
購入規約（売買契約書 ） 

○○ 様

この度は、当店より子犬をご購入くださいましてありがとうございます。きっと気に入っていただけること

と思います。 

 まずは、以下の内容をご確認ください。これらの情報は、法令に遵守した項目であり、販売契約書に該当す

るものです。（当契約書及びご了解頂いた際の【承諾書】は、台帳を付けて 5 年間電子データで保存しま

す） 

１．（売買する子犬） 詳細は個々に別途ご案内します。 

以下の子犬を売買することとします。 

 犬種

 毛色

 性別

 生年月日

 お引渡し日、方法

 お引渡しと同時に所有権移転

 その他特記事項 ：

   ２．（販売代金）詳細は個々に別途ご案内します。 

子犬代金 ○○○, ○○○円

ワクチン代金 ○, ○○○円

○種混合ワクチン（○月○日接種）

送料 ○○, ○○○円

その他費用 ○○, ○○○円

費用総額 ○○, ○○○円

合計金額 ○○○, ○○○円

   ３．（支払い方法） 

 現金

 銀行振込

 振込先口座 秋田銀行 大館駅前支店（２３２）

 普通口座 ８４７１２０

 口座名義 ：株式会社ぷっちんドックス 代表取締役佐藤恵美子

＜注意条項＞今後のお客様ご都合によるキャンセルは、５０％のキャンセル料が発生しますことをご了解

ください。 

    ４．（子犬のお引渡し日、お引渡し方法） 

詳細は個々に別途ご案内します。 

   ５．（契約の成立） 

別紙承諾書の提出をもって、当契約を承諾したものとし、売約手続きを終了します。  ※契約書のお客様記入

（入力）欄に必要事項を記入し、FAX で返送してください。 

   ６．（生体保証） 



ウィルスが猛威を振るい流行する場合があります。当店では衛生管理を徹底していますが目に見えぬウィル

ス（パルボ、ジステンバー）に抵抗力の弱い子犬が感染してしまう事があります。 

３０日以内に発病し、死亡した場合→生命保障を付けた方のみ生体の５０％返金します。 (死亡するまで発生

した治療費は負担致しかねます。また他の犬に接触がないこと、ペットショップなどへの出入りがない事が

条件です）  

 保障額は【生体価格に＋２万円】です。目に見えぬウィルスは子犬が感染すれば死亡率９０％以上と恐ろし

い死亡率です。感染の確率は決して低いものではありません。 

医師の死亡診断書が必要になります。（病名を確定できるもの以外不可） 

  生命保障ですが全頭に加入を義務つけております。  

 お互いに信頼して、購入、譲渡、の関係を築き、気持ちよくお取引したいと思います。生き物ゆえ、  完璧

はございません。万が一の場合には当店で責任を持って保障させて頂くために生命保障をお付けいただいて

おります。子犬をお迎えした後は感染症から子犬を守れるのは飼い主様だけですので、ワクチンが３回済む

までは外出は避け、ペットショップ、ドックランなど感染源になりやすい場所にはなるべく立ち入りしない

ように心かけてください。 

７．（免責事項） 

次のような場合、当店は一切責任を負いません。 

1. お引渡し後、犬が逃げたり、行方不明になったりした場合。 

2. アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気や症状の場合。 

3. 子犬の引渡し後、買主、及び飼育者等が、適切な方法で飼育しないなど、飼育者等の飼育、管理方法に

問題があった場合。 

4. 飼育者等が、適切な時期に獣医師の診察・治療を受けることを怠った場合又は問題が起こった際に速や

かに当店に相談せず若しくは相談時の当店からの指示に従わなかった場合。 

5. その他、当店の責に帰さない原因による病気、怪我、事故にあった場合。 

6. 当店がお伝えした事項、特記事項として買主が了承した事項について問題が顕在化した場合。 

7. 連絡先変更の通知がなく、当店からの連絡ができなかった場合。 

   ８．（子犬の特性、状態の概要及び飼養に当たって知っておくべきこと）  

当項の説明は、犬の健康及び安全の確保並びに危害又は迷惑等の防止が図られるように、「動物の愛護及び管

理に関する法律施行規則第 8 条第 4 号」の規定に基づき、子犬購入の契約に当たって、特性及び状態に関す

る説明を行うものです。 

●フードを自力で食べることができます 

●飼養環境の変化や輸送に耐えることができます 

 ●子犬は、生まれてからお引渡しするまでの期間を観察し、健康状態に問題がないことを確認済みです。 

 ●病歴 ： 現在まで確認されていません 

 ●親及び兄弟の遺伝性疾患 ： 現在まで確認されていません 

 ●成犬時の標準体重 ：小型犬場合平均３キロ前後 ２kg～６kg 範囲 （※個体差があります） 

 ●平均寿命 ： 9～12 年 （※個体差があります） 

 ●現時点で去勢・不妊手術は実施していません。 

   ９．  （具体的な購入の流れ） 



１ まず、当契約書をよくご確認いただいて、   

２ 内容に問題がなければ【承諾書】の必要事項を記入後に FAX で返送ください。 

３ ３日以内に代金をお支払ください。 

４ 万一、これが難しい場合や遅延する場合は、必ずご連絡ください。   

５ 【承諾書】の返信と代金のお支払をいただいた後に、売買契約が成立します。 

６ お引渡し日時、お引渡し場所は、別途ご案内します。 

７ フードの種類と食べさせ方 

(ア) 現在食べさせているフード 

① ヒルズのサイエンスダイエットパピーです。 

(イ) 標準的な食べさせ方 

① 1日の食べる量 

(ア) パッケージの給与量を参考にしながら、最初に余る程度に与えてみて、どれくらい食べるか目

安を覚え、徐々に調整していくという方法が一般的です。 

(イ) フードが入手が困難な場合は当方指定のフードでなくても構いませんが、パピー用を与えてく

ださい。 デビフのカロリーエースや子犬の離乳食（缶詰）も購入してエサに少し混ぜてあげる

と食べ付きがいいです。 

(ウ)  現在、まだ半分はふやかしています。お湯でふやかし木綿豆腐のかたさが目安です。  ・ 牛乳

は絶対に与えないでください。おなかをこわしてしまいます。 

(エ)  通常生後 90 日目で完全ドライに切り替えるのですが、歯の生え方で異なります、パリパリ食

べるならふやかす必要はありません。また極小タイプの子には９０日過ぎても口に入る大きさ

に砕きふやかして与えます。  

(ウ) フードを変える場合は、最初に今のフードを多め、新フードを少なめにし、徐々にその割合を変え

て、新フードに切替えます。フードの切り替えによって体調が悪くなった場合はすぐに元に戻して

ください。 

①  健康を見るバロメータは子犬の糞です。子犬の糞はすこしやわらかいのが普通の状態ですが極

端に下痢気味の場合（ティッシュで掴めないなど）は獣医に見せて下さい。最初は環境が変わ

った為に少しやわらかいですが、それは気にしなくても問題ありません。 

② 虫下しを飲ませていますが、出ないケースがあり環境が変わって動き出して下痢の症状を見せ

る場合もあります。 

８ いよいよ子犬到着後、しつけのスタートです。何かあったら何なりとご連絡下さい 

(ア) 子犬は疲れています。とにかく最低でも 3 日間ほどは我慢してゆっくり休ませて下さい。 

(イ) ケージから出たがってキャンキャン泣いても負けて出さないで下さい。最初の内は興奮して騒ぎま

す。負けて出したら癖になります。食後に遊んで上げる時に出してあげるなど、小さい内はルール

を決めて対応して下さい。 

(ウ)  生後約 4 ヶ月間位は、歯が生え変わるまであまがみがあります。 

(エ) 3 日間程度夜泣きは当たり前です。 

(オ) 子犬は 1 日 16 時間～20 時間寝ています 

９ 前回接種時に獣医に指定された時期にお近くの獣医に連れて行き混合ワクチンを接種し

て下さい。 

(ア) 料金は地域によって違いますが 8000 円前後かかります。なお、この時に子犬の便を持参して検査

していただくことをお薦めいたします。子犬は意外と回虫が お腹にいるケースが多い為です。その

場合虫下しをお願いしております。 



１０ お散歩やシャワーは３回目ワクチンが終わって 1 週間目のデビューと考えて下

さい。ただし、ダッコして外に連れて行くのは構いません。また、お尻が汚れている場

合などは部分洗いや蒸しタオルで拭いてあげる分には構いません。 

１１ 獣医さんのことを悪く言うつもりはございませんが、近所の人から聞いて流行

っている所に行ってください。一 般的な料金よりはるかに高い料金を請求する悪徳 獣

医師がいたり、ブリーディングの知識や環境変化を知らない獣医師がいたりしますか

ら、何かあるとブリーダーのせいにしがちです。虫や耳ダニ、ケンネルコ フの問題は

どんなに気を遣っても完全には駆除できない傾向にあります。仮に発見したら薬投与で

排除できますから慌てないでください。 

   １０. （生き物ゆえ絶対はあり得ません。下記の事項は十分ご理解の上、お迎えください） 



1. 購入後の色の変化がある場合がございますがご了承ください。 

2. 差し毛のある子犬の黒い差し毛は成犬になる頃にはすべて抜けて本来の毛色になります。 

子犬の頃とはまったく違う色になる場合もあります。 

ロングコートでも毛量が少なく成長しても毛吹きの悪い子もいます。 

3. 子犬の時小さくても大きく育つ子もいますし、逆もありえます。 親の体重で成長時の予測

はできますが子犬の成長具合は生活環境で大きく異なります 

かみ合わせなども成長につれて変わる場合もあります。 

ペコがある子がいますが欠点などではありません。 

4. 狼爪がある場合でも生活にも支障しません 

5. 普通は成長段階で抜けおちる歯が落ち切れず２枚歯になる子がいます。小型犬に特に多い

です。また、歯が欠損している子もたまにいますが顎が狭い小型犬なので欠点などではあ

りません。 

6. 成犬時の発情不順や陰睾丸などはお渡し時点では検討しかねます。 

7. 親犬の大きさからサイズの予想は出来ますが、確定は絶対出来ません。 

8. オスはメスに比べて成長が緩やかですが最終的にはメスより体が大きくなる子が多いで

す。 

9. Tカッププードルや極小犬の確実を望む方はもう成長する事のない成犬を購入される事をお

勧め致します。必ず子犬は成長しますのでサイズの確定は出来ません。 

10. MIX 犬の場合はどう成長するか純血に比べて予測しにくいです。チワワ MIX でも相手に

よっては５キロ越える事もあります。また幼い頃、直毛でも成長につれてカールしてくる

場合もありますので MIX 犬の成長についてはすべてを受け入れそれが MIX の特徴とご理

解ください。 



11. 立ち耳の子犬がその日の体調や微妙な精神状態の変化により耳が垂れる場合があり、逆に

垂れ耳の子犬が立ち上がる事もあります。とくに MIX 犬は成長するまでに立ったり垂れた

りを繰り返し大体１歳ほどで定着します。   

12.ペコ・ブルーアイ・レバー鼻・垂れ耳・狼爪・狭い範囲の白毛、噛み合わせオーバー、アン

ダーなどは当店では欠点とは考えておりませんので特にお客様から聞かれない場合には申し上

げてはおりません。特に MIX 犬はすべてが個性あると認識し欠点と表現しません。 

ミックスは骨の構造が異なる掛け合わせですのでかみ合わせが変わる事は当然ありますしサイ

ズも確定された標準サイズはございません 予想サイズや平均サイズはお知らせいたしますが、

特にミックス犬の場合は予想がつきにくいので成長してみないと分からない特性がございま

す。 

15.自社ブランド犬は性格と飼育のしやすさを重視に作出しておりますが、狆やペキニーズの血

統を使っての作出ですので配分された犬種の特性上、かみ合わせはアンダーショット、臍ヘル

ニア（でべそ）の有る子がおります。 生活に支障のある程度の場合は別途記載致しておりま

す。 

  

①生後３０日で一度チェックして、お引渡し１週間前にはもう一度確認をしていますが、噛

み合せなどは歯が生え揃うまで分かりにくく急激に変わる場合もあります。  

 

②プードル、ポメに多いパテラなどはまだヨチヨチ歩く子犬に歩行検査だけでは判断できな

い事がほとんどです。関節を外して検査する方法は当店では出来ません。  

 

③膝の関節の診断ついては獣医によって表現にかなり差があります。 

膝の関節の診断については最低２件以上の獣医に判断してもらってください。 

子犬の足に筋肉がついてくるとだいたいは自然とよくなる傾向にあります。 



あきらかな歩行困難など目で見て明らかな事項につきましては事前にお知らせしておりま

す。 

お引き取り後、比較的多いご連絡が『膝が弱いため、手術が必要と言われました』というお

客様です。膝の関節については獣医によって表現にかなり差があります。私は、医者と立場

は違いますが、安易にお客様に不安感を与えるのはどうかなと思います。関節を外してなど

のきちんとした検査をしてレントゲン撮影をして確実な結果を出しての表現でないのなら 過

度な表現は避けるべきだと思います。飼い主様は獣医の言う事を信じてしまいがちです。そ

の場合は小型犬に多いと言う事で注意して育ててくださいと言う表現が適切ですね！多くの

お客様が獣医の言葉に振り回されてしまっているのが現状です。 このように飼い主様の不安

をあおるような獣医は信頼できません。 膝の関節の診断については最低２件以上の獣医に判

断してもらってから、しばらく成長過程を観察するのか、今すぐ手術しなければならないの

か慎重に判断するべきです。不必要な手術は絶対に避けるべきです。 子犬の足に筋肉がつい

てくるとだいたいは自然とよくなる物です。極度のかみ合わせ異常やあきらかな歩行困難、

でべそ、ソケイヘルニアなど目で見て明らかな事項につきましてはお知らせしております。  

 

④当方では先天異常の無い台犬での繁殖をしています。癲癇などは先天異常などという医者

も居りますがこの限りではありません。 

 

⑤回虫などは迎えてから少しする（環境変化）と症状がでる場合があります。その場合は も

う一度虫下しなどの適切な処置をお願いします。 

   

⑥耳ダニ、ケンネルコフにつきましては、完全に防ぐ事は皆無に等しく大変難しい事である

とご理解ください。  

 



⑦ケンネルコフに関しては予防接種が終了していても発生する場合が多々あります。 

    

⑧ケンネルコフは比較的どこでも発症しやすく（特に乾燥しやすい秋～冬にかけて）、予防接

種をし 

ていても軽く症状が出る場合が多々あります。ケンネルコフの場合は軽症であれば自然治癒 

しますが、咳が頻繁な場合や１週間も続く場合は抗生剤などの服用が回復を早めますので薬 

の服用が好ましいです。 

ブリーディングの知識や環境を知らない獣医も多いのが現実であり、何かあると子犬の問

題、ブリーダーの問題にされがちな傾向にあります。小さい病気でも最悪を考えて大きい病

気を伝える傾向にあります。  例えばケンネルコフ（犬の風邪）とジステンバは初期症状が似

ています。ジステンバは血液検査を終えないと断定できません。この場合「ジステンバの疑

いがある」と告げることになります。獣医師の立場上、仕方ないのかも知れませんね。ケン

ネルコフは比較的どこでも発症しやすく（特に乾燥しやすい秋～冬にかけて）、予防接種をし

ていても軽く症状が出る場合が多々あります。ケンネルコフの場合は軽症であれば自然治癒

しますが、咳が頻繁な場合や１週間も続く場合は抗生剤などの服用が回復を早めますので薬

の服用が好ましいです。  

 

⑨成長期によく見られるのですが鼻の上、耳、尻尾、目の周りの毛などが現在少し薄くなっ

てきます。  ホルモンバランスによるもので  生後３か月頃 からよく見られますが治療の必要

はなく自然と直ります。（ホルモンクリームを塗ったり犬用のローションで乾燥を防ぐなどで

治癒力が高まり治りが速いです） またこの頃はパピーコートの生え変わりにより毛が極端に

薄くなりますので皮膚が乾燥しやすく外からの刺激が受けやすくなりますので、極端に乾燥

したり、逆 にオイリー肌になったりしますがアカラスやつめダニなどの寄生虫が居ない場合

は自然と落ち着きます。もし皮膚に寄生するダニなどが居る場合は急激に増える場合がある



ので早めに駆除をお願いします。 

 

⑩当店では確実に予防接種後のワクチン接種をお引渡ししています。 

 

⑪人間でも同様ですが内臓に潜んでいる病気については精密検査をしないとわかりません。

私にできる事としてその子の様子をよく観察して毎日ボディチェックして引渡し時の健康状

態と欠点の有無を正確にお伝えして元気な状態で引渡ししております。 

 

 ⑫購入規約をご理解願います。もちろん何も無いに越したことはありませんがお客様に安心

のご提供ができますように規約を作っておりますので熟読をお約束ください。家庭で可愛が

られるのを目的とした性格の良い飼いやすい子をお譲りしたいと考えております。  

 

⑬色々な個性があってこそ可愛い我が子と思えるのではないでしょうか？噛み合わせなどで

価値が決まる事を悲しくおもいます。その子の持っている長所 ならばもちろん喜んでお伝え

します。欠点のある子がいたとしても包み隠さず伝えた上で新しい家族探しをしています。

その子犬だけでなく親犬が育った環境や 性格など親犬の事までも知って頂いてから迎えて頂

けると大変うれしくおもいます。  手術に関してはリスクをよくお考えになり急ぎ処置されて

しまわぬようお願いします。  愛犬の事をよくお考えになり成長の様子を見守って頂けたらと

思います。 

    １１. （信頼誠実義務） 

生体チェックの後、健康な子犬の販売を努めております。 

 

当然、遺伝性疾患のある親犬はブリードから除外していますし、販売時点で遺伝性疾患のある

のが解かっていながら販売する事は絶対にございませんが、生き物ゆえ、販売時点では確認で

きなかった病気などが成長過程で発見される場合がございます。隠れた瑕疵については、ブリ

ーダー側も知りえなかった事実ですので、一方的に責任を求められてもブリーダーが遺伝性疾

患を直せる訳でもなく、また、遺伝性疾患によって死亡した場合でもその子が戻ってくる訳で

はありません。どんなに感情的に訴えられても現状を変える事は出来ないのです。 

 



代替のご提案をしてもお客様の立場からすれば愛情もあり、交換などには応じられないという

事になり個人の感情の絡んだとても複雑な問題となります。しかしながら生き物ゆえ、老衰で

亡くなる子ばかりではありません。その点は十分ご理解をお願いします。  

 

当店の死亡保障はウィルス性の病気で死亡した場合が対象となる生命保障になります。その他

の病気の時にあわてない為に購入後は各自でペット保障に加入をお勧めしています。 

 

当店は誠意をもってお客様と向き合っています！ 

 

当店で把握している事は真実をお伝えしています。 

 

それだけはお約束させて頂きますのでよろしくお願いします！  

以上 

販売業者      株式会社ぷっちんＤＯＧ’Ｓ 

許可         ◆販売 動-15-113   ◆訓練 動-15-116 

           ◆保管 動-15-114   ◆貸出し 動-15-115 

           ◆展示 動-15-117  

所在地  〒０１７－００４５秋田県大館市字観音堂 716-5 代表者  桜田恵美子 

   販売価格以外の必要料金  . 

 

希望によるワクチン代 … 実費(１回 6,000 円の回数分） 

  予約金に関して  

 

子犬の予約をされる場合は、販売価格の５０%の予約金を事前にお支払いいただきます。  

予約された子犬が死亡、または発育障害により、お譲りできなくなった場合には全額  

返金いたします。 

  キャンセルに関して  

 

犬猫等のペットの販売は唯一無二の個体という特殊な商品であり、お客さま都合によるキャン

セルは、 当該ペットの販売機会の著しい逸失となってしまいます。した がって、販売契約後の

お客さま都合によるキャンセルの場合は、ご予約金の返金は致しかねます。 ただし、明らかに

弊社のミス（お客さまが購入希望した子犬と異なる時）が確認された場合は、弊社からお客さ

まにキャンセルを申し出、代金は全額返還いたします。 

  引渡し後の引き取りまたは返還に関して  

 

犬、猫等のペットの販売は特殊な販売であり、原則としてお引き渡し後の引取り、返還はお断

りいたします。   

 


