 1回＝ 8 分100円 )

14

現金の場合

カードの場合

現金の場合

カードの場合

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。
※カード返却は白いボタンを押す。

※ボタンを押し入金されると返金できません。押し間違いにご注意ください。
※カード返却は白いボタンを押す。

ペット用品専用
洗濯機＆乾燥機



困った時は
電話してね

050-5807-4966 ２４時間コールセンター

トラブルに関するお問い合わせ先 (株式会社アルファパーチェス)

受付時間：平日10時～17時0120-45-1126

機器の使用方法・スタッフのレクチャー予約・その他ご不明点
に関するお問い合わせ先 (株式会社ハピネス )

※受付時間外のお問い合わせは、24時間コールセンターの
　050-5807-4966( 株式会社アルファパーチェス )へお電話ください。
　受付のみ対応し、後日株式会社ハピネスのスタッフが対応いたします。


