
 

  

 

 

 

 

2018.10.18 Thursday 

生後 3 ヶ月の子供達 

レッド（鹿色）とメルレ（黒系ブチ）の子達です。（チェコ表記） 

すくすくと育っています。 

  

 

  

 ＰＫＪでは生後３か月までは生まれたお家で暮らすこととしています。 

  

眠ること、 

食べること、 

ちゃんと遊ぶこと、 

チェコ 
チェコチェコ共和国原産の小型犬プラシュスキー・クリサジークをチェコと協力してブリードしている PKJ 

プラシュスキー・クリサジーク・クラブ・オブ・ジャパンのブログ 

チェコの小型犬プラシュスキー・クリサジーク 

クリサジークの赤ちゃん 



そして愛されること 

親や兄弟、人間の家族と一緒に生活することで社会のルールを学び、 

健やかに成長していきます。 

  

ＰＫＪで今いちばん小さい子達は 

生後１か月の男の子と女の子です。 

 

  

そろそろ離乳食の時期・・・ 

遊びたい盛りの仔犬達、ちゃんとご飯をたべてくれるでしょうか？ 

  

 

じゃれあいながら力加減を学んでいます。 

 

 

お問い合わせは PKJ メールから 

お願い致します。 

  

      

http://www.krysarik.net/mail.html
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2016.05.02 Monday 

 

今年２月 8日に生まれた 

男の子たちをご紹介します。 

 

ジャーン 

MARLON(マーロン）君です。 

 

 

そして 

MICK（ミック）君。 

 

 

 

【仔犬】マーロン君とミック君です 

 



とっても大きく 

しっかりした体で生まれ、 

すくすく育って今は 1.5Kgを超えました。 

 

お医者様から、膝と骨格について 

お墨付きをいただいたそうですよ！ 

 

 

クリサジークは超小型犬。 

膝のお皿が浅い子も多いです。 

 

日本では、後々、痛みが出る、とか 

歩けなくなる等と手術を進める獣医さんも 

いらっしゃるようですが、 

PKJでは、お散歩で筋力を付け、 

しっかり骨を支えることを 

推奨しています。 

 

手術のリスクが高いこと、 

手術してもまたなる場合が 

多いこと等からです。 

 

クリサジークが日本に来て 

10年以上になりますが、 

手術をしなかったせいで 

膝が痛くて歩けない…という 

子は PKJにはおりません。 

 

飼い主さんが日頃から 

お散歩に少しの努力をなさり、 

筋肉が骨を支えることが出来ていた 

からだと思います。 

 

 

 

ミック君とマーロン君は、 

最初から全く問題無いとのこと 

ですから、初めてクリサジークと 

暮らす方にも安心ですね。 

 

お問い合わせは PKJ メールから 

お願い致します。 

 

 

 

http://www.krysarik.net/mail.html
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2014.03.03 Monday 

 

ご無沙汰してしまいました。 

 

１月にご紹介させて 

いただきました男の子は 

新しいお家で幸せに 

過ごしています。 

 

 

実は１月４日に 

女の子３頭、男の子１頭が 

誕生致しました。 

 

長女ちゃん                        次女ちゃん 

                 

 

 

 

三女ちゃん                          長男君 

              

写真は生後一ヶ月位の時期。 

 

１月４日生まれの子犬達と生家で３ヶ月を過ごす理由 

 

 



今はもっと大きく成長しています。 

 

この子達は、 

皆様にご紹介する前に 

お家に残る子、 

ご予約をいただいた方、 

PKJ会員宅へと 

あっという間に 

お家が決まりました。 

 

４月上旬には 

新しい暮らしが始まるでしょう。 

 

PKJでは、チェコのルールで 

子犬を育てています。 

 

生後３ヶ月までは 

親・兄弟と過ごし、 

生きて行く上での知恵や 

社会行動を学びます。 

 

その昔、 

犬ならウチにもいますから 

もっと早く子犬を迎えたい、と 

おっしゃる方がいらっしゃいました。 

 

でも、違うんですよ。 

親・兄弟と３ヶ月暮らすことで 

生活の知恵、社会のルールを 

学ぶと共に、安心出来る人間家族・犬家族の 

元で心身を安定させ、健やかに成長します。 

 

生まれたお家で３ヶ月、 

親や兄弟と過ごすという 

チェコのルール、ずっと 

大切に守っています。 

 

（ご予約の子犬には繁殖者に連絡を下されば 

マメに会っていただく事は可能です。） 

PKJ所属のクリサジーク達のご予約に関しましては 

PKJホームページ「メール」欄をご覧下さい。 
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2014.01.02 Thursday 

 

あけまして 

おめでとうございます。 

 

2014年も PKJそして 

プラシュスキー・クリサジークを 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

さてさて、 

10月 24日にとってもキュートな 

男の子が誕生しました。 

 

 

 

明るく朗らかで 

とっても人懐っこい性格。 

 

ゴハンもしっかり食べ、 

体格もバランスがいいです。 

 

手のかからない 

穏やかな子犬なので 

『初めて犬を飼う方でも彼なら大丈夫と思う』と 

繁殖者さん。 

 

穏やかな甘えん坊の男の子が誕生しています！ 

 

 

 



残念ながら 

胸に白斑がありますので 

パパにはなれません。 

 

でも、初めて会う 

お客様にもフレンドリーに 

甘える可愛い男の子です♩ 

 

 

１月下旬には 

お家へお迎え出来ます。 

素敵なご縁をお待ちしています。 

 

 

今回の男の子ではなく、 

女の子の誕生を待ちたい場合等は 

＜ご予約＞を承っています。 

PKJ所属のクリサジーク達のご予約に関しましては 

PKJホームページ「メール」欄をご覧下さい。 

 

 

 

 

2013.05.30 Thursday 

 

ベイビーのお姿ってほんと可愛いですよね。 

 

前回のブログの女の子達は 

すでにお家が決まっています。 

 

飼い主さんから 

可愛いお写真を送っていただきましたので 

ご覧になってくださいね。 

 

生まれたばかり 

 

クリサジークのベイビー達 

 

 

 

http://www.krysarik.net/mail.html


姉妹で仲良く（？）遊んでいます。 

 

子犬達はこうやってじゃれあいながら力加減等を 

学んでいきます。 

 

カメラ目線、うれしくなっちゃいます♪ 

 

 

すってんころりん…かな？ 

お耳が立ったらこんな感じでまたまた可愛いです。 

 

 

 

生後 1 ヶ月を過ぎると個性も出てきました。 

寄り添っておすわり。仲良しさんですね。 



 

 

でも、ママと一緒にネンネが大好き。 

 

 

ＰＫＪのクリサジーク達は、生後 3 ヶ月まで、 

ママ犬や家族犬達とこんな風に一緒に過ごします。 

おっぱいだって、歯が生えて、 

ママ犬が嫌がる頃に自然体の乳離れです。 

 

PKJ所属のクリサジーク達のご予約に関しましては 

PKJホームページ「メール」欄をご覧下さい。 

http://www.krysarik.net/mail.html 

 

 

 

2012.12.09 Sunday 

  

ご無沙汰を 

してしまいました。 

気が付けばもう師走。 

・・・地震、 

皆様も動物達も大丈夫でしたでしょうか。 

子犬は可愛い女の子♪ 
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さてさて、 

ＰＫＪでは、現在、 

可愛い子犬が 

２頭すくすく 

育っています。 

 

 

１０月６日生まれの女の子達は、 

小さなクリサジークの中でも 

小柄で可愛い系♪ 

 

グレタちゃんとジーナちゃんです。 

※お名前はグレタちゃんでした。 

 

 

小さいクリサジークは、なかなか食べない…とか、 

ゴハンに興味を示さない子も居て 

飼い主さんは、ゴハンを食べさせるのに苦労する…と 

いう場合もあります。 

 

が、今回の女の子達は食欲もしっかりあり、 

離乳食を食べるのも上手なお利口さん達なんですよ。 

 

グレタちゃんはお迎えの日が決まりました。 

 

現在、ジーナちゃんのご家族を募集しています。 

 

ご縁、お待ちしています♪ 

 

 

 



 

 

2012.02.15 Wednesday 

  

３頭の中では 

一番小柄な Fanny（ファニィ）ちゃん。 

 

 

一番大きく成長した 

Flora（フローラ）ちゃん。 

 

 

大きく生まれたけど、 

今は、中サイズを楽しんでいる 

Fleur（フルール）ちゃん。 

 

 

先週の可愛い３姉妹♪ 

 

 

 

 



つっても 

800g～1000ｇ位のパピパピちゃん達。 

 

 

３頭仲良く、サークルでまったり☆ 

 

 

 

 

３姉妹へのお問い合せは 

ＰＫＪのホームページ「メール」へお願いいたします。 

 

繁殖者の希望とご家族のご希望を 

よく吟味させていただいておりますので、 

何人かの方にお声を掛けさせていただく場合が 

ございますことをご了承下さいませ。 

 

 

 

 

2012.02.11 Saturday 

  

ずいぶんご無沙汰をしてしまいました。 

 

 

前回ご紹介したｓ家の 2頭は、 

ワクチンが済み、 

プライベートドッグランで走り、 

先日は、遠方へのドライブも楽しみ、 

元気に毎日をエンジョイしています。 

 

 

ｓ家と同じ頃、 

I家に三姉妹が誕生しました。 

子犬三姉妹をご紹介♪ 

♪ 
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昨年 10月 28日撮影 

生まれた頃、おっぱいを堪能する三姉妹☆ 

 

 

６００ｇだったファニィちゃん 

７００ｇだったフローラちゃん 

８００ｇだったフルールちゃん 

 

 

 

今や 

６００ｇ→８００ｇ+α 

７００ｇ→１０００ｇ 

８００ｇ→１０００ｇ 

 

と、フローラちゃんのフルールちゃん越えも 

間近だそう。 

 

PKJ所属のクリサジーク達のご予約に関しましては 

PKJホームページ「メール」欄をご覧下さい。 
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2011.12.16 Friday 

  

こんにちは、ＰＫＪ事務局です。 

１２月に入ると 

あっという間にもうクリスマス☆ 

 

一年が過ぎるのは早いですね。 

 

ＰＫＪでは、１０月下旬に 

２つの繁殖者さんから 

計５頭の子犬が産まれ、 

すくすく成長しています。 

 

 

まずは、ジジ家から 

とっても可愛いお写真を 

送っていただきましたので 

お披露目させていただきます。 

 

ジジちゃんと２頭のベイビー達。 

 

 

 

神田うの流に言えば、 

コジジちゃんとコジジ君ってところでしょうか。 

はい、男の子と女の子です。 

 

 

クリサジークの子犬達♪ 

♪ 

 

 

 

 



まん丸お目々、しかもカメラ目線（＾＾） 

 

子犬・・・癒されます♪ 

 

柔らかくて優しい横顔。 

お耳も大きそう♪ 

 

クリサジークは、蝶々のような立ち耳が 

チャームポイントなんです。 

 

ん、あっちにママがいるのかな。 

 

 



| 

 

2011.05.11 Wednesday 

 

クリサジークの子犬達、 

昨年生まれたのは、 

３つの繁殖家から計１１頭☆ 

 

ＰＫＪ始まって以来の快挙です。 

 

 

こんなに頼りない子犬達が、 

 

 

こんな風に可愛く輝き始め、 

    

 

 

      

 

 

4月初旬には、 

個性もはっきりしてきました。 

       

PKJの子犬たち 3頭です・・・♪ 

♪ 
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今、新しいご家族を待ってるのは、 

とうとう３頭だけになってしまいました。 

(お写真は 4月のものです） 

 

シンディちゃん             ツルダ君 

      

 

 

チタちゃん 

（ごめんなさい、お写真が・・・） 

PKJ所属のクリサジーク達のご予約に関しましては 

PKJホームページ「メール」欄をご覧下さい。 

繁殖者の希望とご家族のご希望を 
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2009.02.05 Thursday 

 

   
 

    去年の秋生まれの子犬達が巣立ってゆく時期がきました。 

    今までママや兄弟たちと楽しい毎日を過ごし 

繁殖者もまるで自分の子のように大事に大事に育ててきました。 

 

    新しいご家族の方々、 

この子たちをどうぞよろしくお願いします。 

 

     そしてまだ首を長～くして待っているご予約の方々、 

本当にお待たせして申し訳ありません。 

      ご予約から数年経ってご連絡を差し上げるのは 

私もなんとなく緊張します。 

     そんな時、「待ってました～！」的な 

テンションのお返事を頂けると、ホッとします。 

     感謝、感謝です。 

  

     「まだかな～。」 

     と思われましたらいつでもＰＫＪへご連絡ください。 

     様子をお答えいたします。 

     繁殖犬が増えました。今年も複数のベビー誕生を予定しています。 

           

 

2008.11.04 Tuesday 

 

愛犬を迎えようとするとき、まずどうしますか？ 

 

近所で子犬が産まれていないか探してみる？ 

ペットショップをのぞいてみる？ 

ネットで検索してみる？ 

   

お待たせしています。 

月４日生まれの子犬達と生家で３ヶ月を過ごす理由 

 

 

新しい家族を探していますか？ 

月４日生まれの子犬達と生家で３ヶ月を過ごす理由 

 

 



保護団体に問い合わせてみる？ 

 

 

 

「どんな子だって、迎えたら大切な家族。」 

まさにその通りです。 

その子のすべてを受け入れる、それが家族ですから。 

 

でも、自分の家庭にはどんな子が理想的なのか。 

そういう選択が家庭犬をさがす時には可能ですよ。 

家族はどのような子を希望していますか。 

犬種？性別？サイズ？ 

 

落ち着いた生活を望めば、いつもおとなしくそばにいてくれる子。 

一緒に遊んでほしければ活発で運動好きな子。 

また、集合住宅に住んでいれば、あまり吠えない方がありがたいかもしれない。 

ご主人の帰りが遅いので、家を守ってくれる気持ちがあるといいな、とか。 

家庭によって｢理想の我が家の一員」は違うはずです。 

 

純血種ならまずその犬種の特性を知り、そしてさらにはその犬の個性も知るべきです。 

きちんとした繁殖者ならそれらの質問に丁寧に答えてくれる事でしょう。 

これを怠ると、｢見た目のチャーミングさに一目ぼれして飼ったけれど、手に負えなくて。」 

なんて悲しい事にもなりかねません。 

 

PKJではお問い合わせいただいた方に、どのような子を望んでいらっしゃるかを必ずお聞きしています。 

それと同時にご家庭の状況も少々。 

ご家族の構成や年齢、生活パターン、それから先住犬の有無や性別、性格など。 

 

出来ることなら、イメージに近い愛犬を迎えていただきたい、 

子犬とご家族両方の将来の幸せを願って努力をしています。 

 


