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商品は一つ一つ手作りしております。表記完成品サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。本カタログの表示価格は、すべて消費税込みの価格です。商品の色は、印刷の為実際とは異なる場合が
ございます。商品によっては、仕様が写真と一部異なる場合がございます。本カタログに掲載の商品は、2016年9月現在の取り扱い商品です。商品、デザイン、仕様、色、価格など予告なく変更、または発売中止と
なる場合がございます。本カタログに掲載の写真、ロゴ、コピーなどの無断転載及び複写を禁じます。

ORIGINAL PETSOFA BRAND
thithipet.com

MADE IN JAPAN

<ご注文方法>
お電話 0599-45-8211、またはホームページ thithipet.comで承ります。
<お支払い方法>
クレジットカード払い、銀行振込（前払い）、代金引換からお選びいただけます。
■クレジットカード払い

上記のカードをご利用いただけます。クレジットカードでお支払いの場合は、
ご注文後すぐに商品生産の準備に入ります。
■銀行振込（前払い）
銀行振込は前払いとさせていただきます。
ご注文後に受注確認メールにてお支払総額をお知らせ致しますので、
ご注文確認メール到着後、7日間以内にお振り込み下さい。

振込先　百五銀行　波切支店　普通口座　73384　名義人　ユ)サンコウ

■代金引換 商品お届けの際、運送会社のドライバーに直接お支払いください。 

<送料について>
※1回のご注文で、配送先1ヵ所に付き2点以上お買上げの場合、送料無料です。
※その他の場合の送料は下記のようになります。
<全国送料一覧表>
北海道 1,900円

青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 1,350円

新潟・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・山梨・神奈川 1,200円

富山・福井・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・三重 1,100円

滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫・鳥取・島根・岡山・山口・広島 1,200円

香川・徳島・高知・愛媛・福岡・佐賀・長崎・大分 1,300円

鹿児島・熊本・宮崎 1,350円

※沖縄、離島への送料はご注文いただいた後、
当店からのメールにて送料をご案内させていただきます。



国産・手づくりにこだわった
ティティペットオリジナル
ペットソファ＆キャットタワー。

インテリアとしても最適なペットソファとキャットタワー。

素材には抗菌・防汚レザー・抗菌ウレタンを使用し強固な構造で型崩れしない、
すべてがセミオーダーのペットソファ&キャットタワー。
カラーカスタマイズで自分らしく、ペットやお部屋にあったものを提供しています。

ティティペットでは、ペットを愛するように…。
優しく、丁寧に素材や工程にも配慮しています。



プチコフレ・コリーヌ・マルミ・ル～ナ・ACE♡コフレ・アルト※7色お選びいただける商品です。
（左から）ライトベージュ・ベージュ・ブラウンベージュ・クリーム・オフピンク・オレンジ・サックス

にゃんくる※6色からお選びいただける商品です。
（左から）赤紅・朱・小豆・若草・深緑・瑠璃

キャットスクラッチ※4色からお選びいただける商品です。
（左から）ジラフ・フラワー・ブリーズ・クリーパ

キャットタワーはちょっと大きいから…。お部屋の広
さに合わせやすいプチサイズです。

PETIT COFFRET ¥12,650

プチコフレ セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長102cm・重量7.80kg・耐荷重15kg
 台座縦45×横45×高さ3.0cm

ちょうどいい眺めのちょうどいい大きさ。気軽に置け
る、気軽に遊べるキャットタワー。

COLLINE ¥16,100

コリーヌ セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長133cm・重量10.0kg・耐荷重15kg
 台座縦45×横45×高さ3.0cm

ネコちゃんの後ろ姿を二段目のステップ台で表現し
ました。愛らしい後姿とまるみ、そっくりでしょ？

MARUMI ¥27,200

マルミ セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長156cm・重量25.4kg・耐荷重15kg
 台座縦55×横55×高さ4.5cm

シンプルながら、丸く大きなステップで遊び方も自由
なキャットタワー。

LUNA ¥25,400

ル～ナ セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長164cm・重量23.5kg・耐荷重15kg
 台座縦55×横55×高さ4.5cm

ステップ台のハートの大きさはネコちゃんへの愛情
の証、ハウスでリラックスできるキャットタワー。

ACE COFFRET ¥28,500

ACE♡コフレ セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長166cm・重量24.5kg・耐荷重15kg
 台座縦55×横55×高さ4.5cm

もっと高いところで遊びたいよね？上下にどんどん
遊べる大きなキャットタワーです。

ALTO ¥43,000

アルト セミオーダー7カラー   CAT 
サイズ 全長193cm・重量31.0kg・耐荷重20kg
 台座縦55×横55×高さ4.5cm

ちょっとリッチなネコちゃん専用タタミマット。
洋室にも和室にも。

NYANKURU ¥5,200

にゃんくる セミオーダー6カラー  CAT 
サイズ(cm)  直径40

ネイルケア、ストレス解消にカラフルなダンボール製
爪とぎ台。

CAT SCRATCH ¥6,200

キャットスクラッチ オーダー4パターン  CAT 
サイズ 横幅 24cm・高さ 40cm・奥行25cm

たくさん遊んでいいからね。
丁寧に手作りしているから、温もりを感じてくれるはず。
リラックスしてほしいから、とっても安定しています。



※ベース7色・ポイントカラー6色・クッションカラー8色からそれぞれお選びいただける商品です。
（左から）〈ベースカラー〉 ピンク・アイボリー・ブラウン・グレー・レッド・グリーン・ブルー　〈ポイントカラー〉 イエロー・グリーン・レッド・アクア・ブルー・グレー
〈クッションカラー〉 アクア・アイボリー・グリーン・セピア・ピンク・ブラウン・ヴァーミリオン・ダークグレー

※5色からお選びいただける商品です。
（左から）アイボリー・ベージュ・キャメル・レッド・ダークブラウン

ソレイユ セミオーダー5カラー FAMILY/ DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 710・奥行 535・高さ 275・クッション高 105
 （内寸/ 横幅 540・奥行430）

モダンな雰囲気で、リビングにも調和。ペットも
カフェ気分。

SOLEIL ¥17,500

キュアリー セミオーダー7-6-8カラー FAMILY/ DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 930・奥行 560・高さ760
 （内寸/ 上段幅 735・上段奥行 465・下段幅 770・下段奥行 420）

海外で人気のリッチで可愛い２階建てペットソファ。
自由に遊べて、リラックスできます。

CUALY ¥98,000

コスモ セミオーダー5カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 720・奥行 1150・高さ 380・ クッション高 110
 （内寸/ 横幅 480・奥行 920）

ベッドヘッドがリボンで可愛い奥行きのあるペット
ソファです。

COSMO ¥40,000

アリシア セミオーダー5カラー FAMILY/ DOG / CAT
アリシア/サイズ(mm)  幅 1850・奥行 720・高さ 800・クッション高 350 
 (内寸/ 横幅 1500・奥行 650）
ステップ/サイズ(mm)  幅 600・奥行 480・高さ 250・1段高 130

ご家族で一緒に使える大型ソファ。Optionのステップ
をつけたら小型犬も登りやすい。家族団らんソファ。

ALICIA /Step ¥173,000 / 2,5000

家族だからこそ、品質のよいものを。
日本国内ワンストップ生産。素材にこだわって家具職人が

丁寧に一つずつ作っています。サポートも安心。

安心して使ってもらいたいから。
抗菌・防汚レザー・抗菌ウレタンを

使用しています。



キャンティ・キャンティミニ・アンジェ・ロキシー・ココロ・ベルゼ・カノン・ネロ※ベース・ポイントカラーをそれぞれ14色からお選びいただける商品です。
（左から）ホワイト・ブラック・ネイビーブルー・キャメル・オレンジ・イエロー・グリーン・エメラルドグリーン・ブルー・ラベンダー・ピンク・ローズ・ココア・レッド

ココロ セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 850・奥行 530・高さ 410・ クッション高 120
 （内寸/ 横幅 530・奥行 470）

背もたれのハートの曲線とガラスボタンが印象的な
ペットソファ。

COCORO ¥27,000

ベルゼ セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)   幅 580・奥行 560・高さ 310・ クッション高 120
 （内寸/ 横幅 580・奥行 560）

座面の柔らかさが特徴。ペットの座り心地を考えた
ハートをモチーフにしたペットソファ。

BELLZE ¥18,500

ロキシー セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 930・奥行 620・高さ 270・クッション高 120・木脚 45 
 （内寸/ 横幅 700・奥行 370）

優しく包み込むから安心してゆったり。3ヶ所をコー
ディネートできるデザインソファ。

LOXY ¥39,000

アンジェ セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 680・奥行 420・高さ 360・クッション高 110
 （内寸/ 横幅 410・奥行 370）

アンティーク調のガラスボタンがリッチ。カラーコー
デでポップやおしゃれに変身できるペットソファ。

ANNJE ¥63,000

カノン セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)    幅 840・奥行  440・高さ 350・ クッション高 110  
 （内寸/ 横幅 540・奥行 420）

エレガントな曲線と背もたれがアクセント。ちょうど
いいリビングサイズのペットソファ。

KANON ¥27,800

ネロ セミオーダー14カラー DOG / CAT
サイズ(mm)   幅 1010・奥行 580・高さ 240

背もたれがないからいろんな方向に自由にゴロン。
フラットで広々したペットソファ。

NERO ¥38,500

キャンティ/ミニ セミオーダー14カラー DOG / CAT
キャンティ/サイズ(mm)  幅 770・奥行 490・高さ 385・ クッション高 120 
 （内寸/ 横幅 530・奥行 430）
ミニ/サイズ(mm)  幅 640・奥行 420・高さ 300・ クッション高 110
 （内寸/ 横幅 430・奥行 370）

背もたれの曲線が可愛いらしいゆったりとゴージャ
スに過ごせるペットソファ。

CHIANTI /mini ¥24,500 / 23,000

丈夫さと安定感を感じる。
木枠構造で、歪みのないしっかりとした
高級感のあるリビングペットソファ。



ラウンド・ラウンドミニ・オーバル・デラックス(DX1200/1600)※〈ベース・ポイントカラー〉をそれぞれ15色からお選びいただける商品です。
（左から）ホワイト・グレー・ブラック・ライトブラウン・ダークブラウン・レッド・ローズ・ピンク・イエロー・オレンジ・ライム・グリーン・ミント・アクア・ブルー

ティアラ※〈ベースカラー＆パイピング〉それぞれ7色からお選びいただける商品です。
（左から）レッド・ホワイト・ブラック・シルバー・アイボリー・ゴール
ド・ライム

ルポ※6色からお選びいただける商品です。
（左から）チェックブルー・チェックレッド・チェックグレー・ワインレッド・グレー・ピンク

ダンテ※7色からお選びいただける商品です。
（左から）ブラック・ブラウン・アイボリー・マスタード・オレンジ・
ローズ・ブルー

デラックス セミオーダー15カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 810・奥行 600・高さ 260・ クッション高 160
 （内寸/ 横幅 560・奥行 450）

コーディネートで思いのまま。自分好みで使いやす
い、おすすめ商品。ペットがよろこぶ広々座面。
デラックスなペットソファです。

DELUXE ¥26,500

ダンテ セミオーダー7カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 1140・奥行 530・高さ 490・ クッション高 120
 （内寸/ 横幅 760・奥行 480）

ラグジュアリーな柔らかい曲線が特徴的なペットソ
ファ。アクセントカラーでよりリッチに、ポップに。

DANTE ¥32,000

ティアラ セミオーダー7カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 590・奥行  410・高さ 305・ クッション高 100
 （内寸/ 横幅 330・奥行 345）

背もたれのリボン加工が可愛い。キラキラエナメル素
材のペットソファ。

TIARA ¥24,000

ラウンド/ミニ セミオーダー15カラー DOG / CAT
ラウンド/サイズ(mm)  幅 615・奥行 550・高さ 205・ クッション高 125
 (内寸/ 横幅 550・奥行 480）
ミニ/サイズ(mm)  幅 520・奥行 410・高さ 205・ クッション高 115
 （内寸/ 横幅 450・奥行 410）

定番ラウンドタイプ。カラーバリエーション豊富なリ
ビングに最適なペットソファ。

ROUND /mini ¥19,600 / 14,700

中型犬、もちろんネコちゃんも使えるペットソファ。
※簡単に取り外して洗えます。

LUPO - M ¥13,500

ルポ(M) セミオーダー6カラー  DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 600・奥行 560・高さ 160・ クッション高 110
 （内寸/ 横幅 560・奥行 460）

小型犬から中型犬、もちろんネコちゃんも気軽に使え
るペットソファ。※簡単に取り外して洗えます。

LUPO - L ¥18,900

ルポ(L セミオーダー6カラー  DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 870・奥行 640・高さ 160・ クッション高 115
 （内寸/ 横幅 770・奥行 540）

小型犬、ネコちゃんも使えるペットソファ。
※簡単に取り外して洗えます。

LUPO - S ¥11,000

ルポ(S) セミオーダー6カラー  DOG / CAT
サイズ(mm) 幅 490・奥行 460・高さ 160・ クッション高 110
 （内寸/ 横幅 400・奥行 360）

幅広でゆったり、伸びしても大丈夫、座面が広めの
ペットソファ。小型犬やネコちゃん二匹一緒でも。

OVAL ¥26,000

オーバル セミオーダー15カラー DOG / CAT
サイズ(mm)  幅 845・奥行 550・高さ 215・ クッション高 115
 （内寸/ 横幅 790・奥行 500）

セミオーダーで自分らしいカラー。
すべての商品がセミオーダー、

カラーカスタマイズでデザインが可能です。


