NEWS

RELEASE
『 エステカーサ新座店 』
2018 年 11 月 23 日(金) NEW OPEN
～ ペットケアサロンをホームセンターに初出店 ～

株式会社西武ペットケア（本社:東京都豊島区、代表取締役社長：田中健司）は、2018 年 11 月 23 日（金）
に、商業施設「くみまちモールにいざ」のホームセンター「カインズ新座店」内にペットトリミングサロン「エステカー
サ新座店」をオープンいたします。
西武ペットケアでは、ペットのトリミングを中心としたペットケアサロン『 PET-SPA』及び動物病院併設の
『PET-SPA CARE＋CURE』を首都圏中心に 25 店舗展開しています。更に、ペットケアとクリニックの出張サービ
ス「DELI-SPA」、ペットサロンの運営受託・コンサルティング事業などを通し、人とペットが快適に暮らすペットケ
ア事業を広く展開しています。
今回、西武ペットケアとしてホームセンターへは初出店となります。カインズホーム内のペットトリミングサロンの
統一屋号である「エステカーサ」での出店となりますが、弊社が展開している「PET-SPA」と同様に、『ハッピートリ
ミング』をコンセプトに、ペットへの優しさを最優先に、確かな技術を持つトリマーが無理のない施術を行い、かつ
それぞれの個性を活かした「かわいらしさ」をご提供してまいります。
尚、新規店舗のオープンを記念し、オープニングキャンペーンを実施いたします。

【エステカーサ新座店 概要】
開業日

： 2018 年 11 月 23 日（金）

所在地

： 埼玉県新座市大和田 2 丁目 6 番 32 号 カインズ新座店 1 階

営業時間 ： 9：00～20:00
アクセス

※プレオープン 11 月 22 日（木）

電話番号 ： 048-424-7945

： ＜電車をご利用の場合＞ 武蔵野線「新座駅」より徒歩約 16 分
＜車をご利用の場合＞「新座市大和田 2 丁目 6」をナビで検索 ※専用駐車場完備

【第一種動物取扱業登録情報】
◎名称 / 株式会社西武ペットケア

◎事業所名称 /ペッツワン新座店（トリミング）

◎第一種動物取扱業種別 / 保管

◎登録番号 / 第 55-0347 号

◎登録年月日/平成 30 年 11 月 12 日

◎有効期間の末日 / 平成 35 年 11 月 11 日

◎動物取扱責任者 / 田村あゆみ

◎本件に関する報道各位からのお問合せ
株式会社西武ペットケア
TEL：03-5917-5290

担当：ペットスパ事業部 野口(久)

MAIL: k-noguchi@seibupetcare.co.jp

FAX：03-5917-5299 ＵＲＬ：http://www.pet-spa.co.jp/

【オープニングキャンペーン概要】
11 月 22 日(木） プレオープン 11 月 23 日（金）グランドオープン

＜先行予約特典＞
・11 月 22 日までのトリミングの先行予約をいただいたお客様に「シルクパック(オプション)」プレゼント
＜キャンペーン内容＞
・トリミングキャンペーンその①…初回 10%OFF （2018 年 12 月 31 日まで）
・トリミングキャンペーンその②…カインズカード会員様限定 初回 20%OFF（2018 年 12 月 31 日まで）
※カインズ会員とは、株式会社カインズが発行するポイントカードです。
・トリミングキャンペーンその③…次回予約（30 日以内）をされたお客様へオリジナルストラッププレゼント
（先着 100 名様）
・グルーミングパッケージ…「爪切り・耳掃除・肉球ケア・デンタルケア・肛門腺しぼり」の中から、３点で 1,000 円(税込)
をご利用いただいた方全員におやつプレゼント （2018 年 12 月 31 日まで）
・ペットホテルを初めてご利用の方に、デンタルケアサービス or おやつプレゼント

【カインズカード特典】
・トリミング料金・ホテル料金・セルフウォッシュ料金が、基本料金から 10％OFF の会員価格でご利用可
・トリミング基本コースまたはホテルご利用で、利用額分+150 ポイントのカインズカードポイントを付与。

【主なサービス内容】
■ペットケアサービス（シャンプーコース・カットコース・グルーミング・セルフウォッシュ等）
■ペットホテル・一時預かり
■ペットフードの販売

【会社概要】
■会 社 名

株式会社西武ペットケア

■設

１９９４年１１月１日

立

■代 表 者

田中 健司

■所 在 地

東京都豊島区長崎５-１-３４

■経営理念

わたしのやさしさで、あなたを happy に。

■事業内容

【ペットスパ事業部】
・ペットケアショップ「PET-SPA」の管理運営
・動物病院の管理運営
・ペットケアサービスの業務受託
【ペットケアマンション事業】
・「ペットと暮らす住宅」の企画・コンサルティング・管理・仲介
・「ペットと楽しむ環境作り」の企画コンサルティング

【 株式会社西武ペットケア 『PET-SPA』 店舗一覧 】
名称
PET-SPA高輪店

所在地
東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪内

03-5795-2211

PET-SPA白金プラチナ通り店

東京都港区白金台5-15-1 フォルマ白金2Ｆ

03-5447-2213

PET-SPA駒沢公園店

東京都目黒区八雲4-11-1

03-3718-9234

PET-SPA自由が丘店

東京都目黒区自由が丘2-9-10 黒田ビル2F

03-5726-8416

PET-SPA調布仙川店

東京都調布市仙川町3-4-1

03-6909-1295

PET-SPA成増店

東京都板橋区成増3-51-2プラチナルーム1F

03-3938-1230

PET-SPA青山神宮前店

東京都渋谷区神宮前2-10-1 サンデシカビル1F

03-5848-3400

PET-SPA CARE+CURE ひばりヶ丘

東京都西東京市住吉町3-9-19

042-439-1123

PET-SPA CARE+CURE 石神井公園 東京都練馬区石神井町1-28-7

03-6913-3324

PET-SPA町田店

東京都町田市森野6-28-1

042-851-7761

PET-SPA越谷店

埼玉県越谷市越ヶ谷1‐7‐20

048-969-2010

PET-SPA浦和店

埼玉県さいたま市浦和区本太5-26-17

048-871-1355

PET-SPA日進店

埼玉県さいたま市北区日進町2-1085-1 日進南口駅前プラザ1F

048-741-3628

PET-SPA春日部店

埼玉県春日部市粕壁東2‐8‐29

048-753-1080

PET-SPA小手指店

埼玉県所沢市小手指町3-20 小手指ハイツＱ棟1F

04-2968-9972

PET-SPA CARE+CURE 所沢

埼玉県所沢市東住吉1-4

04-2936-7455

PET-SPA緑園都市店

神奈川県横浜市泉区緑園2-1-2 グレーシアステイツ緑園都市1F

045-815-3551

PET-SPA金沢文庫店

神奈川県横浜市金沢区西柴3-1-5

045-782-3296

PET-SPA関内店

神奈川県横浜市中区長者町4-10-10 日神デュオステージ関内1F 045-228-9948

PET-SPAあざみ野ガーデンズ店

神奈川県横浜市青葉区大場町704-11

045-482-6848

PET-SPA厚木店

神奈川県厚木市妻田北3-15-27

046-204-8112

PET-SPA伊勢丹相模原店

神奈川県相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店1F

042-705-9351

千葉県 PET-SPA流山おおたかの森店

千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森S･C ANNEX1F

04-7199-4451

茨城県 PET-SPAひたち野うしく店

茨城県牛久市ひたち野東1-23-1 西友ひたち野うしく店2F

029-872-7275

長野県 PET-SPA軽井沢店

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-798 軽井沢・プリンスショッピングプラザ ツリーモール

0267-41-4561

東京都

埼玉県

神奈川県

電話

