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                      記入日  2018 年 6 月 30日 

 リーブ   の終活ノート 

       飼い主      ライブス 
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■プロフィール■ 

ペットの名前 
 

 

リーサルウェポン・キューティーフェイス・ 

ギャラクシアン・ボブ・Ⅲ世 

ニックネーム リーブ 

種類 犬・猫・その他 

犬種・猫種 トイ・プードル 

生年月日     2016 年  10  月  10  日 

性別          男の子 

マイクロチップ 有・無 （チップ番号：123456789012345） 

現在の体重     4  ｋｇ （ベスト体重：  3  ｋｇ） 

血統書 有・無 （保管場所：リビングの茶色の棚。2段目） 

購入・譲渡先 ○○ペットショップ 

（住所：東京都千代田区～～～） 

性格 ・人懐っこい    ・女性が好き 

・おもちゃが好き  ・ごはんも大好き 

・少しビビり 
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■医療情報■ 

 

避妊・去勢 去勢済み 

最新の予防接種 2018年 4月 10日 狂犬病ワクチン 

2018年 5月 12日  8種混合ワクチン 

既往歴  2017年 8月 

（病気名：右足首捻挫 全治：3週間）  

アレルギー 反応するもの：すいか 

症状：顔が腫れる、呼吸が浅くなる 

対処法：病院で注射を打ってもらう。 

薬の副作用 薬の名前：なし 

症状： 

現在の病気       年   月～ 

病気名：       なし 

ペット保険の有無 有・無（保険名：○○ペット保険、7割負担） 

病院 【かかりつけの病院】○○動物病院 

【セカンドオピニオン】アニマルクリニック○○ 

【夜間救急病院】動物医療センター○○ 
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■ライフ（生活のこと）■  

●食事について● 

 【ごはん】 

 【おやつ】 

【その他】 

 

回数  1日 2回 

フードの種類 犬ごはん（ワンドメイド） ポークベース 

与え方 1回 40ｇをぬるま湯でふやかしてあげる 

手作り食のレシピ ・DOGPADのレシピ「豚ヒレのラタトゥイユ」 

・きゅうりやトマトを小さく切ってトッピング 

回数    1 日 1～2回 

種類 ワンドメイドの犬おやつ「しか肉」と 

「金時いもスティック」と寒天ゼリー 

サプリメント     日    回 

種類：  なし 

その他 

（薬など） 

  日    回 

種類：  なし 
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●好き嫌いについて● 

●お散歩について● 

 

好きなもの ・おもちゃ 

・きゅうりとトマト   ・女の人 

苦手・嫌いなもの ・大きい音 

・キャベツなどの葉野菜 

特技 物を持ってくること 

回数   1日  1回 

時間 30～60分 

お散歩コース  

 

 

 

 

  

お散歩時に 

気を付けること 

・葉っぱを見ると追いかけてしまう。 

・他の犬を少し怖がる。 
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●飼育環境について● 

●備品の管理場所● 

 

場所 屋外  ・  室内 

いつもいる場所 リビングとライブスとあいちゃんのそば 

飼育状況 トイレ・・・リビングと庭 

ごはん・・・リビング 

寝る・・・ライブスの寝室 

遊ぶ・・・リビングと庭 

首輪 玄関の近くの棚。上から 2番目。 

リード 玄関近くの棚。一番上。 

洋服 リビングの白の 3段ボックス。2番目。 

おもちゃ リビングの白の 3段ボックス。一番上。 

グルーミング用品 リビングの白の 3段ボックス。一番下。 

ごはん 1Fの階段下収納、白いボックスの中。 

ご飯皿 ごはんが入っているボックスの上。 

その他 おやつは食器棚の中。 

病院関係のものは、リビング茶色の棚。 



7 

 

●長時間留守にする際に預ける場所● 

●シャンプーについて● 

 

 

① ○○ペットホテル 

ＴＥＬ：03-1234-5678 

住所：東京都○○区○○○○ 

② ○○さん家 

ＴＥＬ：03-2345-6789 

住所：東京都○○区○○○○ 

回数  2 ヵ月に 1 回 

場所 美容室・自宅 

美容室 美容室名：○○ペットサロン 

担当者名：○○さん 

ＴＥＬ：03-3456-7891 

住所：東京都○○区○○○○ 

シャンプーの時に 

気を付けること 

シャワーを嫌がる 

特に顔にかかるのが苦手で逃げる 
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●ペットと一緒によく行く場所● 

   ●その他生活のことで書いておきたいこと● 

 

① 場所：代々木公園のドッグラン 

目的：運動、リフレッシュ 

② 場所：○○公園 

目的：毎日のお散歩 

③ 場所：○○ドッグカフェ 

目的：ご褒美、ランチ 

④ 場所：○○ペンション 

目的：宿泊、リフレッシュ 

⑤ 場所： 

目的： 

・大きい音がするとびっくりして吠えてしまうので対応に注意する。 

・お出かけすると、最初、興奮するので、落ち着かせる必要がある 
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■ストーリー■ 

 

 

出会い ペットショップで一目ぼれして、必死に働

いて購入。 

名前の由来 誰にも負けない立派なカッコイイ犬に育っ

て欲しい想いを込めて!! 

記憶に残っている想い出 ①初めてペットホテルに行ったとき、とても

喜んでいたこと。 

②ゴミ箱をいたずらしていたら、はまってし

まい抜け出せなくなってしまったこと 

③留守番中、ホットケーキミックスを盗み

食いして、体中真っ白になっていたこと 

④寝るとき、真夏でも必ずお布団の中に

潜り込んでくること 

⑤2歳の誕生日にケーキを作ってあげた

ら、顔中クリームだらけにして喜んで食べ

てくれたこと 
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■治療方針について■ 

介護場所  自宅 

（留守の時：○○動物病院） 

費用 リーブが 8歳になるまでに 150万円以上

貯金する。毎月 2万円ずつ。 

いつ（ペットが何歳の時）までにいくら用意するか 

介護が必要になった時に 

参考にしたい資料 

・DOGPADの記事 

（小型犬の介護について） 

・獣医師の方に聞く 

延命治療 ・どんな場合でも望む 

・回復の見込みがある場合のみ望む 

・望まない 

安楽死 する・しない 

その他 

治療方針について 

書いておきたいこと 

・最後は出来る限り自宅で看取る 

・現在、寝室は 2F だけど、寝たきりになっ

てしまったら、1Fのリビングで寝る。 

・基本的に家族全員で介護するが、 

 メインで介護するのは飼い主・ライブス。 
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■死後について■ 

 

 

葬儀方法          火葬・土葬 

その他（                   ） 

葬儀場所 自宅の庭（移動火葬車を依頼する） 

葬儀社名 ペットセレモニー○○ 

ＴＥＬ：048-123-4567 

住所：埼玉県○○市○○○○ 

供養する場所 一周忌まで自宅供養。 

その後、○○ペット霊園へ納骨する。 

ＴＥＬ：03-4444-5555 

住所：東京都○○区○○○○ 

費用 60万円○○銀行の口座にリーブスが 8

歳になるまでに用意する。 

遺影について 代々木公園で撮った、写真を使いたい。 

（保存場所：ピンク 4GBの USB「代々木公

園 2018.6.2」） 
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■ペットと一緒にやりたいこと■ 

⚫ いろんなコースをお散歩する 

⚫ たくさんおいしいものを食べさせてあげる 

⚫ たくさん遊ぶ 

⚫ 車で北海道旅行に行く 

⚫ ○○ペンションに泊まる 

⚫ ○○ドッグカフェに月に 1回は行く 

⚫ 伊豆に旅行に行く 

⚫ ○○ドッグプールに連れていく 

⚫ キャンプをする 

⚫ たくさん写真を撮っておく 

⚫ 動画もたくさん撮っておく 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  
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■残り僅かな時間でやりたいこと■ 

⚫ たくさん抱っこしてあげる 

⚫ たくさん撫でてあげる 

⚫ 常に清潔な状態を保ってあげる 

⚫ たくさん写真を撮っておく 

⚫ ごはんがおいしくなる工夫をたくさんする 

⚫ たくさんお話をする 

⚫ ペットカートに乗せてお散歩に行く 

⚫ 病院を嫌がらないようにご褒美をたくさんあげる 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  
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■飼い主さんに万が一のことがあった時のこと■ 

 

■その他、終活ノートに書いておきたいこと■ 

                                              

託す人  あいちゃん 

ペットに残す遺産 財産のうちの 2/3。 

 

その他 

遺しておくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


