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＊○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●

よ う

が

し

て ん

し ゅ ぎょう

国内外の洋菓子店、レストランで修業
せ い

か

せ ん も ん

ちょう り

し

製菓専門学校、調理師専門学校
中学校、高校

トリマー

ペットの毛をかったりつめ切りなどを行う仕事です。美容をおもな目的とするトリミング
サロンや、動物の介護をしやすくするために動物病院ではたらきます。ここでは小型犬専
門のトリミングサロンに勤務するトリマーの仕事を追っていきます。

トリマー

トリマー

って

などの病気になりやすいので、 らぬき、脱脂綿に洗浄液をつ

トリマーが毛をぬいてよいか、

鉗子という道具ではさんで引

けて、よごれをふきとります。 治療を受けさせるべきかをよ

っぱって、毛をぬきます。

イヌによってはよごれがひど

く見きわめます。治療が必要

く、病気か、病気に近い状態

と判断したら、毛はぬかずに

で、毛がへばりついています。 になってしまっていることも

飼い主に動物病院へ行くよう

その毛をはがすようにしなが

にすすめます。

耳のなかはひだが入りくん

あります。そういうときは、

おもにイヌなどのペットの美容と健康を目的として行う、つめ切り、耳掃除、
シャンプー、全身の毛のカットなどの作業をまとめてトリミングといいます。
かわいらしいカットを行うはなやかな面もありますが、ペットの送りむかえや
健康相談などの地道な仕事もしっかりこなしていく必要があります。

つ め 切 り ・ 耳 そ う じ

シ ャ ン プ ー ・ ド ラ イ
■手 早く、ていねいに、
全身の毛をあらう

をかけないよう、手早くてい

トリマーは、シャンプーの

ときはスポンジを使い、イヌ

とき、最初ににおいの原因と

の目や鼻にシャンプーが入ら

では、つめや足のうらの毛が

ペット犬の多くは、近年で

足をくじいてしまうこともあ

は室内で飼われています。フ

ります。また、つめがまきな

血管が通っています。血管を

ヌにとって、いやな作業です。

ローリング（板ばり）のゆか

がらのびて、肉球をきずつけ

きずつけるといたがり、次か

そのため、しぼったら体全体

くのイヌにとって、けっして

らつめ切りをいやがるように

を軽くマッサージしてほぐし

気持ちのいい作業ではありま

なります。イヌのつめにはい

ます。

せん。慣なれておとなしくし

のびているとすべりやすく、

肉をつままないように注
意しながら、毛をぬいて

ります。
つめの根もとのほうには、

すると、イヌは動きがとれなく
なります。こうして体を固定し
て、つめを切ります。
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なる肛門腺 の中身をしぼり

ないよう注意しながら、よご

だします。これは、多くのイ

れを落とします。
しかし、シャンプーは、多

ているイヌがいる一方で、パ

場合は血管が見やすいですが、

たものを使いわけます。通常

ニックにおちいり、あばれて

黒っぽい場合には見えないの

のシャンプーのほかに、皮膚

あらい場から飛びだそうとす

カットの前に行います。

で、慎重に切っていきます。

が弱いイヌのための薬用シャ

るイヌもいます。タオルで包

そして、小さなやすりで切り

ンプー、ノミをとるのノミと

むようにつかまえて、気をし

■毛をふかふかに
かわかす

口をこすって、なめらかにし

りシャンプーなどがあります。 ずめることもあります。

ます。

首や背中からはじめて、その

ろいろな色があり、白っぽい

にかまれることもあるの

シャンプーが終わると、ト

シャンプーをすると毛がや

リマーはまずイヌの体をタオ

うら側にあたるおなかまで、

わらかくなります。シャンプ

ルでふいてやります。少しで

あたたかいお湯とシャンプー

ーをしないで毛のカットを行

も早く、水気をとってやりた

耳のなかには、細かい毛が

であらっていきます。シャン

うと、はさみをいためてしま

いからです。そして、ドライ

たくさん生えています。ぬか

プーはイヌにあまりストレス

うこともあるため、かならず

ヤーでかわかします。水は上

■耳の内側の毛をぬく
前足は、後ろに引っぱるように

がら、シャンプーを
あわだてます。

シャンプーは、イヌに合っ

いきます。いやがって急
で、注意します。

＊

よう、だきかかえな

ねいに行います。顔をあらう

■イヌが歩きにくくなら
ないよう、つめを切る

ることもあるため、つめを切

イヌが安心感をもつ

ないとむれたり、よごれがつ
いたりして、皮膚病や中耳炎

＊肛門の近くにあるにおいぶくろです。便にぬめりとにおいをつけることで、便を出しやすくし、自分のなわばりをしめ
しますが、内容物がたまりすぎると、つまって出にくくなり、イヌ自身も気にするようになります。においや炎症の原因
となります。
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トリマー

から下へたれるので、首や背
中からはじめて、おなかや足

ド ッ グ ホ テ ル で の 世 話

ドライヤーの温風を当て、スリッカー
で毛をとかしながら毛をかわかします。

をかわかしていきます。
かわかすときにはスリッカ
ーという細かい針金をたくさ

■旅行に出る飼い主の
イヌをあずかる

いねいにとります。
おなかや首の下、わきの下

ん植えたようなブラシを使い、 などは、前足をもって立たせ

入れています。

をさせます。飼い主がことな

あずかっているあいだ、イ

るイヌどうしをいっしょに連

このトリミングサロンでは、 ヌの健康には、何よりも気を

れて歩くと、けんかをするこ

毛をさかだてながら、ドライ

たり、後ろ足を上げさせたり

飼い主が旅行に行くときなど

つけています。そして、朝昼

とがあるので、あるイヌを散

ヤーで温風をふきつけます。

して、温風をふきつけながら、

に、イヌをあずかっています。 晩には、それぞれのイヌの年

歩させてもどったら、次はべ

毛の長いイヌの場合は、くし

毛をすきます。イヌはぬれた

イヌはケージ（かご）の中に

齢や体調に合わせた食事をあ

つ「のイヌを散歩させるとい

もよく使います。毛のもつれ

体がかわき、気持ちよさそう

たえます。また、気分転換と

うように順番に、店の近所を

をほぐし、毛玉やぬけ毛をて

にしています。

運動のため、朝晩の２回散歩

何度も往復します。

カ ッ テ ィ ン グ
■流行をとりいれて、
かわいく、センスよく
体の毛をかることをカッテ
ィングといいます。イヌには

飼い主がイヌを受けとり

けます。そして、はさみで毛
をカットし、くしで毛をとり

ふんわりと」とか、雑誌を見

のぞき、はさみをすべらせる

ながら「こんな感じに」など

ように動かして、ぼさぼさの

と具体的な希望を伝えてもら

毛をきれいにくかりこんでい

うこともあります。

きます。毛の長いプードルの

種類ごとに、基本的なかりか

カッティングをはじめる前

場合は、目が見えやすくなる

たのパターンがあり、また流

に、トリマーは、まずイヌを

ように、目のまわりの毛も短

行もあります。また、プード

作業台の上にのせます。小型

くします。

ルの飼い主から、「テディベ

犬にとってはかなりの高さな

アみたいに、口のまわりをを

ので、落ちないように気をつ

■失敗がゆるされない
真剣勝負

にきたので、イヌをケー
ジから出します。

飼い主にイヌをわたしま
す。あずかっていたあい
だのイヌの様子や体調に
ついても、報告します。

え さ や 用 具 の 販 売

失敗しないよう、そしては

■自分が「よい」と思う
品物を飼い主にすすめる

さみでイヌにけがをさせない

えさや、首輪、リード、ブ

よう、カットのあいだ、トリ

ラシなどの用具を販売するこ

飼いイヌの健康に気をつかう

マーは気をはりつめています。

とも、トリマーの仕事です。

人も多いため、品質の高いド

乱れも見のがさな

作業をしながら、ノミや皮

飼いイヌのトリミングのため

ッグフードもふえてきました。

いように、正確に

膚病などに気がついたら、飼

店に来た人などに、商品の特

品質をたしかめるために、と

い主に報告します。言葉を話

徴を説明して、すすめます。

きにはトリマーが試食してみ

全体のバランスを
見ながら、少しの

カットします。

せないイヌと飼い主の橋わた
しをするのも、トリマーの大
30

切な役割です。

物を仕いれて、品物をならべ

保存料や人工着色料などが
入っていないおやつを、飼
い主にすすめています。

ています。ドッグフードの品
質はさまざまですが、近年は、

このトリミングサロンでは、 ることもあります。
飼育用品の卸売り業者から品
31

トリマー

トリマーの伊藤まどかさんに聞きました

愛犬を飼い主さんの望む
美しいすがたに仕あげたい
命をあずかる
という責任を
せおって
なぜ、トリマーに
なったのですか？

わたし の 仕事道 具

ボブシザー

すきばさみ

はさみ
カッティングのときには基本的に、この４種類のはさみを
使いわけながら、作業をしています。あら切りばさみは、
量が多い毛をザクザク切るのに使います。ボブシザーは、
ひげ、まゆ毛、足のまわりの細かい毛をカットするのに使
います。すきばさみは毛をうすくするときに、仕あげばさ
みは、体のラインをきれいに整えるのに使います。

かなくてはなりません。しか
し、お客さんがほんとうに望
んでいるものとじっさいの仕

仕あげばさみ

あら切りばさみ

「おかげで、とてもすてきに

たりしたら、たいへんです。

なりました」と感謝されると、 東日本大震災の日、わたしは
「 よ し、 次 も が ん ば る ぞ！」

お店を休んでいましたが、店

あがりには微妙なずれもあり、 と思います。

長はあずかったイヌたちをま

イヌが好きでした。小学生の

ぴったりなカットをするのは

もるのに必死だったそうです。

ころ、ラプラドールレトリバ

むずかしいものです。

わたしは子どものころから

トリマーとして一いちばん大切
にしていることは何ですか？

トリマーの仕事は、とても

きれいにカットするだけで

トリマーにとって、何にも

責任の重い仕事だと実感して

ワを飼ったこともあります。

なく、年をとった犬にはでき

ましてわすれてはいけないの

います。責任感をむねに技術

いまはまたラプラドールレト

るだけ負担をかけないよう、

は、
「命の重さ」だと思って

を向上させ、たくさんのお客

リバーを飼っています。

手早く作業したいと思ってい

います。イヌは、飼い主さん

さんに「かわいい〜」と喜ば

ます。

にとっては、かけがえのない

れるカットができるトリマー

うまくできて、お客さんから

存在です。万一、けがをさせ

になりたいと思います。

ーを飼っていましたし、チワ

高校生のころには「将来は
トリマーになりたい！」と考
えていて、トリミングの専門
学校へ通い、卒業後、トリミ
なりました。
トリミングのとき、どんな
ことに気を配っていますか？
トリミングの仕事では、お
客さんとのコミュニケーショ
1989 年東京生まれ。高校を卒業後、トリミングの専門学校で学んで、トリマーと
なりました。現在は、東京都墨田区のトリミングサロン「ベリーズ」で、トリマー
としてはたらいています。
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一問一答

ングサロンではたらくように

しょくぎょう

小さいころになりたかった職業は？

おべんとう屋さん
小・中学生のころ得意だった科目は？

体育
小・中学生のころ苦手だった科目は？

国語

ンがとても大切だと感じてい

会ってみたい人は？

ます。お客さんが何を望んで

キム・ヒョンジュン

好きな食べものは？

ごはん、
おむすび（お米が好き）
てんかん

仕事の気分転換にしていることは？

ショッピング
１か月休みがあったら何をしたいですか？

エジプトへ行って、
ピラミッドを見たい
いまの仕事をずっとつづけたいですか？

はい！

できるかぎり。

いるのか、きちんとお話を聞
33

トリマー

上司に聞きました

イヌの気持ちになることができるトリマー
びっきり素直な心で、
イヌと対等に会話も
伊藤さんがこの店に来た

なよー！」とか「何、あば
れてるの？」などと、いっ

トリマーも経験を積めば、
お客さんに「こうカットし

まるで、イヌと対等の立場

です。元気がよくて、とて

で話をしているみたいです。 こうするほうがもっといい

採用しました。
じっさい、とても純粋な
性格で、アドバイスをする
と素直に受けいれてくれま
す。ややこわいもの知らず

トリマー

グ作業に入ります。

伊藤まどかさんの
一日

ているのが聞こえてきます。 てほしい」といわれたとき

のは、約半年ほど前のこと
もやる気が感じられたので

あずかったイヌのつめを切り、トリミン

に、
「 そ れ も い い で す が、

本人はとても真剣なので

ですよ」と、専門家の視点

すが、今ではこの店のムー

からアドバイスできるよう

お客さんの自宅に、
車でイヌをむかえ
に行きます。

ドメーカーになっています。 になっていきます。伊藤さ

目の前の課題に
一生懸命にとりくむ
伊藤さんのいいところは

んにも早くそのレベルまで、
成長してほしいと思ってい
ます。
起床

朝食

家を出る

出勤

イヌのおむかえ

5:30

6:30

7:00

9:00

9:40

10:00

23:00

20:30

20:00

18:30

18:00

17:30

13:30

しゅう し ん

夕食

帰宅

店を出る

掃除

イヌの散歩

仕事再開

「このくらいでいいだろう」

上心がとても強く、これか

と妥協しないことです。そ

ンスはとてもよく、どの犬

らぐんぐんのびていく予感

して、お客さんが望むカッ

種でもかわいくカットして

がしています。

トをしようと、いつも一生

くれます。きっとこれから、

懸 命 で す。
「より完璧に」

もち前のバイタリティでが

ので、目の前の仕事をこな

と考える性格なので、放っ

んばって、よいトリマーに

すのに必死です。イヌの性

ておくと、時間が来ても仕

育ってくれる、と期待して

格もいろいろです。仕事を

事をつづけています。店長

います。

しているのを見ていると、

としてはそれもこまるので、

耳の毛ぬきやシャンプーを

時計を見ながら仕事をする

お客さんと電話で話しているあいだに、店長が

いやがるイヌがいうことを

よう指導したほどです。

手伝いに入ってくれました。

いまはまだ経験も少ない

しかし、トリミングのセ

トリミングの仕事
開始

なところがありますが、向

き しょう

就寝

昼休み

12:30

聞かないらしく、「おこる

ドッグケア ベリーズ

店長

岡崎弘子さん

トリミングサロンや動物病院で、トリマーとしてはたらいてきました。

落ちている毛をはきあつめて、

ドッグホテルであずかっているイヌを散歩

2007 年から「ドッグケアベリーズ」の店長をつとめています。

ゆかをきれいにします。

させます。
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トリマーになるには？
業界で通用する資格の
取得をめざす

実力をみがいていく人が多い

本人の動物への愛情です。

ようです。

トリマーになるには、トリ

さらに上の資格取得をめざ

おもな勤務先はトリミング
サロンと動物病院

マーを養成する学校に通う方

す場合、C 級をとって２年以

トリマーとしての勤務先に

法と、トリミングサロンでは

上たてば、B 級の受験資格を

は、トリミングサロンや動物

たらきながら技術を身につけ

得ることができます。さらに

病院などがあります。トリミ

ていく方法があります。

B 級資格を取得してから３年

ングサロンでは「美しさ」が

以上たてば、A 級の受験資格

重視されるのに対し、動物病

を取得できます。

院では、治療や世話をすると

学校を選ぶとき、社団法人
JKC（ジャパンケネルクラブ）
の推薦指定校になっているト

JKC 指 定 推 薦 校 以 外 の ト

き、手入れをしやすくするよ

リマー養成機関で学び、卒業

リマー養成機関も各地にあり、 うな、実用的なトリミングが

試験に合格すれば、JKC 公認

その卒業資格も就職活動をす

の C 級トリマー資格を取得で

るときに役だちます。大切な

美容と健康のどちらに重点

きます（年齢は 18 歳以上）。

のは、トリミング技術やペッ

を置いているかのちがいはあ

ただし、JKC の資格は、トリ

トの看護についての知識をき

っても、どちらもトリマーの

マーになるためにぜったいに

ちんと身につけていることと、 仕事です。

もとめられます。

必要というものではありませ
ん。しかし、JKC の資格は、
業界では能力の一つの目安と

トリマー

なっています。

JKC が公認する
トリマーの上級資格

トリマー養成学校

トリミングサロンなどでは
た ら き な が ら JKC の C 級 取
得をめざす場合は、JKC の会

大学・短大

員となって２年以上たてば、
C 級の受験資格を得ることが
できます。JKC の会員となっ
て、そのテキストを使って独
力で学び、じっさいの職場で
36
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高校
中学校
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