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家族のように大切なパートナーであるペットのために、安全・安心を 1 番に考えてデザインしています。
より豊かで魅力のあるペットとの日々を過ごせるように、高いクオリティーとデザイン性を融合した製品を生みだします。

TopZoo は環境に優しい製品です。

● 全ての DODO シリーズは、100% コットンで製造され、口に入れても安全な塗料を使用しています。
● ラバー製品は 70% の天然ゴムを使用し、おもちゃのラテックス製品は 100% ラテックスを使用しています。
● TopZoo 製品は、国際安全規格と作業環境測定基準を満たしています。
● TopZoo 製品のおもちゃは、こども用おもちゃの基準にも適合しているので子どもにもペットにも安心です。
（専門機関にて検査済みです）

CE マークが製品についています。（※ CE マークとは : ヨーロッパの安全規格基準を満たす商品に付けられるマーク）

Qui sommes-nous ? / About TopZoo

TopZoo は革新的で創造性に溢れたおもちゃを生み出すフランスのハイブランドメーカーです。

ドゥドゥ コージー ハウンドトゥース
千鳥格子柄の個数限定ベッド。

内側は大きめの千鳥格子で、

外側は小さめの千鳥格子柄とお洒落なベッドになっています。
close-up

GRAY

GREEN

REPOS / BEDDING

DODO COSY HOUNDSTOOTH

Washable！
Small

Medium

W 50 ×D 38 ×H 21cm W 60 ×D 45 ×H 25cm

￥9,900（税込）

￥11,000（税込）

￥9,900（税込）

￥11,000（税込）

3

REPOS / BEDDING

DODO COSY SPIDER

ドゥドゥ コージー スパイダー
インディゴウォッシュカラーが
いい雰囲気を出しているベッドです

close-up

Washable！

Extra Small

Small

Medium

Large

W 40×D 30 ×H 17cm W 50 ×D 38 ×H 21cm W 60 ×D 45 ×H 25cm W 70 ×D 53 ×H 30cm

￥7,700（税込）

￥9,350（税込）

￥11,000（税込）

￥12,650（税込）

REPOS / BEDDING

DODO COZY PLUTON
ドゥドゥ コージー プルトン
とても高級感のあるベッドです。
人気の六角形のバスケットフラワーと同じ素材で
作られています。

close-up

Washable！

Extra Small

Small

Medium

Large

W 40 ×D 30 ×H 17cm W 50 ×D 38 ×H 21cm W 60 ×D 45 ×H 25cm W 70 ×D 53 ×H 30cm

￥8,250（税込）

￥9,900（税込）

￥12,100（税込）

￥14,300（税込）
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REPOS / BEDDING

DODO COSY BARBARA
ドゥドゥ コージー バーバラ

落ち着いたカラ―テイストで、外側はフェイクレザーと
インテリアにマッチしやすいベッドです。

Washable！
Small

Medium

Large

W 50 ×D 38 ×H 21cm W 60 ×D 45 ×H 25cm W 70 ×D 53 ×H 30cm

￥9,350（税込）

￥11,000（税込）

￥12,650（税込）

close-up

DODO RELAX BARBARA
ドゥドゥ リラックス バーバラ

落ち着いたカラーテイストで、底側はフェイクレザーと
インテリアにマッチしやすいベッドです。
カバーが取り外し可能です。

Washable！
Medium

Large

Extra Large

Two Extra Large

W 80×D 55×H 8cm

W 95×D 65×H 8cm

W 110×D 75×H 8cm

W 125×D 85×H 8cm

￥7,700（税込）

￥9,350（税込）

￥12,100（税込）

￥13,200（税込）

REPOS / BEDDING

reversible

DODO COSY CANVAS

ドゥドゥ コージー キャンバス
ドゥドゥコージーキャンバスは、リバーシブルで使用でき、
その日の気分で色が楽しめます。
とてもやわらかく、片面はコットン生地で、反対側は防水ナイロンです。
おもちゃが付属されてきます。
注意：単独、または同じ色物と一緒に洗ってください。

Washable！
Extra Small

Small

Medium

Large

W 40×D 30×H 17cm W 50×D 38×H 21cm W 60×D 45×H 25cm W 70×D 53×H 30cm

￥7,700（税込）

￥9,900（税込）

￥12,100（税込）

￥14,3000（税込）

DODO RELAX CANVAS

ドゥドゥ リラックス キャンバス
ドゥドゥリラックスキャンバスは、とてもペットにいい寝床スペースです。

close-up

片面はコットン生地でとてもやわらかく且つ丈夫で、もう一面は防水ナイロン
になっているので、掃除もしやすくなっています。
注意：単独、または同じ色物と一緒に洗ってください。

Washable！
Small

Medium

Large

Extra Large

Two Extra Large

W 65×D 45×H 8cm

W 80×D 55×H 8cm

W 95×D 65×H 8cm

W 110×D 75×H 8cm

W 125×D 85×H 8cm

￥6,600（税込）

￥7,700（税込）

￥8,800（税込）

￥12,100（税込）

￥14,3000（税込）
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バスケット

フラワー

六角形のカタチをしたベッド。
中はとてもフワフワしていて、また横のヘリは
しっかりとしているので、ペットにとってとても
安心感を与える空間になります。
また、直ぐにへたることもないので、長く
お使いいただけるベッドになっています。
おもちゃが付属します。

Washable！
Medium

Large

W 50×D 50×H 16cm W 60×D 60×H 18cm

￥6,380（税込）

￥7,480（税込）

REPOS / BEDDING

BASKET FLOWER

バスケット

フラワー

クラシック

六角形のカタチをしたベッド。
中はとてもフワフワしていて、また横のヘリは
しっかりとしているので、ペットにとってとても
安心感を与える空間になります。
また、直ぐにへたることもないので、長く
お使いいただけるベッドになっています。
おもちゃが付属します。

REPOS / BEDDING

BASKET FLOWER CLASSIC

Beige

Gray

Washable！
Medium

Large

W 50×D 50×H 16cm W 60×D 60×H 18cm

￥5,280（税込）

￥6,380（税込）

￥5,280（税込）

￥6,380（税込）
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REPOS / BEDDING

DODO COSY IBIZA

ドゥドゥ コージー イビザ
黒を基調とした中にエメラルドグリーンと格子模様が
いいアクセントになっていて、お洒落なベッド。
クッションは取り外し可能で、カバーが外せて洗えます。

Washable！
Extra Small

Small

Medium

Large

W 40×D 35×H 17cm W 50×D 38×H 20cm W 60×D 45×H 25cm W 70×D 53×H 30cm

￥4,400（税込）

￥6,050（税込）

￥7,700（税込）

￥9,350（税込）

ベーシックブランケット
普 段 の 寝 床 以 外 に も、 椅 子 に 敷 い て み た り 車 内 で 使 っ て み た り。
ペットのお気に入り場所にちょこっと敷いてあげれば更に寛げる場所に。
少し変わった使い方としては、自宅で足裏カットなどをする時に床に敷
いて頂ければ、毛の飛散防止にも役立ちます。
※商品名はブランケットとなっておりますが、質感はマットに近い商品
となっております。

REPOS / BEDDING

BASIC BLANKET

Washable！
Large
W 95×D 65 ×H 3cm

￥3,960（税込）
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VOYAGE / TRAVELING

DODO BAG OVAL

ドゥドゥバッグ オーバル
底が楕円型になっているので、
肩掛けにした時にとてもしっくりきます。
中には柔らかいクッションが入っているので、
ちょっとしたベッドにもなります。
おやつ等を入れられる小さいポケットが内側にあります。
※専用クッション付属
※飛び出し防止リードフック付き

Washable！
One size
W 36×D 28×H 36cm

￥6,490（税込）
￥6,490（税込）
耐荷重目安およそ 6kg

Sailor

Black

ドゥドゥバッグ
バッグとベッドが一緒になったキャリーバッグ。バッグとして外出
した先で、ベッドに早変わり。お気に入りのおもちゃやアクセサリー
が入れられるように大きくデザインされています。シンプルなデザ
インでファッションやリビングスペースにも優しく調和します。
※専用クッション付属
※飛び出し防止リードフック付き

Washable！

One size
W 36×D 40×H 40cm

￥7,700（税込）
耐荷重目安およそ 6kg

VOYAGE / TRAVELING

DODO BAG
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キャビンバッグ
中がとてもゆったりしていて、ペットにとってくつろげる空間になっています。
サイドから簡単に出入りができ、顔を出すことも可能です。
※飛び出し防止リードフック付き

Black

Red

One size
W 43×D 23×H 28cm

￥8,800（税込）
￥8,800（税込）
耐荷重目安およそ 6kg

VOYAGE / TRAVELING

CABIN BAG

VOYAGE / TRAVELING

TRAVEL BAG β

トラベルバッグ ベーター
犬や猫が居心地のいい旅行ができるように作られたキャリーバッグ。
ショルダータイプとボストンタイプの 2 パターンで使用できます。
おもちゃやリードなどが入れられる便利なポケット付き。
※飛び出し防止リードフック付き

brown

Washable！

One size
W 38×D 30×H 28cm

￥8,800（税込）
耐荷重目安およそ 6kg

※ グレーは生産終了商品となります。
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JOUETS / TOYS

FOOD DISPENSER TENNIS BALL
トップズーテニスボール

トップズーテニスボールの中におやつが入れられます。
ハイクオリティーのゴムでできているトップズーのテニスボールの外側は、
歯茎を刺激し、デンタル効果があります。

Washable！

※カラーは仕様変更になる場合がございます。

Small

Big

φ 7.5cm

φ 10cm

￥1,650（税込）

￥2,200（税込）

LATEX SEALINE

水族館ラテックスシーライン
音が鳴る海の可愛いキャラクターたちが、
毎日の遊びの時間を楽しくします。ラテッ
クス 100％素材で噛み心地の良いおもちゃ
です。その日の気分に合わせておもちゃを
選ぶ楽しさがあります。

Seahorse

Washable！

タツノオトシゴ
W 8 ×D 3 ×H 20cm

￥660（税込）

Crab

カニ
W 13 ×D 3 ×H 15cm

￥660（税込）

Seahorse

Crab

ピコボール

ペットを魅了するボール。ハイクオリティーのゴムでできている
ピコボールの外側は、歯茎を刺激しデンタル効果があります。

One size

Washable！

φ 7.5cm

￥1,430（税込）

※カラーは仕様変更になる場合がございます。

JOUETS / TOYS

PICO BALL

TOPZOO DUMBBELL
ダンベル

おもちゃで遊び楽しみながら、適度な硬さと
多数の凹凸で歯の健康もケアします。

Big

Washable！

W 7 ×D 7 ×H 18cm

￥2,200（税込）
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ロープトイシリーズ

おもちゃの定番アイテム、ロープトイが T&Z から発売。
小型犬～大型犬まで遊べる大きさとなっております。噛む事により、糸
と糸の間に歯が入り込むのでデンタルケアにも役立ちします。

ROPE FRISBEE
ロープ フリスビー
One size
φ 16cm

￥770（税込）

ROPE BALL
ロープ ボール
Small

Big

φ 7cm

φ 9cm

￥528（税込）

￥748（税込）

ROPE DUMBBELL
ロープ ダンベル
Small

Big

φ 16cm

φ 19cm

￥495（税込）
※ T&Z とは、TopZoo が立ち上げた新しいブランドです。
T&Z は TopZoo とは異なるカラーリングやテイストの商品を生み出していきます。

￥825（税込）

JOUETS / TOYS

T&Z ROPETOY SERIES

カタログ JAN コード一覧表

REPOS / BEDDING

ドゥドゥコージープルトン スモール

￥9,900

( 税込）

DODO COSY SPIDER
Dodo cosy spider extra small

P3

Dodo cosy pluton small

P4

DODO RELAX BARBARA

￥7,700

Dodo cosy pluton medium

￥9,350

Dodo cosy pluton large

ドゥドゥコージー スパイダー エクストラ スモール

( 税込）

ドゥドゥコージープルトン ミディアム

￥12,100

Dodo relax barbara medium

￥14,300

Dodo relax barbara large

( 税込）

ドゥドゥリラックスバーバラ

ミディアム

￥7,700

( 税込）

DODO COSY HOUNDSTOOTH
Dodo cosy houndstooth gray small

￥9,900

( 税込）

ドゥドゥコージー ハウンドトウース グレー スモール

Dodo cosy houndstooth gray medium

￥11,000

ドゥドゥコージー ハウンドトウース グレー ミディアム

( 税込）

Dodo cosy spider small
ドゥドゥコージー スパイダー

スモール

( 税込）

Dodo cosy spider medium ￥11,000
ドゥドゥコージー スパイダー

( 税込）

ミディアム

ドゥドゥコージープルトン ラージ

( 税込）

ドゥドゥリラックスバーバラ

ラージ

Dodo relax barbara extra large

P6

ドゥドゥリラックスバーバラ

￥9,350

( 税込）

￥12,100

エクストラ ラージ ( 税込）

DODO COSY BARBARA
Dodo cosy houndstooth green small

￥9,900

ドゥドゥコージー ハウンドトウース グリーン スモール ( 税込）

Dodo cosy houndstooth green medium

￥11,000

ドゥドゥコージー ハウンドトウース グリーン ミディアム

( 税込）

Dodo cosy spider large
ドゥドゥコージー スパイダー

ラージ

￥12,650

( 税込）

Dodo cosy barbara small
ドゥドゥコージ―バーバラ

スモール

Dodo cosy barbara medium

P5

ドゥドゥコージ―バーバラ

ミディアム

￥9,350

( 税込）

￥11,000

( 税込）

￥8,250

ドゥドゥコージープルトン エクストラ スモール

( 税込）

ドゥドゥリラックスバーバラ

￥13,200

ツー エクストラ ラージ ( 税込）

P7
DODO COSY CANVAS

DODO COSY PLUTON
Dodo cosy pluton extra small

Dodo relax barbara two extra large

Dodo cosy barbara large
ドゥドゥコージ―バーバラ

ラージ

￥12,650

( 税込）

Dodo cosy canvas extra small

￥7,700

ドゥドゥコージ―キャンバス エクストラ スモール

( 税込）
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カタログ JAN コード一覧表
￥9,900

Dodo cosy canvas small
ドゥドゥコージ―キャンバス

( 税込）

スモール

Dodo cosy canvas medium
ドゥドゥコージ―キャンバス

ミディアム

￥12,100

( 税込）

Dodo relax canvas extra large
ドゥドゥリラックスキャンバス

￥12,100

Baskey flower classic beige large

￥14,300

Baskey flower classic gray medium

エクストラ ラージ

Dodo relax canvas two extra large

ドゥドゥリラックスキャンバス ツーエクストラ ラージ

( 税込）

( 税込）

￥6,380

バスケットフラワークラシック ベージュ ラージ

( 税込）

￥5,280

バスケットフラワークラシック グレー ミディアム

( 税込）

Dodo cosy ibiza large
ドゥドゥコージー イビザ ラージ

￥9,350

( 税込）

P 11
BASIC BLANKET

Dodo cosy canvas large
ドゥドゥコージ―キャンバス

ラージ

￥14,300

Baskey flower classic gray large

P8

( 税込）

￥6,380

バスケットフラワークラシック グレー ラージ

( 税込）

Basic blanket large

ベーシックブランケット ラージ

￥3,960

( 税込）

BASKET FLOWER
Baskey flower medium
バスケットフラワー ミディアム

￥6,380

( 税込）

ドゥドゥリラックスキャンバス

スモール

￥6,600

( 税込）

VOYAGE / TRAVELING

DODO COSY IBIZA

DODO RELAX CANVAS
Dodo relax canvas small

P 10

Baskey flower large
バスケットフラワー

ラージ

￥7,480

( 税込）

Dodo cosy ibiza extra small

￥4,400

ドゥドゥコージー イビザ エクストラ スモール

( 税込）

P 12
DODO BAG OVAL

Dodo relax canvas medium
ドゥドゥリラックスキャンバス

ミディアム

￥7,700

( 税込）

Dodo cosy ibiza small

P9

ドゥドゥコージー イビザ スモール

￥6,050

( 税込）

Dodo bag oval sailor
ドゥドゥバッグ オーバル

セイラー

￥6,490

( 税込）

BASKEY FLOWER CLASSIC
Dodo relax canvas large
ドゥドゥリラックスキャンバス

ラージ

￥8,800

( 税込）

Baskey flower classic beige medium

￥5,280

バスケットフラワークラシック ベージュ ミディアム

( 税込）

Dodo cosy ibiza medium
ドゥドゥコージー イビザ ミディアム

￥7,700

( 税込）

Dodo bag oval black
ドゥドゥバッグ オーバル ブラック

￥6,490

( 税込）

カタログ JAN コード一覧表
P13

JOUETS / TOYS

DODO BAG
￥7,700

Dodo bag

( 税込）

ドゥドゥバッグ

P 17

RopeDumbbell small

￥495

RopeDumbbell big

￥825

RopeFrisbee

￥770

ロープダンベル スモール

( 税込）

PICO BALL
￥1,430

Pico ball

P16

( 税込）

ピコボール（共通）

ロープダンベル ビッグ

( 税込）

FOOD DISPENSER TENNIS BALL
food dispenser tennis ball small

P14

トップズーテニスボール

スモール

￥1,650

( 税込）

CABIN BAG
( 税込）

レッド

Cabin bag black
キャビンバッグ

ブラック

( 税込）

TOPZOO DUMBBELL
￥8,800

Cabin bag red

キャビンバッグ

ロープフリスビー

food dispenser tennis ball big
トップズーテニスボール

ビッグ

￥2,200

( 税込）

( 税込）

ビッグ

￥8,800

P 18

( 税込）

LATEX SEALINE

P15

￥2,200

Dumbbell big

ダンベル

T&Z ROPETOY

Latex sealine seahorse

￥660

Latex sealine crab

￥660

水族館ラテックスシーライン

タツノオトシゴ

( 税込）

RopeBall small

￥528

RopeBall big

￥748

ロープボール スモール

( 税込）

TRAVEL BAG β
Travel bag β brown

トラベルバッグ ベータ

ブラウン

￥8,800

( 税込）

水族館ラテックスシーライン

カニ

( 税込）

ロープボール ビッグ

( 税込）
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カタログ JAN コード一覧表
￥660

Starfish

Discontinued
THE RAINBOW ANIMALS
￥836

Cow

( 税込）

カウ

Donkey
ドンキー

￥836

( 税込）

￥6,600

Dodo cosy raspberry extra small

( 税込）

ヒトデ

ドゥドゥコージー ラズベリー エクストラス モール

( 税込）

TOPZOO DUMBBELL
￥660

Fish

( 税込）

サカナ

￥1,540

Dumbbell small

( 税込）

ダンベル スモール

￥660

Lobster

Dodo cosy raspberry medium

( 税込）

ザリガニ

￥8,800

Dodo cosy raspberry small

( 税込）

ドゥドゥコージー ラズベリー ス モール

ドゥドゥコージー ラズベリー ミディアム

￥11,000

( 税込）

DODO COSY
￥836

Piggy

( 税込）

ピギー

￥660

Octopus

( 税込）

タコ

￥836

Sheep

Dodo cosy choco small

( 税込）

シープ

Dodo cosy choco extra small
ドゥドゥコージー チョコ エクストラスモール

ドゥドゥコージー チョコ スモール

￥6,600

( 税込）

Ball 5 senses small
スモール

￥1,980

( 税込）

￥13,200

( 税込）

￥8,800

( 税込）

DODO RELAX

TOPZOO BALL 5 SENSES
５センスボール

Dodo cosy raspberry large
ドゥドゥコージー ラズベリー ラージ

Dodo cosy choco medium
ドゥドゥコージー チョコ ミディアム

￥11,000

( 税込）

Dodo relax raspberry small
ドゥドゥリラックス ラズベリー スモール

￥4,400

( 税込）

LATEX SEALINE
Turtle
カメ

￥660

( 税込）

Ball 5 senses big
５センスボール

ビッグ

￥2,640

( 税込）

Dodo cosy choco large
ドゥドゥコージー チョコ ラージ

￥13,200

( 税込）

Dodo relax raspberry medium ￥5,500

ドゥドゥリラックス ラズベリー ミディアム

( 税込）

カタログ JAN コード一覧表
Dodo relax raspberry large
ドゥドゥリラックス ラズベリー ラージ

￥6,600

( 税込）

Friends Safari

REAL SOUND DUCK
￥1,980

Giraffe

( 税込）

キリン

small
スモール

￥990

( 税込）

RUBBER BONE
￥858

Rubber Bone small
ラバーボーン

( 税込）

スモール

DODO RELAX
Dodo relax choco small
ドゥドゥリラックス チョコ スモール

￥4,400

( 税込）

Dodo relax choco medium ￥5,500

( 税込）

ドゥドゥリラックス チョコ ミディアム

Dodo relax choco large
ドゥドゥリラックス チョコ ラージ

￥1,980

Zebra

( 税込）

シマウマ

large
ラージ

￥1,540

( 税込）

Rubber Bone large
ラバーボーン ラージ

￥1,980

( 税込）

￥1,980

Tiger

( 税込）

タイガー

￥6,600

( 税込）

EASY GRIP TOY
Easy grip toy small
イージーグリップトイ

スモール

￥1,650

( 税込）

TRAVEL BAG β
Travel bag β gray

トラベルバッグ ベータ

グレー

￥8,800

( 税込）

Easy grip toy big
イージーグリップトイ

ビッグ

￥1,980

( 税込）

※お探しのアイテムが見つからない場合は、お問い合わせください。

e-mail : info@topzoo.jp
URL : www.topzoo.jp
本カタログの掲載情報は 2021 年 9 月現在（Vol.13) のものとなって
おります。予告なく製品の仕様変更・価格変更・生産中止をする場合
がございますのでご了承ください。
印刷のため実際の製品との色合いは異なる場合がございます。
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Lagerpet channel

Instagram

Online Shop

Yahoo Shopping

Topzoo 総輸入元

ラガーコーポレーション

〒 338-0836
埼玉県さいたま市桜区町谷 4-1-1
TEL 048-845-2828
FAX 048-755-9855
e-mail info@topzoo.jp
URL www.topzoo.jp / www.lager.co.jp

