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専用スティック（4本）
ポケット

●バッグ本体についた毛やほこりはやわらかいブラシで落としてください。
●バッグ本体の汚れは薄めた中性洗剤を浸した布をかたく絞って、拭き
取ってください。
●シンナーやベンジン・漂白剤などは商品の変質・変色・色落ちの原因とな
りますので、使用しないでください。
●洗濯機・乾燥機は使用しないでください。

●キティソフトキャリーのファスナーには、オートマチック・スライダーを使
用しております。

※「★」の引き手を引っ張らないとスライダーが動かない仕組みになって
おり、ペットが内側から勝手にファスナーを開けるのを防止しています。

オートマチック・スライダーについてお手入れ方法

ご使用方法

★

Soft-carry case exclusively for cats. This allows loading/unloading from top. 

●ペットを逃がしたり、捨てたり、計画なく繁殖させないでください。飼い主の皆様へ

▼給水ボトル（えころじーボトルのみ取り付け
可能）は“給水ボトル専用挿し込み口”に、ノズル
の先を挿し込んでバッグ内側からストッ
パーで止めてご使用ください。

ふわふわマット

バッグ内側

給水ボトル専用挿し込み口

※移動中は給水ボトルを
　取り外してください。

〈給水ボトル〉

▼給水ボトル（えころじーボトルのみ取り付け
可能）は“給水ボトル専用挿し込み口”に、ノズル
の先を挿し込んでバッグ内側からストッ
パーで止めてご使用ください。

※移動中は給水ボトルを
　取り外してください。

〈給水ボトル〉

猫ちゃん用お出掛け キティソフトキャリー
ブラウン取扱説明書

付属の専用スティックをポケットに
差し込んで面ファスナーでフタを
します。

付属のふわふわマットを
セットします。

ファスナーを閉じて
完成です。

給水ボトル（別売）を
セットする場合。

20
NT55845

会員サイトで
無料で会員登録！

ポイントを貯めて
キャンペーンに応募しよう!

1 2 3 4

専用スティック（4本）
ポケット

●バッグ本体についた毛やほこりはやわらかいブラシで落としてください。
●バッグ本体の汚れは薄めた中性洗剤を浸した布をかたく絞って、拭き
取ってください。
●シンナーやベンジン・漂白剤などは商品の変質・変色・色落ちの原因とな
りますので、使用しないでください。
●洗濯機・乾燥機は使用しないでください。

●キティソフトキャリーのファスナーには、オートマチック・スライダーを使
用しております。

※「★」の引き手を引っ張らないとスライダーが動かない仕組みになって
おり、ペットが内側から勝手にファスナーを開けるのを防止しています。

オートマチック・スライダーについてお手入れ方法

ご使用方法

★

ふわふわマット

バッグ内側

給水ボトル専用挿し込み口

猫ちゃん用お出掛け キティソフトキャリー
ピンク取扱説明書

付属の専用スティックをポケットに
差し込んで面ファスナーでフタを
します。

付属のふわふわマットを
セットします。

ファスナーを閉じて
完成です。

給水ボトル（別売）を
セットする場合。

20
NT55846

会員サイトで
無料で会員登録！

ポイントを貯めて
キャンペーンに応募しよう!

Soft-carry case exclusively for cats. This allows loading/unloading from top. 

●ペットを逃がしたり、捨てたり、計画なく繁殖させないでください。飼い主の皆様へ

お願い
◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常に商品の見直
しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生
じる場合がありますのでご了承ください。
◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客様相談室まで
お問い合わせください。
※ペットの予期せぬ行動により発生した事故やケガ、破損に対する補償は致しかねます。
※不当な破損や修理・改造したものについての品質の保証は致しかねます。

●本品は、猫•犬用キャリーバッグです。その他の目的には使用しないでください。 
●本品は対象ペットの体重が6kg以下です。強度テストはしておりますが、過度の重さ
のものを入れると破損する恐れがありますので、ご注意ください。 ●短時間の移動の
際にご使用ください。長時間のご使用はペットに負担がかかる場合があります。 
●ペットの体調に注意しながらご使用ください。 ●ペットをバッグに入れたまま車
の中に放置しないでください。事故や死亡などの原因にならないよう、高・低温、多湿、
水気、直射日光を避けて安全な場所でご使用ください。 ●雨や汗、オシッコなどで濡
れたまま使用すると、色落ちや汚れなどの原因となります。お手入れ方法をよくお読み
になり、十分乾燥させてご使用ください。 ●鋭利な形状のものをそのまま入れないでく
ださい。破損やケガの原因となります。 ●火気や暖房器具のそばに放置しないでください。
火災やケガの原因となります。 ●バッグの中に複数のペットを入れないでください。 
●開口部を開けたまま移動しますとペットのケガなどの原因となりますので、安全のため、
移動中は開口部を閉めてご使用ください。 ●バッグに不慣れなペットへの使用はペット
にストレスを与えます。短時間ずつ慣らしてから様子をみてご使用ください。また噛み
グセのあるペットには使用しないでください。 ●移動中は、給水ボトルを取り外してく
ださい。ノズル（飲み口）がペットの体に当たり、ケガや水漏れの原因となります。 

ご注意（保護者の方へ、必ずお読みください）

No.1

ラベル個包装

材　質
本体生地•裏地•ボア生地

本体中材
メッシュ部
マット中材
スティック

:

:
:
:
:

ポリエステル100%
（本体生地背面：PVC発泡）
EVA
ナイロン100%
EPE
PP

お願い
◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常に商品の見直
しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一商品にも多少の違いが生
じる場合がありますのでご了承ください。
◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客様相談室まで
お問い合わせください。
※ペットの予期せぬ行動により発生した事故やケガ、破損に対する補償は致しかねます。
※不当な破損や修理・改造したものについての品質の保証は致しかねます。

●本品は、猫•犬用キャリーバッグです。その他の目的には使用しないでください。 
●本品は対象ペットの体重が6kg以下です。強度テストはしておりますが、過度の重さ
のものを入れると破損する恐れがありますので、ご注意ください。 ●短時間の移動の
際にご使用ください。長時間のご使用はペットに負担がかかる場合があります。 ●
ペットの体調に注意しながらご使用ください。 ●ペットをバッグに入れたまま車の
中に放置しないでください。事故や死亡などの原因にならないよう、高・低温、多湿、
水気、直射日光を避けて安全な場所でご使用ください。 ●雨や汗、オシッコなどで濡
れたまま使用すると、色落ちや汚れなどの原因となります。お手入れ方法をよくお読み
になり、十分乾燥させてご使用ください。 ●鋭利な形状のものをそのまま入れないでく
ださい。破損やケガの原因となります。 ●火気や暖房器具のそばに放置しないでください。
火災やケガの原因となります。 ●バッグの中に複数のペットを入れないでください。 
●開口部を開けたまま移動しますとペットのケガなどの原因となりますので、安全のため、
移動中は開口部を閉めてご使用ください。 ●バッグに不慣れなペットへの使用はペット
にストレスを与えます。短時間ずつ慣らしてから様子をみてご使用ください。また噛み
グセのあるペットには使用しないでください。 ●移動中は、給水ボトルを取り外してく
ださい。ノズル（飲み口）がペットの体に当たり、ケガや水漏れの原因となります。 

ご注意（保護者の方へ、必ずお読みください）

No.1

ラベル個包装

材　質
本体生地•裏地•ボア生地

本体中材
メッシュ部
マット中材
スティック

:

:
:
:
:

ポリエステル100%
（本体生地背面：PVC発泡）
EVA
ナイロン100%
EPE
PP対象ペットの体重：6kg以下

ピンクピンク

CT-360
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オートマチックスライダ
ーで

内側から開けられない
オートマチックスライダ

ーで

内側から開けられない
えころじーボト

ル

の取付可能
えころじーボト

ル

の取付可能
簡単に畳めて
収納に便利
簡単に畳めて
収納に便利

ショルダーベル
ト

で運びやすい
ショルダーベル

ト

で運びやすい
※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。

ブラウンブラウン

CT-359

Soft-carry case for cats -pink-
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オートマチックスライダ
ーで

内側から開けられない
オートマチックスライダ

ーで

内側から開けられない
えころじーボト

ル

の取付可能
えころじーボト

ル

の取付可能
簡単に畳めて
収納に便利
簡単に畳めて
収納に便利

ショルダーベル
ト

で運びやすい
ショルダーベル

ト

で運びやすい
※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。※えころじーボトルは別売です。

Soft-carry case for cats -brown-

ふわふわ
マット付き

対象ペットの体重：6kg以下

ふわふわ
マット付き

※ハンドメイドの為、表記寸法と若干の差異が生じる場合があります。
販売者：株式会社マルカン　原産国：中国

本体サイズ：
約Ｗ450×Ｄ250×Ｈ295mm
折りたたみ時：約W550×D310×H55mm
※ハンドメイドの為、表記寸法と若干の差異が生じる場合があります。
販売者：株式会社マルカン　原産国：中国

※ハンドメイドの為、表記寸法と若干の差異が生じる場合があります。
販売者：株式会社マルカン　原産国：中国

本体サイズ：
約Ｗ450×Ｄ250×Ｈ295mm
折りたたみ時：約W550×D310×H55mm
※ハンドメイドの為、表記寸法と若干の差異が生じる場合があります。
販売者：株式会社マルカン　原産国：中国

キティソフトキャリー
品　番
サイズ

日　付
フック穴
ノ ッ チ
チャック
シ ー ル

ー
ー
ー
ー
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色　数

CT-359　CT-360
W250×D130mm

4C C M Y K

裏面 1C K

白 特色


