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A013-1: 1kg
￥1,188/袋

A013-2: 2kg
￥2,160/袋

A013-3: 5kg
￥4,860/袋

A013-4: 20kg
￥15,120/袋

粗蛋白 17%　粗脂肪 3.0%　粗繊維 20%　Ca 1.5%
無添加7種類の新鮮な原料のみで作られたプレミ
アムラビットフードです。新しい牧草の香りと鮮
やかな緑は必見！作り立てを食べてもらいたいか
ら、品質保持期限は3ヶ月です。

mimiオリジナル
ナチュラル・セレクト

粗蛋白　16%以上
粗脂肪　2.5%以上
粗繊維　15～18%
Ca　0.6～1.1%
リン　0.5%以上
塩分　0.3～0.8%
ビタミンA 2000IU/lb
以上

BUCKEYE
ラビットフード16

A008-1 2.27kg ￥1,512/袋
アルファルファベースのペレットです。

粗蛋白　14%以上
粗繊維　25～29%
粗脂肪　1.5%以上
Ca　0.35～0.85%
リン　0.25%以上
塩分　0.5～1.0%
ﾋﾞﾀﾐﾝA 19000IU/lb

OXBOW HAY COMPANY
Bunny Basics/T

A004-1 2.26kg ￥1,836/袋
チモシーを主原料としたペレットです。

粗蛋白　13.0%以上
粗脂肪　2.0%以下
粗繊維　22.0%以下
粗灰分　11.0%以下
Ca　0.6%以上

イースター
バニーセレクション メンテナンス

A011-1 1.5kg ￥1,965/袋
チモシー主原料のペレットです。

粗蛋白　13.0%以上
粗脂肪　2.0%以下
粗繊維　22.0%以下
粗灰分　11.0%以下
Ca　0.6%以上

イースター
バニーセレクション シニア

A012-1 1.3kg ￥1,965/袋
メンテナンスをベースにアガリスク茸パウ
ダーを配合したペレットです。

A014-1: 500g
￥1,296/袋

粗く刻んだ高品質チモシーにアップルファイバー
とパパイヤパウダーを加え、つなぎを使わずに固
めてペレットの形にした「牧草」です。牧草が苦
手でも食べやすく、繊維を補給できます。牧草ア
レルギーの方でも扱いやすくなっています。

ORIMITSU
ナチュラルファイバー

B001-1: 800g
￥1,080/袋

B001-2: 3kg
￥2,160/袋

B001-3: 5kg
￥3,240/袋

アメリカの大地の恵みを受けて力強く育った当店
自慢の牧草です。高繊維質、フレッシュな香りで
主食の最適です。また、出産時の巣材にも適して
います。※3kgと５ｋｇのものはブロック販売と
なり、ほぐしてありません。

mimiオリジナル
ハードタイプチモシー

B003-1: 800g
￥1,296/袋

B003-2: 3kg
￥2,592/袋

B003-3: 5kg
￥3,888/袋

安定した品質と流通量を誇るアメリカ産
プレミアムチモシー2番刈りです。いつで
も安心して与える事ができます。※3kgと
5kgはブロックでの販売となり、ほぐして
ありません。

mimiオリジナル
US Timothy 2nd Cut

B010-1: 800g
￥1,296/袋

B010-2: 3kg
￥2,592/袋

B010-3: 5kg
￥3,888/袋

カナダ産チモシーの2番刈りです。アメリ
カ産とは香りが違うので従来のチモシーが
苦手な子にもお勧めです。※3kgと5kgは
ブロック販売となり、ほぐしてありませ
ん。

mimiオリジナル
ソフトタイプチモシー

B004-1: 24oz
(680g)

￥1,296/袋
B004-3: 5lb
(2.26kg)

￥4,320/袋

アメリカネバダの標高の高い地域や
砂漠気候の地域で作られています。
牧草嫌いなこのためにあるといって
も過言ではありません。

American Pet Diner
チモシーゴールドヘイ

B005-1: 10oz
(283g)

￥648/袋

チモシーゴールドヘイと同じ環境で
作られるオーチャードグラスです。
茎はほとんど含まれていないので、
好んで食べてくれます。

American Pet Diner
マウンテングラスヘイ

B014-1: 992g
￥2,376/箱

特殊な圧縮加工技術で鮮度も香りもキー
プしています。1箱約1kg入りで、場所を
とらず、持ち運びやお掃除のときも便利で
す。

OXBOW HAY COMPANY
ハーベストスタックス　ウエスタンチモシー

B009-1: 1kg
￥756/袋

細い茎や葉でおしっこを通過させる
ことで表面をサラッと保つので、床
材として最適です。ソアホックの治
療や予防にも適しています。

mimiオリジナル
バミューダグラス

C001-1: 600g
￥1,080/袋

ペレットでは補えない成分や毛給与坊の
ためのパパイヤ酵素を配合した栄養補助食
品です。国内外のブリーダーが愛用する商
品です。1日大さじ2杯を目安に与えてく
ださい。

HEINOLD
エンハンサー

C002-1: 60粒
￥626/個

C002-2: 400粒
￥1,944/袋

高純度パイナップル酵素やアップルファ
イバー等を配合し、毛球症の事前予防と整
腸作用に効果がある自然志向の食品です。
体重1kgに対して１錠与えてください。

WOOLY
ACTIVE ENZYME

C003-1: 150g
￥1,458/箱

C003-2: 450g
￥3,888/箱

3種類の乳酸菌を配合しており、腸内有益
菌の絶対量を増やします。消化を助けるこ
とで体調を整え、同時に毛球症の予防や尿
臭を抑える効果もあります。２～３ｇ/体
重１ｋｇ。

WOOLY
うさぎの乳酸菌

C019-1:
￥1,480/本

パパイン酵素・セルロース配合のうさぎ
用毛球対策補助食品です。食欲の無いとき
や体調不良時、毛艶が悪い時にお使いくだ
さい。

SANKO
ヘアボールリリーフ
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株式会社サン・クロレラ
サン・クロレラ

C022-1 800粒 ￥2,160/箱
太陽エネルギーをたっぷりと吸収したクロ
レラは、食欲不振、毛並みが良くない、長
期軟便のうさぎさんにお勧めします。

C023-1: 55g
￥3,240/本

C023-2: 3g入30
包

￥6,480/箱

病気にならないための体つくりのサプリ
メントです。免疫力向上、整腸・消化作用
の促進、鎮痛、消炎、アレルギーに効果が
期待できます。

三旺インターナショナル
BNペット（粉末）

C024-1: 30錠
￥1,728/袋

C024-2: 60錠
￥3,240/袋

C024-3: 120錠
￥6,048/袋

※タブレット型は当店のみの取り扱いです。
病気にならないための体つくりのサプリメントで
す。免疫力向上、整腸・消化作用の促進、鎮痛、
消炎、アレルギーに効果が期待できます。うさぎ
さんが食べやすいタブレット型になって新登場！

三旺インターナショナル
BNペット（タブレット）

D033-1: 100g
￥302/袋

D033-2: 300g
￥864/袋

人参を乾燥させることで甘味が増
し、日持ちがするおやつです。小さ
じ１杯程度を目安にあげてくださ
い。

mimiオリジナル Grain Series
乾燥にんじん

D034-1: 100g
￥162/袋

皮のついた燕麦で繊維質が豊富なお
やつです。小さじ１杯程度を目安に
あげてください。

mimiオリジナル Grain Series
Oats（燕麦）

D036-1: 100g
￥162/袋

皮をむいてあるので食べやすく栄養
満点のおやつです。小さじ１杯程度
を目安にあげてください。

mimiオリジナル Grain Series
Oats（燕麦皮なし）

D037-1: 100g
￥162/袋

大麦を圧縮してあります。小さじ１
杯程度を目安にあげてください。

mimiオリジナル Grain Series
Barley Corn（大麦）

D042-1: 100g
￥270/袋

D042-2: 300g
￥756/袋

有機栽培オーツ麦を原料とした、消
化が良くお腹に優しい自然食品で
す。

mimiオリジナル Grain Series
オートミール

D038-1: 100g
￥162/袋

栄養豊富な麻の実です。小さじ１杯
程度を目安にあげてください。

mimiオリジナル Grain Series
Hemp Seed（麻の実）

D039-1: 100g
￥270/袋

D039-2: 300g
￥756/袋

色々な麦類と人参を混ぜ合わせた、
当店大人気のおやつです。小さじ１
杯程度を目安にあげてください。

mimiオリジナル Grain Series
Grain Mix

D021-1: 20g
￥302/袋

D021-2: 60g
￥864/袋

沖縄からやってくる乾燥パパイヤで
す。食べやすいよう、切干大根のよ
うな形にカットしてあります。

mimiオリジナル
干しパパイヤ

D023-1: 30g
￥540/袋

砂糖・その他の添加物は一切不使用
で安心してうさぎさんにあげていた
だける自然食品です。

mimiオリジナル
干しパイン

D024-1: 50g
￥540/袋

スライスしてあるアルゼンチン産有機リ
ンゴ100%添加物不使用です。食べやすい
サイズにカットしてあげてください。

mimiオリジナル
干しりんご

D003-1: 100g
￥486/袋

パパイヤキューブとパインキューブ
を半々でミックスしました。

 うさぎが大好きなおやつ
パパイヤ・パイン ミックス

mimiオリジナル
有機・クランベリー（砂糖不使用）

D022-1 50g ￥432/袋
お砂糖の代わりにリンゴ果汁で漬け込み、
ひまわり油でコーティングすることによ
り、いままでよりたくさんあげることがで
きるようになりました。

D009-1: 30g
￥324/袋

ブロッコリーをフリーズドライして
あります。

FDブロッコリー

D032-1: 30g
￥302/袋

まだ若いバナナをスライスし乾燥し
てあるので、他の乾燥バナナより糖
分が少なく、ヘルシーです。

mimiオリジナル
乾燥青バナナ

D052-1: 10g
￥540/袋

セロリの葉を乾燥させたおやつで
す。セロリ3本分入っています。

WOOLY
ウーリーのおやつ畑　セロリ

D053-1 ダブルティモシー ￥972/袋
D053-2 七草ブレンド ￥1,026/袋

WOOLY
Pere Boku（ぺれぼく）
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全種類30g入り

KAWAI
そのまま天日干し

D054-1 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟの葉 ￥540/袋
D054-2 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの葉 ￥540/袋
D054-3 ﾊﾟﾊﾟｲﾔの葉 ￥540/袋

タンポポの葉を乾燥させたおやつです。

D010-1: 3組入
￥432/箱

あまり硬すぎないかじり木です。他
のかじり木に興味が無くてもこれを
気に入るコが多いです。

スマック
うさぎのかじり木

D051-1:
￥345/袋

茨城県(日本最北端の栽培地）で有機
農法栽培されたパパイヤの茎です。
天然素材で食べても安心です。

KAWAI かじリングバー
パパイヤバー

D013-1: 500g
￥324/袋

圧縮加工により、アルファルファ養
分の大半を除去したキューブです。
かじり木のかわりにどうぞ。

mimiオリジナル
ヘイキューブ

D017-1:
￥756/個

食べながら転がしたり、ヘディング
したりして遊びます。

 わらっこ倶楽部
りんりんボール

D027-1: ミニ
￥496/個

本体サイズ（直径）：ミニ 85mm / プチ 55mm
甘味のあるビワと柳の枝を使用した100%
ナチュラル素材です。かじって転がして食
べて遊べるおもちゃです。

KAWAI
びわボール

D047-1:
￥432/個

W:70　D:70　H:195
うさぎさんの習性に配慮し、かじりやす
いキューブタイプです。ケージやサークル
に固定してお使いください。

かじりっこキューブ

D048-1:
￥339/個

200×70×70
うさぎさんの習性に配慮し、かじりやす
いキューブタイプです。ケージやサークル
に固定してお使いください。

かじりっこバー

E021-1:
￥756/個

どんなケージにもしっかり固定でき
ます、金属プレートつきでかじり防
止。

GEX
固定式フードBOX

E031-1:
￥810/個

幅150mm×D:135mm×H:50mm

底に穴が空いているのでペレットか
す(粉)が溜まりません。

マルカン
ハート型食器

E004-1: 8oz
￥1,036/本

E004-2: 16oz
￥1,468/本

E004-3: 32oz
￥1,728/本

非常に呑みやすく、掃除もしやすい
給水ボトルです。落としても割れに
くく、気温変化による水漏れもほと
んどありません。

LIXIT

E005-1: 短
￥270/本

E005-2: 長
￥324/本

給水器のホルダーです。どこにでもしっ
かりと取り付けられ、外れにくいので、1
つ持っておくと重宝します。

スプリングボトルホルダー

E010-1:
￥1,296/個

アジアンチモシーで作られたソ
ファーです。チモシーなので食べて
も安心です。

 わらっこ倶楽部
ごろ寝ソファー

E011-1: 1個
￥1,080/個

アジアンチモシーで作られたトンネ
ルです。中にもぐったり、上に乗っ
たり、転がして遊んだり、やっぱり
食べたりします。

 わらっこ倶楽部
トンネル

Ｓ: 170 x 150
Ｍ: 270 x 195
Ｌ: 400 x 290

 わらっこ倶楽部
ざぶとん

E012-1 Ｓ(2枚入) ￥518/袋
E012-2 Ｍ(1枚入) ￥518/袋
E012-3 Ｌ(1枚入) ￥864/袋

アジアンチモシーで作られたざぶとんで
す。チモシーなので食べても安心です。

E027-1:
￥1,296/枚

長30cm×幅20cm

扉で入り口からの安全な出入りにお
使いいただけます。

SANKO
ウッドステップ

たて188ｍｍ　よこ
282ｍｍ　深さ93ｍｍ
イエロー,ライトグ
レー

ferplast
ロジャー

E032-1 ￥972/個
ケージの外側に付ける牧草入れで
す。たっぷり入り、ケージ内空間も
広がります。

材質：天然木
付属品：ウッドネジ２個

KAWAI
かじり木牧草BOX

E038-1￥1,404/セット
牧草がたっぷり入り、かじっても安心の天
然木でできています。
場所を取らないスリムな形状で、うさぎさ
んのリラックススペースを邪魔しません。

E033-1:
￥453/個

たて58ｍｍ　よこ122ｍｍ　高さ25ｍｍ

小さな小皿を二つ並べたデザインで
す。おやつやサプリメント専用のお
皿としてお使いいただけます。

SANKO
ハッピーディッシュ（ダブル）
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E035-1:
￥2,700/個

W280×D160×H160mm

ケージ内の空間利用に最適です。う
さぎさんが安心できるピッタリ感
で、安定感もありリラックスできま
す。

SANKO
メッシュトンネルL

E036-1:
￥2,808/セット

Ｗ180×Ｄ280×Ｈ180mm

底部にワイヤーメッシュスノコを設
置したラビット用ハウスです。すっ
ぽり囲まれて安心します。

SANKO
ラビットネストハウスＳ

F001-1: セット
￥1,166/個

F001-2: スノコ
￥604/枚

W355×D203×H165mm
ミルキーホワイト,ベビピンク,シトラスイエロー
ワンタッチフック付き。底面とスノコの
クリアランスと拾い網目でウンチが詰まら
ず、足やお尻が汚れません。

GEX
うさぎのトイレ 三角タイプ

F010-1:
￥1,166/個

F010-2:
￥604

W280×D228×H150mm
ミルキーホワイト,ベビーピンク
ワンタッチフック付き。底面とスノコの
クリアランスと拾い網目でウンチが詰まら
ず、足やお尻が汚れません。

GEX
うさぎのトイレ 四角タイプ

F011-1:
￥1,620/個

網がしっかりと固定されてしまうので、
他のトイレで網をはずしてしまうウサギさ
んに最適です。2カ所のねじでケージに
しっかりと固定できます。

SANKO
ラビットフィットパン

F014-1:
￥3,132/個

W400ｘD200ｘH160mm
間口40ｃｍのワイドタイプのトイレ
です。2箇所のフックでしっかり固
定できます。

SANKO
ラビットフィットパンＬ

レギュラー:30 x 45cm
100枚入
ワイド:60 x 45cm 50
枚入

GRIFF
グリフシーツ

F003-1 レギュラー ￥1,620/袋
F003-2 ワイド ￥1,620/袋

ケージのトレイに敷くトイレシーツです。
失敗したおしっこもしっかり吸収します。

F004-1: 7L
￥1,080/袋

F004-2: 30L
￥4,320/袋

天然木が持つ抗菌力が細菌の繁殖を
抑え、クリーンな環境を保ちます。
※30Lはお取り寄せになります。

SANKO
ウッドリター

F007-1: 100ml
￥734/本

ケージやトイレにこびりついた尿石
を簡単に取り除きます。スプレー後
5から10分待って水で流してくださ
い。

SANKO
尿石除去剤

F017-1: 4kg
￥648/袋

原材料は100%国内産の天然木です。接着
剤などの化学製品や添加物等を一切使用し
ていないので、うさぎさんも飼い主さんも
安心してご利用いただけます。

mimiオリジナル
トイレチップ

G002-1:
￥972/本

ブラシの中で一番使いやすくアンダー
コートの抜け毛もしっかり取れます。
mimiでのグルーミングもこれを使ってい
ます。

ラバーブラシ

G003-1:
￥2,592/個

ギロチン型の使いやすい爪きりで
す。mimiでお手入れするときもこれ
を使っています。

爪切り

G004-1:
￥2,160/個

爪切りでの出血や爪が折れたときの
出血を即座にとめる優れものです。

クイックストップ

G005-1: 5g
￥648/個

G005-2: 283g
￥2,700/個

植物性の軟膏で炎症を抑える働きがあり
ます。ソアホックや切り傷、乾燥肌に用い
ます。やさしく塗りこんであげてくださ
い。※283g入りはお取り寄せになりま
す。

BAG BALM

G013-1: 300ml
￥1,404/本

静電気防止効果があるので、一吹き
してからブラッシングすれば、毛並
み・毛艶が生き生きします。抗菌・
除菌にも活用できます。

京都衛生開発公社
森のココロ

G015-1: 200ml
￥1,836/本

洗い流さないシャンプーです。低刺
激アミノ酸系のマイルドな洗浄成分
がデリケートな皮膚・被毛をいたわ
りながら汚れを落とします。

ZOIC
ドライシャンプー

G018-1:
￥2,160/本

幅63mm×高さ45mm×全長155mm
うさぎさんのやわらかい被毛のもつ
れもスムーズにほぐす事ができま
す。

Meister Project
ステンレスロングティスリッカー超ソ

G019-1:
￥2,808/本

幅165mm　ピンの長さ25mm
うさぎさんのお手入れにちょうど良
い全長、ピンの長さです。mimiでの
グルーミングにもこれを使っていま
す。

Meister Project
両目金くしK101

1
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・ お電話（営業時間内受付）
・ FAX（24時間受付、カタログ付属の用紙をコピーしてご利用下さい）
・ ホームページ
・ Eメール
・ お葉書
によるご注文が可能です。
Eメールまたはお葉書でご注文頂く場合は、お名前、郵便番号、ご住所、お電話番号、
品名、サイズ、数量、お支払い方法、運送会社、お届け日時をお知らせ下さい。

お名前・ご住所・お電話番号・ご決定になったうさぎについてお知らせ下さい。ご来店
お引き取りの場合を除き、ご入金後の発送となります。お客様のご住所に合わせ、トラッ
ク便または航空便で発送いたします（夏季は発送を見合わせる場合があります）。

・トラック便による発送
　西濃運輸でご住所近辺の営業所までお届けしますので、お早めにお引き取り下さい。
　このとき送料をお支払い下さい。

・航空便による発送
　大阪伊丹空港からお客様のご住所近辺の空港までお届けしますので、お早めにお引
　き取り下さい（到着時刻等は予めご連絡差し上げます）。送料（一律10,800円）はう
　さぎの代金と同時で先払いとなります。

★うさぎのご注文

★商品のご注文

※確認のためお電話を差し上げる場合があります。
※在庫状況により発送まで数日かかる場合があります。
※日本郵便をご利用の場合に限り、ご注文商品の合計額が10,800円以上で代引手数料とお荷物１つ分の
　送料をサービス致します。
※運送会社によって送料やお支払い方法が異なります。詳しくは送料のページをご覧ください。

　　　　　　　　　お振り込み先
ジャパンネット銀行 本店営業部 普通預金　7144854
楽天銀行  サルサ支店 普通預金　7021968
郵便振替払込口座 00960-6-154595
　　　　　　有限会社ラブリースペース
　　　　　　代表取締役　若林 哲也

電話番号 0774-24-6910
FAX番号 0774-24-6736
E-Mail shop@mimiusa.net
URL http://mimiusa.net

1

- 5 -



ヤマト運輸をお選び頂いた場合・・・
お支払いは、代引きによる現金払いになります。

日本郵便をお選び頂いた場合・・・
特にご指定のない場合は、日本郵便での発送となります。

運送会社の選択について

佐川急便をお選び頂いた場合・・・
商品お届けまでに、少し時間がかかる場合がございますので、お急ぎのお荷物のご注文はお控え下さい。現金以
外に、各種クレジット会社・Ｊデビットがご利用になれます。お荷物のお届け時に、お支払方法を選んで頂けます。

※送料は税込み表示です。

※送料は税込み表示です。

※送料は税込み表示です。
؛ఈभ়ੑदघگৈऔ؞૯؞मؚອكFPقপऌऔپ
؛পऌऔؚऔनठैऊ্ऋૠત॑தइथःॊৃ়मؚপऌः্भ१ॖ६धऩॉऽघپ
؛পऌऔؚऔनठैऊ্ऋ���१ॖ६भૠત॑தइथःॊৃ়मؚখঐॺඞःधऩॉऽघپ
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24

24

1

お
ぐ
ら

徳洲会病院

ジャスコ久御山森

至奈良至大阪

名神高速

京滋バイパス

第
二
京
阪
道

近   　　
鉄 　
京
都
線

宇治西IC

N

〒611-0042
京都府宇治市小倉町蓮池1-30

電話番号

月曜日・火曜日定休、祝日営業
営業時間　11:00～18:00

E-mail shop@mimisa.net
http://mimiusa.netHP

0774-24-6910
0774-24-6736FAX番号

京滋バイパス宇治西インターチェンジから車で約10分
近鉄京都線 小倉駅から徒歩5分
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※上記商品の合計額の他、送料および代引きの場合は代引手数料（お支払額が10,800円未満の場合は
　324円）が必要です。

※特にご指定がない場合は日本郵便での
　発送となります。

※在庫状況や地域によりご希望に添えない
　場合があります。

※必要に応じてお電話を差し上げる場合が
　ありますので、必ずご連絡できるお電話番
　号をご記入下さい。

ファクシミリをお持ちの方は、この用紙をコピーしてお使いください。
商品名・色・サイズ等 単価 数量商品コード

お名前
郵便番号
ご住所

お電話番号
FAX番号
Eメール
メモ
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