掲載犬種（クリップ）
掲載犬種（クリップ）

○プードル ９クリップ
○プードル ９クリップ
ショークリップ
ショークリップ
パピー・クリップ
パピー・クリップ
イングリッシュ・サドル・クリップ
イングリッシュ・サドル・クリップ
コンチネンタル・クリップ
コンチネンタル・クリップ
ペットクリップ
ペットクリップ
ケネル＆ラム・クリップ
ケネル＆ラム・クリップ
パジャマ・ダッチ・クリップ
パジャマ・ダッチ・クリップ
ロイヤル・ダッチ・クリップ
ロイヤル・ダッチ・クリップ
ボレロ・マンハッタン・クリップ
ボレロ・マンハッタン・クリップ
マイアミ・クリップ
マイアミ・クリップ
ファースト・コンチネンタル・クリップ
ファースト・コンチネンタル・クリップ
○ビション・フリーゼ
○ビション・フリーゼ
○ベドリントン・テリア
○ベドリントン・テリア
○ケリー・ブルー・テリア（新掲載）
○ケリー・ブルー・テリア
○アメリカン・コッカー・スパニエル
○アメリカン・コッカー・スパニエル

○イングリッシュ・コッカー・スパニエル（新掲載）

○イングリッシュ・コッカー・スパニエル
○イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
○イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
○ミニチュア・シュナウザー
○ミニチュア・シュナウザー
○エアデール・テリア
○ジャイアント・シュナウザー
○レークランド・テリア（新掲載）
○エアデール・テリア
○スコティッシュ・テリア
○レークランド・テリア
○シーリハム・テリア（新掲載）
○スコティッシュ・テリア
○ウェルシュ・テリア（新掲載）
○シーリハム・テリア
○ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
○ウェルシュ・テリア
○ワイアー・フォックス・テリア
○ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
○ノーフォーク・テリア
○ワイアー・フォックス・テリア
○ジャイアント・シュナウザー（新掲載）
○ノーフォーク・テリア
----------------------1717
犬種2525
クリップ
犬種
クリップ
他 犬の体と健康、グルーミングの基本等
犬に関する知識、グルーミングの基本等
他
オールカラー、約300
300ページ
ページ
オールカラー、約
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B案

JAPAN KENNEL CLUB

トイ・プードル

JAPAN KENNEL CLUB

トイ・プードル

のパピー・クリップ

1

＜シザーリング＞

2

最

クエアに見えるように仕上げていく必要があります。パピーならではの、かわいら
しい魅力も生かして作りましょう。

ドッグ グル ー ミン グ マニュアル

生後半年までのインデンテー
ション（ストップの切れ込み）は、
真横一文字に入れる

トリミングの

ポイント

ドッグ
グルーミング
マニュアル
最

新

クリッピングは毛色によりス
テージングして皮膚の均一感
を出す。ステージングは毛色
によって異なる。茶系・黒は
ドッグショーの 2 〜 3 日前。
白のダークスキンは前日また
は当日にクリッピングし、色
素の濃さをアピール、ピンク
スキンは前日または当日に化
粧を施す（パウダーリングす
る）のでツルツルにクリッピ
ングする。
イヤー・フリンジは犬の口に届く
長さになってから、ラップを使用
したラッピングをはじめる

ショート・バックで力
強く長い首が理想。腰
の位置が高いと首の長
さを表現できないの
で、皮膚が透けない程
度に短くします。

3

6

トップの毛の伸び具合には個体差が
ある。伸びない場合は過剰な手入れ
によるダメージも考えられる。これ
は洗いすぎによる脱脂のことで、と
くにパピー時期のコンディションは
一生を通じて大切な時期に当たるの
で注意。犬体から出る天然のオイル
（脂分）を生かしたグルーミングを
心がけたい。

尾の付け根をテーブル
面に対して 30 度にし
て、寛骨の理想的な角
度をカットで表現しま
す。ハサミを皮膚に対
し て 40 度 〜 45 度 に
な る よ う に 当 て て、
カットすると、クリッ
ピング・ラインをきれ
いに出すことができま
す。

犬の歩様を考え、後肢
を後望して、足先の切
り上げをかわいいイ
メ ー ジ のU字 ま た は
シャープなイメージの
V字にします。

オスの場合は、腹部がオシッコ
で汚れるため、こまめに汚れを
落とす。これにより、オシッコ
が原因の着色や毛のモツレを防
ぐことができる。

心臓にもっとも近
い左前肢は、四肢
の中でもとくにて
いねいに扱う。

5

足先、尾、肛門まわり、
腹部、顔、ネック・ラ
インのクリッピングは
●〜●ページを参照し
てください。足先の毛
をとき下ろしたら、ク
リッピング・ラインか
らはみ出す毛をテーブ
ル面と平行にします。
足の甲にかぶさる前側
の毛もカット。

通常は生後 12ヵ月未満の犬におこなわれるクリップです。その後のショー・クリッ

新

背線がまっすぐ見える
よう十字部をテーブル
面 と 平 行 に し ま す。
セット・アップするの
で、尾の付け根から５
cm程度前方に向けて
カット。のちほど調整
します。

トリミング前。
前回のトリミングから２ヵ月半。
シャンプー
をして、毛を伸ばすようにドライングし、ブラッシングを
すませ、頭部と耳にラップをした状態です。頭部をセット
する際に毛に跡が残らないよう、ゴムは落ちない程度でゆ
るめにとめています。

プの基礎ともなるパピー・クリップ。成長による体形の著しい変化に合わせて、ス

パピー・クリップ

4

［U 字の場合］

7

［V 字の場合］

側望して、体高と体長
さ の 比 率 が 10 対 10
になるようにカットで
調整します。
側望して、
後肢後ろ側を坐骨端ま
でテーブル面と垂直に
します。

もっともベーシックであ
る爪切りは定期的におこ
なう。伸びすぎないよう、
忘れずに切ること。

2

3

ミニチュア・シュナウザー

ミニチュア・シュナウザー

のトリミング

ステージングの目安
１st

２nd

３rd ＊クリッパーで仕上げる前胸部をここではストリッピングしています。

側望

前望

後望

耳の付け根の前側
耳の付け根の前側

オクシパットの後方

目尻の後方

首のうね
坐骨端

キ甲

キ甲

１

飛節の上部
目尻の後方

肘

胸骨端

頭部と
首の境目

肘の前側
肘の前側

１

肘の後方

飛節の
上部

これから３ヵ月かけて完成させていきます。ここではストリッピングの基本となる
３ステージに分けて進めますが、場合によっては４〜６回に分けてストリッピング
をおこなうこともあります。犬体を見て、スタンダードに近づけていくためにどの

公認トリマー教本

ように仕上げていけばいいのかをイメージすることが重要です。

ドッグショーまでの流れ

トリミングの

段階的におこなう作業
約３ヵ月前

約１ヵ月
タック・アップは
巻き上がりすぎな
いように

約１ヵ月前

デュファー１stステージ
７〜10 日
デュファー２ndステージ
７〜10 日

側望して、胸から足先まで
がまっすぐに見える「テリ
ア・フロント」に仕上げる

デュファー３rdステージ
約３週間

10

日に１回

公 認 トリマー 教 本

７〜10 日

飾り毛のブラッシング＝２〜３日に１回

７〜10 日

ストリッピング３rdステージ
側望して、スカルとマ
ズルの上（鼻梁）は平
らにし、スカルとマズ
ルは平行に作る

定期的におこなう作業

ストリッピング１stステージ

ストリッピング２ndステージ

飾り毛のシャンプー＆ブロー・ドライ＝７〜

キ甲から肘までと、肘からテーブル面まで
の長さの比率を１対１に。ボディーのバラ
ンスをとる時に重要
プラッキング犬種においても、寛骨の理想
角度（30 度）をしっかりと表現する

ポイント

仕上げの作業
ネコ足を意識して作る

ドッグショー

飾り毛のシャンプー＆ブロー・ドライ、パウダリング、仕上げのトリミング

2

3

価格：会員／ 4,500 円（税込み） 定価／ 5,00
JKC

社団法人 ジャパン ケネル クラブ

※表紙のデザインは変更される場合があります。

ご注文・お問い合わせは、

社団法人ジャパンケネルクラブ 学術教育課
電話 03-3251-1657 FAX03-3251-1846 ま

