
店舗・NO. 鷺沼店　1-Ａ 店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー セーブル カラー スターリングセーブル
誕生日 2016年9月 誕生日 2016年9月
雌雄 男の子 雌雄 女の子

とても活発な子です！ セーブルの子ととても仲良し！
優しい子で甘噛みしかしません！ 白い毛が生えているのが特徴です

店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｃ 店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー ブレイズ カラー バタースコッチ
誕生日 2016年9月29日 誕生日 2016年9月29日
雌雄 男の子 雌雄 男の子

頭に白い一本の線が入るのが特徴の 他の子より大人しいです！
カラ―です！元気一杯です！ そろそろドライフードに切り替えです。
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店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｅ 店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｆ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シルバーミット カラー ブレイズ
誕生日 2016年9月29日 誕生日 2016年10月
雌雄 男の子 雌雄 男の子

両手が白いのが特徴のカラーです！ 遊ぶの大好きです！
皆と遊ぶの大好きです！ 遊んでほしくてよってきます！

店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｇ 店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｈ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー アルビノ カラー シルバーミット
誕生日 2016年10月 誕生日 2016年8月
雌雄 男の子 雌雄 男の子

遊ぶとき大きい子にもくらいついていく 遊びたくて起きるとよってきます！
ほど元気です！ 皆と仲良しです！

店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｉ 店舗・NO. 鷺沼店　1-Ｊ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー セーブル
誕生日 2016年8月 誕生日 2016年8月
雌雄 女の子 雌雄 女の子

とてもおとなしいです！ 一番のおてんば娘です(笑)
皆が起きても良く寝てます(笑) 人が来るとよってきます！
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店舗・NO. ひばりが丘店　3-Ａ 店舗・NO. ひばりが丘店　3-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シナモン カラー セーブル
誕生日 2016年9月 誕生日 2016年5月
雌雄 男の子 雌雄 男の子

やんちゃ君で元気いっぱいな子です！ 元気いっぱいなイケメン君です！
寝顔が天使です♪ 遊んでアピールがカワイイ★

店舗・NO. ひばりが丘店　3-Ｃ
種類 パスバレーフェレット
カラー セーブルミット
誕生日 2016年5月
雌雄 女の子

おっとりとした子です！
遊ぶ時に本気を見せてくれます（笑）

店舗・NO. 新百合ヶ丘店　4-Ａ 店舗・NO. 新百合ヶ丘店　4-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー セーブル
誕生日 2016/10月中旬 誕生日 2016/2月中旬
雌雄 雌雄 ♂

元気いっぱい！やんちゃな子です！ 少しぽっちゃりさん！
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店舗・NO. 新百合ヶ丘店　4-Ｃ 店舗・NO. 新百合ヶ丘店　4-Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー セーブル カラー シルバーミット
誕生日 2016/5月3日 誕生日 2016/1月27日
雌雄 ♀ 雌雄 ♂

遊ぶの大好き！ 優しい性格です！
元気いっぱいの女の子！

店舗・NO. 各務原店　7-Ａ　 店舗・NO. 各務原店　7-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー シルバーミット カラー ブレイズ
誕生日 2016年4月28日 誕生日 2016年5月3日
雌雄 オス 雌雄 メス

よく太っていますが、よく慣れてます。 良く慣れています。

店舗・NO. 各務原店　7-Ｃ 店舗・NO. 各務原店　7-Ｄ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シルバーミット カラー セーブル
誕生日 2016年10月 誕生日 2016年10月
雌雄 オス 雌雄 メス

食欲旺盛です。 食欲旺盛です。
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店舗・NO. 各務原店　7-Ｅ
種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル
誕生日 2016年10月
雌雄 メス

食欲旺盛です。

店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ａ 店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー シルバーミット カラー シルバーミット
誕生日 2016年8月 誕生日 2016年8月
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

元気いっぱいで遊び好きです！ やんちゃで人が大好きです。いい子
人がいるとすぐ寄って来ます 咬みぐせなどもありません♪

店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ｃ 店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ｄ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー セーブル
誕生日 2016年10月 誕生日 2016年10月
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

ちびっ子ちゃん！丸顔です。 寝顔がとってもぶちゃカワな女の子
ぽんぽんのお腹がかわいいです　 すくすく成長中です
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店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ｅ 店舗・NO. 聖蹟桜ヶ丘店　8-Ｆ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー バタースコッチ カラー ブラックセーブル
誕生日 2016年9月 誕生日 2016年9月
雌雄 ♀ 雌雄 ♀

可愛いお顔の子です。美人さん たぬきっぽい模様がキュートです
ちびっ子の新入りさんです まだおちびさんです♪

店舗・NO. 町田多摩境店　11-A 店舗・NO. 町田多摩境店　11-B
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー バタースコッチ
誕生日 2016年　10月 誕生日 2016年　10月
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

やんちゃで遊ぶのが大好きな まだまだ甘えん坊さんの
かわいい子です♪ かわいい子です♪

店舗・NO. 町田多摩境店　11-C
種類 マーシャルフェレット
カラー スターリングバター
誕生日 2016年　7月20日
雌雄 ♂

おっとりさんでとてもいい子です♪

6ページ

コメント

コメント コメント

写真C

写真A 写真B

コメント コメント

写真E 写真F

素敵なご家族が
決まりました!!

素敵なご家族が
決まりました!!



店舗・NO. 小田原店　12－Ａ 店舗・NO. 小田原店　12－Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー パンダ
誕生日 2016/6/23 誕生日 2016年　8月
雌雄 ♀ 雌雄 ♂

おっとり、まったりしている女の子 ちょっぴり被毛が長めでふわっとして
お目めがまんまるです います。やんちゃ！

店舗・NO. 小田原店　12－Ｃ 店舗・NO. 小田原店　12－Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シナモン カラー パンダ
誕生日 2016/8/19 誕生日 2016年　10月
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

のんびり、マイペースな男の子 とにかく遊びたい盛り、やんちゃ盛り
おなかがもちもちです のおチビさん
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店舗・NO. 藤沢店　１3-Ａ 店舗・NO. 藤沢店　１3-B
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー セーブル カラー バターミット
誕生日 2016年8月19日 誕生日 2016年8月19日
雌雄 女の子 雌雄 男の子

人が大好きです。 おっとりでよく寝てます。

店舗・NO. 藤沢店　１3-C
種類 パスバレーフェレット
カラー マークドホワイト
誕生日 2016年10月頃
雌雄 男の子

やんちゃな男の子！

店舗・NO. 美濃加茂　14-Ａ 店舗・NO. 美濃加茂　14-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー シナモン
誕生日 2016年10月 誕生日 2016年10月
雌雄 不明 雌雄 不明

入荷して間もないのでやんちゃです 入荷して間もないのでやんちゃです
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店舗・NO. 美濃加茂　14-Ｃ 店舗・NO. 美濃加茂　14-Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー セーブル
誕生日 2016年4月28日 誕生日 2016年2月
雌雄 オス 雌雄 オス

噛み癖が無く、遊ぶのが大好きです。 長い間お店にいるので
噛み癖はあまりないです。

店舗・NO. あざみ野店　17-Ａ 店舗・NO. あざみ野店　17-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー ブレイズ カラー ブラックセーブル
誕生日 2016/9/29 誕生日 2016/9/29
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

可愛いお顔の子です♪ すらっとした体型の美人さん！

店舗・NO. あざみ野店　17-Ｃ 店舗・NO. あざみ野店　17-Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー シナモン カラー パンダ
誕生日 2016/9/29 誕生日 2016/9/29
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

綺麗な色をしたかわいい子です。 このカラーの子は
久しぶりに入荷しました！
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店舗・NO. あざみ野店　17-Ｅ 店舗・NO. あざみ野店　17-Ｆ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー シルバーミット カラー バタースコッチ
誕生日 2016/9/29 誕生日 2016/9/29
雌雄 ♀ 雌雄 ♀

シルバー系はちょっと希少？！ バター系のマイペースさんです♪
のんびりした性格の子です。

店舗・NO. あざみ野店　17-Ｇ 店舗・NO. あざみ野店　17-Ｈ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー ブラックセーブル
誕生日 2016年10月下旬 誕生日 2016年10月下旬
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

遊ぶことが大好きな子です。 やんちゃですが愛嬌のある子です。

店舗・NO. あざみ野店　17-Ｉ
種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル
誕生日 2016年10月下旬
雌雄 ♂

まだ幼い子ですが
元気いっぱい、食欲いっぱいです。
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店舗・NO. 湘南平塚店　　18-A 店舗・NO. 湘南平塚店　　18-B
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー アルビノ カラー セーブル
誕生日 2016年8月20日 誕生日 2016年8月1日
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

良く遊んで良く寝るやんちゃな おっとりした性格が可愛らしい
男の子♪ 女の子です♪

店舗・NO. 湘南平塚店　　18-C 店舗・NO. 湘南平塚店　　18-D
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー シナモン カラー ブラックセーブル
誕生日 2016年9月29日 誕生日 2016年9月29日
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

やんちゃ盛りな男の子♪ 遊ぶのが大好き!元気な女の子
です♪

店舗・NO. 湘南平塚店　　18-E 店舗・NO. 湘南平塚店　　18-F
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー スターリングバターミット カラー スターリングセーブル
誕生日 2016年9月29日 誕生日 2016年9月29日
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

好奇心旺盛♪わんぱくな男の子♪ 男の子にも負けない元気な
女の子♪
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店舗・NO. 宇都宮店　19-Ａ 店舗・NO. 宇都宮店　19-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー セーブル
誕生日 ２０１６．７．１４ 誕生日 ２０１６．５．６
雌雄 ♀ 雌雄 ♂

優しい色合いの元気な女の子です。 とても活発で元気な男の子です。

店舗・NO. 宇都宮店　19-Ｃ 店舗・NO. 宇都宮店　19-Ｄ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー アルビノ
誕生日 ２０１６．７．３１ 誕生日 ２０１６．１０．１
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

元気で遊ぶのが大好きな男の子です。 綺麗な目をしている男の子です。

店舗・NO. 宇都宮店　19-Ｅ
種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル
誕生日 ２０１６．１１．１
雌雄 ♂

遊び好きで可愛い男の子です。
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店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ａ 店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー ブラックセーブル カラー アルビノ
誕生日 2016年3月24日 誕生日 2016年8月
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

1.5kgの巨体(！)ですがのんびり屋さん 小さい身体ながら男の子にも
で初めての方にも安心です☆ 負けない活発な女の子です☆

店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｃ 店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｄ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シナモン系 カラー アルビノ
誕生日 2016年8月 誕生日 2016年10月
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

ミット模様が特徴的な男の子で みんなで遊ぶと人一倍はしゃいでいる
遊ぶのが大好きな仔です☆ 元気な男の子です☆

店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｅ 店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｆ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル カラー セーブル
誕生日 2016年10月 誕生日 2016年10月
雌雄 ♀ 雌雄 ♀

みんなにのっかかられても眠って よく寝てよく食べてよく遊ぶ
いられるマイペースな仔です☆ ちょっとがっしり体型の女の子です☆
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店舗・NO. 武蔵藤沢店　21-Ｇ
種類 パスバレーフェレット
カラー セーブル
誕生日 2016年10月
雌雄 ♀

眠っている仔の耳をちゅぱちゅぱ
吸っちゃう甘えん坊な仔です☆

店舗・NO. 鶴川店　　　22-A 店舗・NO. 鶴川店　22-B
種類 パスバレーフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー セーブル カラー セーブル
誕生日 2016/8/＿ 誕生日 2016/9/29
雌雄 ♂ 雌雄 ♀

とってもやんちゃな男の子！ まだ小さくて流動食を飲んでます！
遊ぶの大好きです♥ 元気いっぱいすくすく成長中✧

店舗・NO. 鶴川店　22-C 店舗・NO.
種類 マーシャルフェレット 種類
カラー バタースコッチ カラー
誕生日 2016/3/30 誕生日
雌雄 ♀ 雌雄

大人しくて小柄ないい子です！
他のフェレットのお姉ちゃん的存在★
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店舗・NO. 小金井店　23-Ａ 店舗・NO. 小金井店　23-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー セーブル カラー セーブル
誕生日 2016年5月1日 誕生日 2015年9月18日
雌雄 ♀ 雌雄 ♂

好奇心旺盛な女の子で、 おっとりマイペース、運動してもすぐ
とても人懐こい良い子です。 疲れてしまうぽっちゃりさん。

店舗・NO. 小金井店　23-Ｃ
種類 マーシャルフェレット
カラー シルバーミット
誕生日 2016年9月29日
雌雄 ♂

やんちゃな男の子です。食いしん坊で
色々かじります。

店舗・NO. アメリア町田根岸店　25-Ａ 店舗・NO. アメリア町田根岸店　25-Ｂ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シナモン カラー セーブル
誕生日 2016年10月頃 誕生日 2016年8月頃
雌雄 ♀ 雌雄 ♂

小さなやんちゃ坊主♪ 遊ぶの大好き元気っこ★
甘えんぼさんです（*^_^*）
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店舗・NO. アメリア町田根岸店　25-Ｃ 店舗・NO. アメリア町田根岸店　25-Ｄ
種類 マーシャルフェレット 種類 マーシャルフェレット
カラー ブレイズ カラー セーブル
誕生日 2016年9月21日 誕生日 2016年9月21日
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

美白なイケメンくん☆ すくすく成長中♪
よく寝ます…★ ご飯モリモリ食べてます☆

店舗・NO. 若葉台店　26-Ａ 店舗・NO. 若葉台店　26-Ｂ
種類 マーシャルフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ カラー セーブル
誕生日 2016年8月 誕生日 2016年8月
雌雄 ♂ 雌雄 ♂

のんびりした可愛いこです 甘えん坊な可愛いこです

店舗・NO. 若葉台店　26-Ｃ
種類 パスバレーフェレット
カラー バタースコッチ
誕生日 2016年10月
雌雄 ♀

人が大好きな可愛いこです
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店舗・NO. 藤沢店　　　13-Ｄ 店舗・NO. 藤沢店　　　13-Ｅ
種類 パスバレーフェレット 種類 パスバレーフェレット
カラー シルバーミット カラー ブラックセーブル
誕生日 2016年11月頃 誕生日 2016年11月頃
雌雄 男の子 雌雄 男の子

とってもやんちゃで元気はつらつ！ ちょっとぽやっとした男の子！

店舗・NO. 新百合ヶ丘店　4-Ｅ 店舗・NO.
種類 パスバレーフェレット 種類
カラー セーブル カラー
誕生日 2016/12月上旬頃 誕生日
雌雄 ♀ 雌雄

まだまだちびっ子です！
ご飯もりもり食べます★

店舗・NO. 店舗・NO.
種類 種類
カラー カラー
誕生日 誕生日
雌雄 雌雄
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