
ドッグライフサポートセンター



　共生とは、異なる生物がお互いの足りない部分を助け合いながら生き
ていくことです。本来、私達とわんちゃん達との関係はこの共生だと考えて
います。
　しかし、現状は殺処分や飼育放棄が多く、山口県は全国で見ても殺処分
と飼育放棄の多い県に分類されます。わんちゃんに対しての正しい知識が
浸透・定着しておらず、認識度（理解度）も低いため、こういった問題が起き
やすくなっています。また、適切な指導・アドバイスなどをする施設が少な
いことも要因の1つです。
　これらの問題を解決し、本当の『共生』を目指すため、山口県初となるト
ータルケアサポートの施設を立ち上げました。

ଓଛనᲇ଼ୀରୀᲇକଛഅᚋିᜁሌଆᬨ

Reliable（信頼）、Honest（誠実）、Steadfast（曲げない）をテーマとし、
   『みんなで、ともに考え実践し、身に付ける』   をコンセプトとした施設が、
ドッグライフサポートセンターReliSt（リライスト）です。
指導・アドバイスをさせて頂くための様々な資格、約74畳の室内ドッグラ
ンを完備しています。
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名前　　　林 純也
生年月日　1987年2月25日
出身地　　広島県尾道市向島町
出身校　　2009年 3月

大阪コミユニケーションアート専門学校 卒業
（現 大阪ECO動物海洋専門学校）

勤務経歴　・2009年 4月 ～ 2015年 12月
愛知県、広島県の動物病院（動物看護職）勤務

　　　　　・2016年 4月 ～ 2019年 8月
ペットショップ（店長職）勤務

　　　　　・2020年 11月
ドッグライフサポートセンターReliSt 開業

趣味　　　釣り、サッカー
座右の銘　夢ではなく目標
取得資格　・JAHA認定動物看護師資格1級（日本動物病院協会）
　　　　　・動物看護師統一認定資格（動物看護師統一認定機構）
　　　　　・ドッグライフカウンセラー（社会動物環境整備協会）
　　　　　・ホリスティックケア・カウンセラー
　　　　　（日本アニマルウェルネス協会）
　　　　　・HANB教育マスター・インストラクター（J-HANBS）
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室内の広さは約７４畳あり、冷暖
房完備の快適な空間です。

ഌ୴୮ஔஞ

広さは約４．５畳あり、セットは定
期的に変わります。
※ 室内ドッグランをご利用の方は無料

୳அ

トリミング以外でもペットホテル、
一時預かりの際にも使用します。

୳கஊஞ

主に幼稚園・保育園、飼い主セミ
ナーなどで使用します。

ఏൿᇁ



　生後４週（約１ヶ月）～１３週（約３ヶ月半）の期間を社会化期といい、
社会化とは色々な音、人・わんちゃん、物などを見たり聞いたりして慣れて
いく（知る）ことです。
　この社会化が上手くいかなかった子達は、他人やわんちゃんが苦手、怖
がり、怒りっぽい子になりやすい傾向があります。
　そうならないためにも、室内ドッグラン、わんちゃんの保育園・幼稚園、
しつけ相談などを上手に利用して下さいね。

్ඔἜ్ඔጮἝଛ᳙ᬄᄟ

　社会化が上手くいったからといって、その後何もせずにいると、身に付い
た社会化（社会性）が失われることがあります。
　定期的にドッグランや幼稚園などを利用することで、身に付いた社会化
は失われず、脳細胞にも良い刺激を与えてくれます。これは年齢を問わず良
い効果で、歳を重ねても脳細胞の衰えが緩やかになると言われています。

ᢙᢚྡᤋଛ᳙ᬄᄟ

　わんちゃん達は、どんな犬種でも何歳でも学習することは出来ます。
ただ、飼い主さんのやり方が間違っていたり、すぐに結果を求め出来ない
と諦めてしまうので、出来なくなってしまいます。
　一緒に、正しいやり方で焦らず頑張ってみませんか？

഻ፎଗ૱ྖଜᢔ࿚૱ଗ૱
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サービス案内

室内ドッグラン
広さは約７４畳あり、遊ぶおもちゃと写真撮影用の
アイテムもご用意しています。

わんちゃんの保育園
生後６ヶ月までのわんちゃん達が対象となります。
社会化の第一歩となるのが、保育園です。

わんちゃんの幼稚園
生後７ヶ月以上のわんちゃん達が対象となります。
様々な社会性・しつけの強化などを行っていきます。

パピー教室
生後６ヶ月までのわんちゃん達が対象となります。
数名の飼い主さん、わんちゃん達とお勉強をします。

飼育サポート
LINEでの相談、個別相談やレッスン、家庭訪問型の
相談・レッスン、緊急時の電話対応などがございます。

相談・しつけ
わんちゃんのしつけ、飼育方法についてはもちろん
猫ちゃんやブリーダーに関しての相談も可能です。

詳しくはこちら！

詳しくはこちら！

https://www.dlsc-relist.com/datafiles/dog-hoikuen.pdf
https://www.dlsc-relist.com/datafiles/dog-youchien.pdf


サービス案内

会員制コミュニティ
『学び、繋がり、そして未来の創作と実現』を目指
す、月額有料のオンラインサロンです。

飼い主セミナー
様々なテーマに対し、講師と飼い主さん達が意見交
換したり、実際に体験して頂く形式のセミナーです。

ペットホテル・一時預かり
短時間（１時間）〜長期（１ヶ月）のお預かりが可能
で、オプションで早朝預かりもご利用頂けます。

手作りおやつ
おやつは専用の乾燥機で作ります。味はもちろん、
安全性と栄養面なども考えてあります。

依頼型の仔犬探し
飼い主さんと面談をさせて頂き、ご要望や問題点な
どを確認・解決し、それに合った仔犬を探します。

里親探し代行
里親募集のポスター、配布用のチラシの制作、里親
募集についてのアドバイスなどをさせて頂きます。

詳しくはこちら！

https://www.dlsc-relist.com/datafiles/onlinesaron.pdf


メニュー LINE相談 緊急時の
電話対応

個別しつけ　　
レッスン・相談

家庭訪問　　　　　
レッスン・相談 料金 通常料金からの割引額

 飼育サポート ○ ○ ¥2,500
 飼育サポートプラス① ○ ○ ○ ¥5,200 ¥500
 飼育サポートプラス② ○ ○ ○ ¥6,500 ¥700
 飼育サポートプラス③ ○ ○ ○ ○ ¥9,300 ¥1,100

ኲ᳜ Ἔឳ᱘౻᎙Ἕ

メニュー 料金 通常料金からの割引額 １回分の料金
 室内ドッグラン（1時間） ¥700 ※ 2頭目以降は¥400～
 室内ドッグラン（4回チケット） ¥2,800 ¥700
 室内ドッグラン（8回チケット） ¥4,900 ¥700 ¥613
 室内ドッグラン（12回チケット） ¥7,000 ¥1,400 ¥583
 室内ドッグラン（1ヶ月PASS） ¥8,500 ¥2,700 ¥531

ഌ୴୮ஔஞ

ࢺ�ःरऐीौऺताॕ᳅൫ढजउूौचऊजडࣙי �ॏბ 3$66 ඈᥒ᳆ࣚၫᦇબࢯ࣭
൫ढजउूौचऊजडࣟॏბ᮲ᒯ৬ᬪࣂᅇࣅມࢥ�᨟ผၠࣣࣥࣝٽ 3$66 ࢺᥫࣜࢥ࣭
ࢴࣙࢬࢻ�
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メニュー LINE相談 緊急時の
電話対応 料金 通常料金からの割引額 １回分の料金

 保育園（1回チケット） ¥4,000
 保育園（初回お試し） ¥2,500 ¥1,500
 保育園（4回チケット） ○ ○ ¥14,800 ¥1,200 ¥3,700
 保育園（8回チケット） ○ ○ ¥26,400 ¥5,600 ¥3,300
 保育園（12回チケット） ○ ○ ¥36,000 ¥12,000 ¥3,000
 保育園（1ヶ月PASS） ○ ○ ¥44,800 ¥19,200 ¥2,800

 幼稚園（1回チケット） ¥5,000
 幼稚園（初回お試し） ¥3,500 ¥1,500
 幼稚園（4回チケット） ○ ○ ¥16,800 ¥3,200 ¥4,200
 幼稚園（8回チケット） ○ ○ ¥29,600 ¥10,400 ¥3,700
 幼稚園（12回チケット） ○ ○ ¥39,600 ¥20,400 ¥3,300
 幼稚園（1ヶ月PASS） ○ ○ ¥48,000 ¥32,000 ¥3,000

ࢺ�ःरऐीौऺताॕ᳅ᛵ॔ำᕦचऊजडࣙי �ॏბ 3$66 ඈᥒ᳆ࣚၫᦇબࢯ࣭
ੋࣂᅇࣅມࢥ�᨟ผၠࣣࣥࣝٽ ॅजऒौ॔ ᒲᤊࣟ൲ๅᣕॅजऒौ॔ ᒲᤊ࣭ࢥᥫࣜࢴࣙࢬࢻࢺ
② 送迎（お迎え１回：¥400、送り迎え１回：¥800）
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メニュー 室内　　　
ドッグラン 保育園 幼稚園 家庭訪問　　　　　

レッスン・相談 LINE相談 緊急時の
電話対応 料金 通常料金からの割引額

 社会化パック　
（生後６ヶ月まで） ４回 ８回 １回 ○ ○ ¥35,200 ¥1,900

 しつけパック　
（生後７ヶ月以上） ４回 ８回 １回 ○ ○ ¥38,200 ¥2,100

 わんぱくパック　
（生後６ヶ月まで） ８回 ４回 １回 ○ ○ ¥26,200 ¥1,400

 わんぱくパック　
（生後７ヶ月以上） ８回 ４回 １回 ○ ○ ¥28,000 ¥1,600

 お留守番パック　
（生後６ヶ月まで） ８回 １回 ○ ○ ¥32,500 ¥1,800

 お留守番パック　
（生後７ヶ月以上） ８回 １回 ○ ○ ¥35,600 ¥1,900

シニアパック ８回 １回 ○ ○ ¥12,000 ¥800

୳୪ୠஈ୳ஂஔஞ

メニュー 料金
 ペットホテル（1日） ¥3,500
 一時預かり（1時間） ¥600
 3時間預かり ¥1,300
 6時間預かり ¥1,900
 1日預かり（10時～19時） ¥2,500
 早朝預かり（8時～10時） ¥500
 延長料金（30分毎） ¥200
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メニュー 料金 通常料金からの割引額 １回分の料金
 個別相談（1時間） ¥2,500
 個別しつけ相談（1時間） ¥3,200
 家庭訪問レッスン・相談（1時間） ¥4,700
 個別しつけ相談パック（4回チケット） ¥11,600 ¥1,200 ¥2,900
 個別しつけ相談パック（8回チケット） ¥22,400 ¥3,200 ¥2,800
 家庭訪問パック（4回チケット） ¥17,200 ¥1,600 ¥4,300
 家庭訪問パック（8回チケット） ¥33,600 ¥4,000 ¥4,200

ᜄ᭜૾࿄႗ᬧ๑୮ஞᜄ᭜
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Ḧ૱௴୦ஊ୵ଊଛశ
メニュー内容 料金

 飼い主セミナー（1回） ¥1,000

オンラインサロン
（会員制コミュニティ） ¥1,111

 パピー教室（1回） ¥1,000
 里親探し代行（1ヶ月間） ¥20,000
 同伴での仔犬探し（  6時間：半日） ¥16,500
 同伴での仔犬探し（12時間：１日） ¥27,500
 依頼型の仔犬探し 要相談
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＜ご利用条件＞
・１年以内の混合ワクチンと狂犬病ワクチン、ノミ・ダニ予防（３月～１２月）をしていること。
ペットホテル、トリミングをご利用の場合は、フィラリア予防もしていること。
※混合ワクチン、狂犬病ワクチンは証明書をご提示下さい。ノミ・ダニ予防薬とフィラリア予防薬は、診
療明細書や予防薬が入っていた箱などで確認させて頂きます。ノミ・ダニ予防薬とフィラリア予防薬は
動物病院処方の予防薬に限ります。年齢や体調等で、獣医師から上記予防が行えないと判断された場合
はご相談下さい。

・ 他のわんちゃんや人に攻撃性がないこと。
・ 小型犬（体重１０kgまで）であること。（体重が１０kg以上の場合はご相談下さい）
・愛犬を他者が触ったりすることにご協力下さい。（飼い主さんの了承はその都度必ず取ります）
・ 室内ドッグランの様子は、設置されているカメラで誰でもホームページからリアルタイムで閲覧が可能
です。自身や愛犬、家族などを他者に見られることがありますが、ご了承いただきます。

＜入場制限＞
・ 利用時間が１時間以上経過した場合。
・ 罹患中、治療中、外見上などの異常が認められた場合。
・ 飼い主としてのマナー、常識がないと判断した場合。
・ わんちゃん同士の激しい接触や喧嘩、または過度の興奮状態が予測されたり、継続的に起こる場合。

＜注意事項＞
・ ドッグランのみマナーウエア着用の上、ノーリードでご利用頂けます。その他の施設内では、必ずリー
ド及びマナーウエアを着用して下さい。マナーウエアは性別に関係なく着用をお願い致します。
・ お子様連れの方は、必ず保護者の管理下でご利用下さい。
・ 施設内の入退場は、必ずリードをつけたままで行って下さい。
・ 施設内の入退場は、他のわんちゃんが近くにいないか確認し、逃走には十分注意して下さい。
・ 施設にある４箇所の出入り口の扉とドッグラン内の窓は、解放厳禁です。
・ わんちゃんにお水をあげる際は、指定の場所で与えて下さい。
・ わんちゃんが排泄し、施設が汚れた場合はご自身で清掃して下さい。
・ 施設内での食事はご遠慮下さい。
・ 施設内の設備、備品等を破損したり汚した場合、修理代金を請求することがあります。
・ 施設内、施設外敷地（駐車場）で発生した事柄（人やわんちゃんに対しての負傷や逃走など、当施設利
用後の伝染病の感染・発症・体調不良・死亡・骨格や筋肉などに関する疾患、盗難、交通事故など）は、
いかなる場合でも責任を負い兼ねます。ご了承下さい。



https://www.dlsc-relist.com

https://twitter.com/DLSC_ReliSt

https://lin.ee/cTXiZxf

https://www.instagram.com/dlsc_relist

https://www.facebook.com/dlsc.relist/
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●休業日：毎週金曜日
●学会、セミナーなどの参加により臨時休業する場合がございます。 

LINE、ホームページ、各種 SNS からでも受け付けております。

ᏸየᵜ ጣ ᖨ ᒘ ጱ ᳜
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TEL 0835-28-9171  FAX 0835-28-9417
E-mail：info@dlsc-relist.com
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mailto:info@dlsc-relist.com%0Ahttps://www.dlsc-relist.com/system/mypage/?action=register
https://lin.ee/cTXiZxf
https://www.instagram.com/dlsc_relist
https://www.dlsc-relist.com
https://twitter.com/DLSC_ReliSt
https://www.facebook.com/dlsc.relist/
tel:0835-28-9171
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7:00～8:20 進入禁止
　（土日祝を除く）
୩ஞ

୩ஞ

රᒹᬣแซೕേቖቺ1745-4 TEL 0835-28-9171


	pamphlet_20201001b.pdf
	pamphlet_20200915.pdf
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