
〒506-0811

岐阜県高山市大洞町780-30

老犬ホーム　ワンハピネス

0577-35-5773

責任者　長瀬かおる

こんにちは。老犬ホームワンハピネスの責任者、長瀬かおるです。

ワンハピネスの資料をご請求頂きありがとうございます。

ワンハピネスは、老犬となった愛犬や、寝たきり、

障害のあるワンちゃんを生涯預かり、

家族として一緒に暮らしていく、小さくてあったかい老犬ホームです。

ワンハピネスのホームは岐阜県の飛騨高山市にある明るい一軒家。

責任者である私長瀬の自宅の一画になっています。

まさにアットホームな分広い土地はありませんが、周りには自然がたくさん。

すぐご近所にみんなで遊びに行ける大きな公園もあります。

私はホーム開設前の30年間、計5匹の犬と共に生活を送り、

そのうち15年間は人の介護に務めた経験を持ちます。

ワンハピネスのスタッフにはヘルパー2級や動物看護士の資格を持った者もいるので、

症状の重いワンちゃんでも、

24時間いつでも手厚い介護がしてあげられるのが自慢です。

だから、たとえ歩けない子でも、目が見えない子でも、大丈夫。

穏やかで幸せな毎日が過ごせるように、私たちが寄り添い、しっかりと側で支えていきます。

気になることやご相談があれば、何でもお気軽にお問合せください。

まだできたてほやほやの小さなホームですが、

困っているワンちゃんにも、飼い主さんにも、

私たちが手助けとなれますことを心から願っています。

老犬ホームワンハピネス

責任者　長瀬かおる

ご挨拶

http://wan-happiness.com/
http://wan-happiness.com/
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老犬ホームワンハピネスは、緑豊かな岐阜県飛騨高山市の郊外にあります。  

ホームのために建て直した明るくきれいな一軒家で、 

なんとホーム責任者の自宅の一画になっています。 

 

住宅地なのでお隣さんとも近いですが、 

毎日を生活する広さや防寒、防臭、防音などの設備はばっちり。  

 

それでは、ワンハピネスをご紹介していきます！ 

（少し長くなりますが、ありのままの姿をご案内したく、ホームページからそのままを載せてあります）  

 

 

外からはこんな感じ・・・ 

 

 

奥まった白いお家です。 

 

とても老犬ホームがあるとは思えませんが・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

門のすぐ右側の、 

この足跡を目印にしてもらえたら嬉しいです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

さて、奥へと進んでみると・・・ 

施設案内 
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お家の正面玄関と、 

左の扉がワンハピネスへと続く扉です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

入ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進んでいくと、ありました。 

 

ちょっと地味ですが、 

これがワンハピネスの入り口です！ 

 

ワンちゃんを連れて出入りしやすいように、 

引き戸タイプになってます～。 

 

 

入ってみると・・・ 

 

 

こんな感じです！ 

 

ケージは、夜に寝るとき用です。 

ワンちゃんが来たら、 

毛布やクッション、シートを敷いて、 

その子その子のために快適なベッドにしてあげます。  
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←こんな感じ！ 

短時間預かり常連のイオンちゃんです♪ 

 

 

普段は朝起きたら出してあげて、 

元気なワンちゃんは 

自由に歩き回れるようにしてあげます。 

寝たきりのワンちゃんはケージに入れず、 

床にふかふかの寝床を。 

足を引きずってしまうような子にはどこへ行っても傷めないように、  

足にガードをしてあげるつもりです。 

 

 

詰まって見えますが、ケージを 2 段にして、 

片方の壁に集めているのもわざとです。 

 

もしワンちゃんが増えて隣り合うことになったら、  

間にプラダンを挟みます。 

横のケージと壁を作り、正面も向かい合わせに 

ならないのでワンちゃんがゆっくり休めます。 

 

狭いながらもしっかりと個室にしてあげられるように、実は結構考えて設計がしてあるのです。  

 

床もコンクリート敷きで無機質に見えますが、 

介護が必要なワンちゃんが増えることも考えられるワンハピネス、  

汚れてしまってもすぐにきれいにできるように衛生面を考慮した作りです。  

水で流してもちゃんと流れていくんですよ。 

更にこの床、実はただのコンクリじゃなくて防臭の特殊加工までしてあります。  

 

 

 

ケージ側から見るとこんな感じで～す。 
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奥から見るとこんな感じ。 

最新の冷暖房も完備です！ 

 

なので、寒い思いや暑い思い、 

体への無理は絶対にさせません。 

 

エアコンの下にあるテーブルで、 

責任者は飼い主さんのご相談を受けたり、 

よくワンちゃんを見ながら書き物をしたりしています♪ 

 

 

そして左を向くと、 

ワンちゃんのごはんや 

お世話に必要なものを置いておくスペースが。 

 

 

作業台、冷蔵庫に・・・ 

 

 

 

 

ワンちゃん専用のお風呂です！ 

 

ここで月に一回お風呂に入れてあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして洗濯機の上の窓と手前の扉は・・・？ 
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あれ、窓に猫が・・・？ 

 

 

 

 

 

扉を開けると・・・ 

 

 

 

じゃーん。 

 

なんと、ホームがお家のリビングに直結です！ 

 

いたのは責任者の飼い猫しらすちゃんでした♪ 

 

 

 

 

 

 

 

恥ずかしいからあんまりこっちは 

見せられませんが・・・ 

お家の中から見ると、こんな感じです。 

 

 

 

 

 

 

1 階は 1LDK なので、 

ホームの責任者はいーっつもここにいます。 

 

昼間は大抵ワンちゃんのお世話を 

しているだろうと考えられますが、 

食事や夜間のときもすぐ隣のこっちにいるので、  

ワンちゃんも安心。 

すぐに様子が見てあげられます。 
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そしてもう一度ワンハピネスへ・・・ 

 

 

明るい室内は、テラス戸を開け放つと 

なんと大きなウッドデッキに続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外はこんなに緑がいっぱい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

こだわりの設計で、寝たきりのワンちゃんでも 

無理なく外が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯預かりのさくらちゃん。 

外を一生懸命眺めています♪ 
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春には野鳥が雛を連れて飛んできて、夏には緑が萌え、  

秋には紅葉、冬にはきれいな雪景色になる、私たちもお気に入りの裏庭です。  

 

 

ちょっと見づらいですが、右側に水場もあります。  

 

 

奥に扉がありますね。 

行ってみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

開けるとお家の裏。 

 

 

 

 

 

 

 

 

突き当りを右に曲がれます・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

更に進むと・・・ 

 

おや・・・？ 
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あっ戻ってきましたね。 

 

これでぐるっと一周です！ 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに・・・ 

元気なワンちゃんは運動不足にならないように毎日朝晩お散歩をするのですが、  

10 分ほど歩くと、みんなで走り回れるような広い公園があります！ 

今はまだ写真がないのですが、いずれこの公園もホームページでご紹介する予定です。 

 

 

ご希望頂けましたら、郵送やメールで気になる箇所の写真もお送りしますので 

お気軽にお問合せくださいね。 

 

 

それから、ワンハピネスはちょっと分かりづらい位置にあるので、  

もし「近くまで来たけど分からない・・・」ということがありましたら、 

こちらをご参照頂けましたら幸いです。 

高山駅から平湯・松本方面へ 

車で 10分～15分 

高山駅から約 4.4km 
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時間 スケジュール

06：00
皆を起こします。
ケージから出し、している子にはおむつ交換、歩ける子はお散歩に行きます。

07：00
順番にご飯をあげます。
自分で食べられない子には介助を。

08：00
ブラッシングなど体のお手入れ。
1日1～2匹ずつくらいでお風呂も入れます。
終わったら、寝たきりや必要のある子にはリハビリをしてあげます。

12:00 おむつ交換

12:30 順番にご飯です。

14:00 様子を見てまたリハビリを。

15:00 週に数回、お楽しみのおやつタイムです♪

15:30
みんなでお散歩。
近所の公園に遊びに行きましょう！

17:30 おむつ交換

18:00 順番にご飯です。

19:00 みんなをケージに入れてあげて、消灯です。

24：00
おむつ交換。
様子を見ながら、最低6時間おきにはしてあげます。

大体はこんな感じですが、ワンちゃんの様子を見ながら、
みんなで少しずつ違う毎日を過ごしていきます♪

ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ



ワンハピネスのワンちゃんの入所条件は、多くはありませんがとても重要です。

（１）ワンちゃんに休みなく始終鳴く症状がないこと

ワンハピネスは、ホームが責任者の自宅になっています。

そのため24時間寄り添って手厚い介護をしてあげられることが大きな強みですが、

住宅地の一軒家な分、

ずっと鳴いてしまう症状のワンちゃんはお預かりできない場合もあります。

ただ、しっかりと防音設備はありますので

鳴き方や状態によってはお預かりすることが可能です。

詳しくお伺いしますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談頂けましたらと思います。

（2）ワンちゃんが感染症にかかっていないこと

ワンハピネスは小さな老犬ホームです。

広くないので、1匹のワンちゃんを隔離してお世話することはちょっと難しいんです。

完治すれば問題ありませんので、

どうぞ感染症だけ治してあげてからお預けくださいね。

基本的には以上ですが、もしかしたら他にもお断りするケースが出てくるかもしれません。

どんなワンちゃんでも、出来ることならすぐにでも受け入れてあげたい。
ワンちゃんのためにも飼い主さんのためにも、助けてあげたい。
だけど、小さなホームだからこそ、出来ることと出来ないことがある。

大変恐れ入りますが、そのことを受け止めた私たちの
「中途半端な事はしない」という責任を持った考えとして、
以上をどうぞご理解、ご了承を頂けましたら幸いです。

ただ、こうしたホームを運営している者として、ご相談には乗らせて頂きたいと思っています。

もしお預かりはできなくても、少しでもお力になれたら嬉しく思います。
歳を取ったり、病気や障害のあるワンちゃんのことでお悩みの方は、
どうぞお気軽にワンハピネスまでご相談くださいね。

入所条件



基本サービス 以下のサービスは月額料金に含まれています。

サービス内容 詳　細

食 事

基本的にはドッグフード［アイムス］を使用しますが、
鶏肉や野菜などの手作りごはんをプラスしたり、
きざみ食、ペースト食など、ワンちゃんの状態や
体調に合わせた食事を提供していきます。

また、歳を取ると胃腸の働きや代謝も衰えてくるので、
1日の摂取量を一般的な2回ではなく
3回に分けて朝昼晩と与えます。

おやつ
栄養補助の役割も兼ねて、栄養・カロリーのことも
考えながら犬用のおやつを与えます。

排 泄
その子の状態に合わせた管理をします。
基本的に元気な子は朝夕のお散歩でできるように促します。

おむつ交換
基本は　起床時 / 昼食前 / 夕食前 / 就寝前
その他、必要に合わせて行います。

体位交換（寝返り）
床擦れができないように一日中、
就寝時間帯にも必ず行います。

入 浴
専用のペットバスで行います。
汚れが出た場合などはその都度行います。

リハビリ
マッサージやペットバスを使った水中運動など、
状態に合わせて行います。

運動・遊び
元気な子は、毎朝近くの広い公園へお散歩に行って
一緒に遊びます。

連 絡
何かあった時には
その都度必ず飼い主さんへご連絡を致します。

月次報告
体調や様子をまとめたご連絡書と、
ワンちゃんの写真を飼い主さんに郵送します。

月1回

毎日

毎日

必要都度

月1回

頻度

1日3回

週に数回

1日数回

1日最低4回

最低3時間おき

サービス詳細



その他サービス 　　以下のサービスは別料金となります。

「会いに行きたいけどなかなか難しい…」
そんなときにはスタッフが自家用車で
ワンちゃんを飼い主さんの元へお連れします。
人件費、交通費は実費となります。
場所や日程、ワンちゃんの体調によっては
難しい場合もありますので、まずはご相談ください。

通常は1年に1回となりますが、
ご希望の場合には以下より頻度をお選び頂けます。
　月1回　/　3ヵ月に1回　/　半年に1回

ワンちゃんが亡くなった際、
基本的には別料金にて当ホームで葬儀の手配をします。

ペット専用の業者さんにお願いをして
火葬やお骨あげ、焼香などの葬儀を行い、
その後骨壺と位牌を飼い主さんにお送り致します。

飼い主様が48時間以内にお迎えに来られる場合には
料金はかかりません。

ただ、もしご希望を頂いても、
時間が来てしまいました場合には当ホームで葬儀を行い、
料金もご負担頂きます事を予めご了承下さい。

葬 儀

定期健診

里帰り面会送迎

指定給餌

入所時のお迎え

サービス内容 詳　細

遠方でも自家用車でスタッフがお迎えに行きます。
人件費、交通費は実費となります。
場所や日によって行ける場合と行けない場合がありますので
まずはご相談ください。

ご飯は基本［アイムス］ですが、
「うちの子にはこのご飯をあげてほしい」
などの事がありましたら、お気軽にご相談下さい。



長瀬家 ワンハピネスがお家です。人間2人と今は猫4匹、女系家族でやってます！

長瀬　かおる

昭和35年1月17日生まれ　やぎ座　O型　岐阜県出身

資格　：　愛犬飼育管理士、ドッグトリマー マスターライセンス

介護支援専門員（ケアマネージャー）、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級

ホームヘルパー2級、視覚障碍者移動介護従事者（ガイドヘルパー）、労務管理士　etc.

長瀬家家長で、言わずと知れたホームの責任者！
女手一つで2人兄妹を育て、ペットを飼い、家を持ち・・・
皆に頼られ、そして助けられながらここまでやってきました。

長年人の介護をしてきましたが、もともと動物が大好きで今度はワンちゃんの介護をすることに。
幾度も経験した愛犬との別れ、そしてその子たちの介護の経験を糧として
『老犬ホームワンハピネス』を起ち上げました。

つらい思いもあったけれど、今はずっと夢だった動物にかかわるお仕事ができて本当に嬉しい毎日です。
資格や、人犬どちらの介護経験もあるけれど何より助けが必要なワンちゃんや
その飼い主さんへの大きな想いが強みです。

長瀬　祐樹乃

昭和62年9月3日生まれ　おとめ座　A型　岐阜県出身

資格　：　ホームヘルパー2級、日本習字5段（教授）、工業簿記2級、商業簿記1級

情報処理　ビジネス情報部門1級・プログラミングﾞ部門1級、情報処理技能 表計算1級　etc.

長瀬さん家の一人娘♪　動物は何でも大好き！
本職があるのでお家に帰ってきた夜と週末にワンちゃんのお世話をします(^^
webも担当してるので、「ここの表示おかしいよ～」とかあったら教えてくださいね♪

平成21年10月生まれ　牛小屋出身

長瀬家で初めての猫さん。　ふくふく。　牛小屋と長瀬家しか知らないお嬢様。

お嬢様なので外に出たがらず、お嬢様なのでプライドが高い…！？　甘えてきたときだけ爪が切れる！

平成23年6月?生まれ　？出身（ホームセンターに捨てられていました）

長瀬家2匹目の猫さん。　昔は細かったのにいつの間にかこれもふくふく…。　優しいおっとりお姉さん。

よく返事をしますが恐がりで外に出たがらない。　お客様からは滅多に見られない長瀬家の幻の猫。

平成25年3月生まれ　名古屋出身

長瀬家末っ子その1。　いつまでたっても小さいような？　甘えん坊なやんちゃ姫。色々とひどい。

しかしなんだかいつも目の下にクマ(？)が…　叱ると「ニャーン！」と反論してくる。外には出たがりません。

平成25年3月生まれ　名古屋出身

長瀬家末っ子その2。　やっぱり小さいような？なんだかいつもびっくり顔。　三角折りのビニール袋が大好き！

よく足踏みと舌打ちをする。　　あと外には出たがりません。　あれ、皆？

長瀬　モノ子

長瀬　ティラミス

長瀬　しらす

長瀬　ひじき

家族紹介



お手伝いスタッフ

一緒に住んではいませんが、ワンハピネスを助けてくれるファミリーです。

信頼できる人たちばかり集まりました！

厚子さん

昭和31年9月6日生まれ　おとめ座　O型　愛知県出身

資格　：　動物看護士、介護福祉士、ホームヘルパー2級、中学教員免許、

ヤマハのピアノ・エレクトーン指導者、診療報酬請求事務士　etc.

獣医さんで15年以上動物看護士を務め、今は人の介護施設に勤めています。

隔週で来てワンちゃんの様子を確認したり、色々なアドバイスをしてくれます♪

責任者の前職で職場が一緒だったご縁でお手伝いをしてくれることに。

が、もっと昔、実は責任者が利用していた獣医さんで出会っていたという驚きの事実が…！

由美ちゃん

昭和39年12月23日生まれ　やぎ座　B型　福岡県出身

資格　：　ホームヘルパー2級 etc.

女手一つで3人の子供を育てた肝っ玉母さん！

責任者とは30年来の親友で、一緒に働いたり、一緒に暮らしていたことまで。

それでも一回も喧嘩したことがないというのだから驚きです。

面倒見がよく、どんな仕事もぱっぱとこなすデキる人。

犬も猫も大好き！　今は家に3匹の猫ちゃん『マロン、しずく、シフォン』がいます♪

勉兄ちゃん

昭和29年7月18日生まれ　かに座　A型　岐阜県出身

責任者の実の兄です。　まじめ！

毎日のウォーキングを日課としているので、

責任者（妹）の「それなら散歩手伝ってよ！」の一言でワンハピネスのお散歩要員に。

だけど元々動物が好きなので、なんだかちょっと嬉しそう。

ワンハピネスの開設をすごく楽しみにしてくれていました！



以下は基本サービスの金額となります。

ワンちゃんの状態やサービス内容により、金額は前後する場合がありますのでご了承ください。

8kgまで 8～20kg 20～35kg 35kg以上

（小型） （中型） （大型） （超大型）

月額料金 毎月
月末に次月分を

銀行振込
35,640 41,040 51,840 64,800 日割返金

入所代
入所時に
1度のみ

ワンちゃん
お預かり前に

銀行振込
142,560 164,160 207,360 259,200

お預かり後
3ヵ月以内に

亡くなった場合
半額返金

フィラリア薬代
年に1度
(7ヶ月分)

事前に
請求書を郵送

残月分を
返金

狂犬病注射代 年に1度
事前に

請求書を郵送
接種前なら
全額返金

医療費

おむつ代

葬儀代
ワンちゃんが
亡くなった時

後日
請求書を郵送

返金不可

（毎月20日〆）

１．　面談 / 電話相談

２．　日々のケアプランの作成・提示

３．　ご了承が頂けたら、契約書など必要書類の郵送

４．　署名・捺印のうえご返送

５．　書類の確認後、入所金と初月料金のご請求書の郵送

６．　入所金と初月料金のご入金

７．　ワンちゃんのお迎え・ご入所

詳しくご案内も致しますので、まずはお気軽にお問合せください。

飼い主様もワンちゃんも幸せな毎日が送れますように、精一杯のお力添えをさせて頂きます。

基本3,240円
＋獣医さんなど接種場所によって別途金額

（税込） 支払頻度
支払い・
請求方法

ワンちゃんが
亡くなった場合

のご返金

7,560 (1,080×7)　～

発生の都度
/月毎

月末前に
明細書と一緒に
請求書を郵送

実　費 返金不可

30,000　～

料金表

ご利用の流れ



お目通し頂きありがとうございました。

ワンハピネスは小さな老犬ホームですが、

その分、まさにアットホームなところが自慢です。

ワンちゃんがワンハピネスに来る前と同じように、

すぐ隣で家族として毎日を一緒に過ごしていける、そんな空間になっています。

ここはどうなっているの？　など、気になるところがありましたら

またお気軽にお問い合わせくださいね。

ご相談だけでも頂けましたらとても嬉しく思います。

ワンちゃんも、

ワンちゃんを想う飼い主さんも、

安心して穏やかな毎日が過ごせますように。

一人ひとり、その子その子の幸せ－ワンハピネス－のある場所であれますことを

心より願いながら。

老犬ホーム ワンハピネス

長瀬 かおる

登録番号 飛保第900号-100082

登録の年月日 平成27年　 4月　16日

登録の更新の年月日 -

有効期限の末日 平成32年　 4月　15日

事業所の名称 WAN HAPPINESS（ワン ハピネス）

事業所の所在地 岐阜県高山市大洞町780-30

登録に係る
　第一種動物取扱業の種別

保管

動物取扱責任者の氏名 長瀬　かおる

　　　　　　　老犬ホーム

　　　　　　　　　ワンハピネス

岐阜県高山市大洞町780-30

その他（譲受飼養業）

長瀬　かおる

飛保第900号-100081

平成26年　12月　9日

-

平成31年　12月　8日

WAN HAPPINESS（ワン ハピネス）

第一種動物取扱業登録

ホームページ http://wan-happiness.com/
メール　 info@wan-happiness.com
TEL･FAX　0577-35-5773

終わりに

http://wan-happiness.com/

