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 ■愛犬      ちゃんのエンジェル料金 （終生飼養費用） 

（A) 愛犬の生涯飼養費用   

（B) 愛犬の医療費用  ※愛犬が癌や心疾患などの病気になった時の医療対応（飼い主さまの自由選択） 

（C) 愛犬の葬儀・埋葬費  ※愛犬が亡くなった時の葬儀・埋葬費 

■愛犬◎◎◎ちゃんのエンジェル料金 

現在（     ）歳、寿命（平均より 長・平均・短）、医療（高・やや高・望まない）、葬儀・埋葬（ｌ校・普通・低） 

食事
おやつ

消耗品 ペットシーツなど

雑費 洋服・おもちゃ・首輪など

健康診断（年1回） ¥5,000
混合ワクチン（年1回） ¥8,000
狂犬病ワクチン ¥3,500
フィラリア予防 ¥10,000
ノミ・ダニ予防 ¥12,000
病気・ケガの治療 1回￥10,000×12回 ¥120,000
ペットホテル費 1回￥5,000×10日間 ¥50,000
シャンプー、カット、トリミ
ング費

シャンプーカット（毎月　　回）

a.長寿（＋2年）
余命(   　  )年
年間飼養費用×( 　  )年

b.平均寿命
余命(        )年
年間飼養費用×(       )年

c.短命傾向（－2年）
余命(       )年
年間飼養費用×(       )年

生涯飼養料

現在年齢
   　　歳

（平均寿命
16歳）

健康維持

その他

小・中型犬

年間飼養料

小・中型犬の年間飼養費用

年間治療費 治療期間（平均3年） 終生治療費
¥1,000,000 ￥1,000,000×３年

¥500,000 ￥500,000×３年
¥0 \0×3年

治療コース
a.高度医療を望む
ｂ.やや高度医療を望む
c.高度医療は望まない
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¥250,000

¥55,000

¥30,000

a.個別火葬・永代供養

b.個別火葬・萬霊塔

c.合同火葬・共同墓地

葬儀・供養

（A)　愛犬の生涯飼養費用　 （B)　愛犬の医療費用 （C)　愛犬の葬儀・埋葬費　

（Ｄ）終生飼養管理費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×１５％

（Ｅ）予備費
（引き取りなどの交通費　他）

エンジェル料金
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

※（Ｃ）の葬儀・埋葬費と（Ｅ）予備費については、受益権継承までの返還額のなかには含まれない。 



（事例） 愛犬 ゲンキ ちゃんのエンジェル料金 （終生飼養費用） 
現在８歳で長寿＆高度医療望まず＆個別火葬 

（A) 愛犬の生涯飼養費用   

（B) 愛犬の医療費用  ※愛犬が癌や心疾患などの病気になった時の医療対応（飼い主さまの自由選択） 

（C) 愛犬の葬儀・埋葬費  ※愛犬が亡くなった時の葬儀・埋葬費 

食事 スーパーゴールド 1日100g／￥128.4×365 ¥46,866
おやつ 1ヶ月1,000×12ヶ月 ¥12,000

消耗品 ペットシーツなど 1枚￥6×1日3枚×365日 ¥6,570

雑費 洋服・おもちゃ・首輪など 1ヶ月1,000×12ヶ月 ¥12,000

健康診断（年1回） ¥5,000
混合ワクチン（年1回） ¥8,000
狂犬病ワクチン ¥3,500
フィラリア予防 ¥10,000
ノミ・ダニ予防 ¥12,000
病気・ケガの治療 1回￥10,000×12回 ¥120,000
ペットホテル費 1回￥5,000×10日間 ¥50,000
シャンプー、カット、トリミ
ング費

シャンプーカット（毎月　１　回）
1ヶ月5,000×12ヶ月

¥60,000

¥345,936

a.長寿（＋2年）
余命(   　10  )年
年間飼養費用×( 10　  )年

¥3,459,360

b.平均寿命
余命(        )年
年間飼養費用×(       )年

c.短命傾向（－2年）
余命(       )年
年間飼養費用×(       )年

生涯飼養料

現在年齢
   　8　歳

（平均寿命
16歳）

健康維持

小・中型犬

年間飼養料

その他

小・中型犬の年間飼養費用

年間治療費 治療期間（平均3年） 終生治療費
¥1,000,000 ￥1,000,000×３年

¥500,000 ￥500,000×３年
¥0 \0×3年 ¥0

治療コース
a.高度医療を望む
ｂ.やや高度医療を望む
c.高度医療は望まない
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¥250,000
¥55,000 ¥55,000
¥30,000

葬儀・供養
a.個別火葬・永代供養
b.個別火葬・萬霊塔

c.合同火葬・共同墓地

■ 愛犬ゲンキちゃんのエンジェル料金 

（A)　愛犬の生涯飼養費用　 （B)　愛犬の医療費用 （C)　愛犬の葬儀・埋葬費　

¥3,459,360 ¥0 ¥55,000

（Ｄ）終生飼養管理費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×１５％

（Ｅ）予備費
（引き取りなどの交通費　他）

エンジェル料金
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

¥4,141,214¥526,854 ¥100,000

※（Ｃ）の葬儀・埋葬費と（Ｅ）予備費については、受益権継承までの返還額のなかには含まれない。 
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■愛猫    ちゃんのエンジェル料金 （終生飼養費用） 

（A) 愛猫の終生飼養費用   

（B) 愛猫の医療費用  ※愛猫が癌や心疾患などの病気になった時の医療対応（飼い主さまの選択） 

（C) 愛猫の葬儀・埋葬費  ※愛猫が亡くなった時の葬儀・埋葬費 

■愛猫エンジェル料金 

現在（      ）歳、寿命（平均より 長・平均・短）、医療（高・やや高・望まない）、葬儀・埋葬（高・普通・低） 

年間治療費 治療期間（平均3年） 終生治療費
a.高度医療を望む ¥1,000,000 \1,000,000×3年
b.やや高度医療を望む ¥500,000 \500,000×3年
c.高度医療は望まない ¥0 \0×3年

治療コース

食事

雑費 砂などトイレ用品

ワクチン ¥5,250
ノミ・ダニ予防 \1,400／月×12ヶ月 ¥16,800

その他 病気・ケガの治療 1回￥5,000×12回 ¥60,000
ペットホテル費 1回￥3,000×10日間 ¥30,000

a.長寿（＋2年）
余命(     )年
年間飼養費用×(       )年

b.平均寿命
余命(     )年
年間飼養費用×(       )年

c.短命傾向（－2年）
余命(     )年
年間飼養費用×(       )年

猫の年間飼養費用

終生飼養料

現在年齢
  歳

（平均寿命
16歳）

猫

年間飼養料
健康維持

¥250,000
¥55,000
¥30,000

葬儀・供養
a.個別火葬・永代供養
b.個別火葬・萬霊塔

c.合同火葬・共同墓地

（A)　愛猫の生涯飼養費用　 （B)　愛猫の医療費用 （C)　愛猫の葬儀・埋葬費　

（Ｄ）終生飼養管理費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×１５％

（Ｅ）予備費
（引き取りなどの交通費　他）

エンジェル料金
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

※（Ｃ）の葬儀・埋葬費と（Ｅ）の予備費については、受益権継承までの返還額には含まれない。 
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（事例） 愛猫 ゲンキ ちゃんのエンジェル料金 （終生飼養費用） 
現在８歳で長寿＆高度医療を望まず＆個別火葬・萬霊塔 

※（Ｃ）の葬儀・埋葬費と（Ｅ）の予備費については、受益権継承までの返還額には含まれない。 

（A) 愛猫の終生飼養費用   

（B) 愛猫の医療費用  ※愛猫が癌や心疾患などの病気になった時の医療対応（飼い主さまの選択） 

（C) 愛猫の葬儀・埋葬費  ※愛猫が亡くなった時の葬儀・埋葬費 

■愛猫ゲンキちゃんのエンジェル料金 

食事 モンプチ（カリカリ他） 1日\100×365 ¥36,500

雑費 砂などトイレ用品 ¥20,000

ワクチン ¥5,250
ノミ・ダニ予防 \1,400／月×12ヶ月 ¥16,800

その他 病気・ケガの治療 1回￥5,000×12回 ¥60,000
ペットホテル費 1回￥3,000×10日間 ¥30,000

¥168,550

a.長寿（＋2年）
余命( 10    )年
年間飼養費用×(  10     )年

¥1,685,500

b.平均寿命
余命(     )年
年間飼養費用×(       )年

c.短命傾向（－2年）
余命(     )年
年間飼養費用×(       )年

猫の年間飼養費用

終生飼養料

現在年齢
  ８歳

（平均寿命
16歳）

猫

年間飼養料
健康維持

年間治療費 治療期間（平均3年） 終生治療費
a.高度医療を望む ¥1,000,000 \1,000,000×3年

b.やや高度医療を望む ¥500,000 \500,000×3年

c.高度医療は望まない ¥0 \0×3年 ¥0

治療コース

（A)　愛猫の生涯飼養費用　 （B)　愛猫の医療費用 （C)　愛猫の葬儀・埋葬費　

¥1,685,500 ¥0 ¥55,000

（Ｄ）終生飼養管理費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×１５％

（Ｅ）予備費
（引き取りなどの交通費　他）

エンジェル料金
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

¥261,075 ¥100,000 ¥2,101,575

¥250,000
¥55,000 ¥55,000
¥30,000

葬儀・供養
a.個別火葬・永代供養
b.個別火葬・萬霊塔

c.合同火葬・共同墓地



（資料） オープンデータからみた年間飼育費用 （２０１５年調べ） 

■オープンデータからみた愛犬の生涯飼育費用（年間） 
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■オープンデータからみた愛犬の年間飼育費用 

■オープンデータからみた愛猫の年間飼育費用   

アニコム損害保険 ペット総研 ペット＆ファミリー 子犬のお部屋 どうぶつひろば※

食費 44,363 34,884 36,000

おやつ 14,692 10,788 12,000

トイレ用品など日用品 15,859 18,801 12,000 24,000

洋服・おもちゃなど 11,821 22,667 29,000 3,000

ワクチンなど健康予防 23,282 24,279 25,000 15,500

病気・ケガの治療費 57,822 29,656 23,508 10,000

ノミ・ダニ駆除 12,000 1,000

ドッグランなどレジャー代 5,661 7,890 5,868 10,692

しつけ・トレーニング料 55,032

ペットホテル・シッター代 26,484 4,870 3,000

シャンプー・カット・トリミング 38,775 20,106 21,156 36,000

ペット保険代 42,538 33,931

防災用品 6,026

首輪・リード 7,416

¥339,488 ¥221,255 ¥116,304 ¥126,000 ¥134,392合計

<犬＞５社平均年間飼育費用 ¥187,488

雑費

医療費

その他

20,100

※どうぶつひろばは、小型犬の場合です。

食事 48,772 31,200

アニコム損害保険 ペット総研 ペット＆ファミリー 子猫のお部屋
食費（ウエットフード） 12,000

食費（ドライトフード） 85,000

おやつ 11,496 5,976 6,000

猫砂（紙） 12,000

猫砂（砂以外） 18,000

ツメとぎ 6,000

その他の消耗品 7,000

洋服 洋服 5,294

混合ワクチン接種 6,000

ノミダニ予防薬 10,000

健康診断費用 5,000

治療費 35,749 17,689

その他 ペットホテル・シッター代 17,954 5,159 1,128

シャンプー・カット・トリミング 7,849 3,864

ペット保険代 30,767 31,135

防災用品 6,757

首輪・リード 2,995

¥171,216 ¥156,542 ¥62,208 ¥167,000合計

<猫＞４社平均年間飼育費用

16,644

19,762

消耗品 19,439

医療費
10,898 14,918

30,156

12,036

9,048

¥139,242

食事 36,309
36,944

猫砂


