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ウエアを着るという新しい治療法。
皮膚病に悩む、デリケートな肌を
やさしく包んで保護するウエア。

皮膚をやさしく包んで保護するウエア

皮膚保護服

動物病院と
共同開発

安心・快適・日本製

ナノテク技術で
刺激やかゆみを改善
スキンウエア®プロ
新登場
※効果を保証するものでは

ありません

※



柴犬がアトピーで、脚を自分で噛み毛
がはげて地肌が黒色化してしまい、脚
までカバーできる服を探していて購入
しました。脚の関節の少し先までしっ
かりカバーされるので、とても満足して
います。留守番中に長時間着せるの
で皮膚への刺激にならないか心配で
したが、嫌がったり気にする様子はなく
ストレスはないようで安心しています。
毎日着せるので2着目も買って洗濯し
て回しています。

家の前で行き倒れていた猫を保護し
ました。ひどい乳腺炎で乳房のある範
囲が広く壊死。3週間の入院中も病
院で着せてくれる保護服だけでは、直
ぐにボロボロにしてしまい、費用もバ
カになりません。そのため保護服の上

から、こちらの服を着せてました。とて
も丈夫で、足の付け根まで覆ってくれ
て、とても助かりました。獣医師さんに
も好評でした。縫い目やタグも全て外
側に出してあり、傷付いた体にトコトン
優しい作りでした。

皮膚炎になってしまった我が家のボー
ダーコリー。以前はエリザベスカラーを
装着してましたが、耳が塞がり蒸れてし
まいました。鼻が長いので内股の傷に
届かないように、子ども向けのズボンを
重ねて舐めないように強化しています。
生地が薄いので着やすいと思います。

飼い猫の腹部が炎症を起こし、約20
センチ大毛が抜けてしまい病院で治

療。しかし、患部をなめてしまうことか
ら、治りが遅く動物病院の先生から勧
められて購入。おかげで患部の炎症
も治まり、毛もほとんど生えて残りは
豆粒大になりました。

時々、過剰グルーミングをしてしまうう
ちの子に、こんな服を探していました。
カラーをつけたくなかったこと、足の内
側を舐めることもあるので袖があるも
のが欲しかったことで、この服にたどり
着きました。薄手の生地ですがしっか
りしているので、夏場も大丈夫そうで
す。お尻の部分から顔を入れて、前
足、後ろ足と入れていきました。特に
着せにくいことはないですが、猫ちゃ
んによってはそもそも服を嫌がる子も
いるので、なんとも言えません。とて

も、よく考えて作られているのが感想
です。舐めて傷を作る度にどうしたも
のか悩んでいたことが、私もうちの子
も、解消されました。

身体全体を覆えていい感じです。勝
手に脱がれることもなく、目を離してい
ても過剰グルーミングできないので安
心しました。とても役に立ちました。

こんなに良い商品があるなんて、本当
に助かりました。乳腺腫瘍と卵巣摘出
の手術後、カラーをつけて歩くと壁に
ひっかかってその場で立ち尽くしたり
食欲もなく心配していました。このウ
エアに変えてからは驚くほど元気にな
りました。やっぱり視界も遮られて、思

うように動けないのは痛みもある中、
犬もしんどいですよね。ぜひ困ってい
るわんちゃんに試用してほしいです。

愛犬の乳腺腫瘍の手術の時にエリザ
ベスカラーでは壁などにぶつけてしま
い首を痛めてしまったので購入しまし
た。縫い目が外にあるので、こすれるこ
ともなくとても良かったです。洗濯もで
きるのでいつも清潔に保てました。

7.5キロ15歳のウエスティーです。長い
事アレルギー治療をしていますが全く
改善せず、毎日毎日舐めて今は手足の
毛がありません。貧血もあるので困って
いたところ、皮膚保護服を見つけまし
た。縫い目が表にあるので摩擦が少な

く、生地も触り心地がとてもいいです。
アレルギーが治る事は諦めましたが、
舐めて皮膚が真っ赤にただれるのがこ
れで改善できる事を願います。

うちのダックスはアレルギーの為、ほと
んどエリザベスカラーをつけていまし
た。カラーをつけていると、いろんなと
ころにぶつかるし、抱っこしてもカラー
が邪魔なので、試しに購入してみまし
た。服を着せてもかゆくて舐めるん
じゃないかと思ってましたが、舐めずに
着心地がいいみたいです。

胸部を切開する手術後の傷が治ったタ
イミングで、数年来のお腹の舐め過ぎ
によるハゲを治そうと購入しました。トイ

レも早くから慣れてくれ、腹部のハゲも
産毛が生えてきました。どちらかというと
敏捷な猫ですが、さすがに動きは制限
されるらしく、何かに飛び乗る、階段の
昇り降りなどはゆっくり慎重になってい
ます。他の製品もいろいろ見ましたが、
腹部から後肢腿にかけて広くハゲてい
たので、カバーする範囲が広いものは
こちらでした。縫目が外側にあり、肌触り
に配慮のあることも決め手でした。
お腹のただれた部分が全て隠れて舐
めることなく完治しました。トイレでも
汚れない形で可愛かった。

アトピーの為、とても痒がります。食事
や薬、シャンプーなどで対策をしても、
血が出るほどかきむしってしまったり皮
膚を噛むこともあるので、身体を傷つ

けない為に服を着せています。傷つい
たところがかさぶたになると、そこが更
に痒くなってかきむしる悪循環を防ぐ
ためにも服を着せて酷くならないよう
にしています。こちらのスキンウエア®
は現在のところ激しいかきむしりにも
耐えています。通気性が良い為か、洗
濯した後も乾きが早く感じます。夏場
も服を着せなければならないので、蒸
れない感じがして良かったです。

過剰グルーミングの猫に着せていま
すが、嫌がらずに着てくれています。
布地も柔らかく伸縮に富んでいるの
で非常に着せやすく又脱がせやすい
ので、今回再々のリピートです。洋服
で隠れている部分は舐められないの
で毛が生えてきました。

皮膚病のシーズー犬です。脇や内腿
が真っ赤になって舐めて病状を悪化
させてしまってました。軟膏を塗っても
舐めるので中々軟膏も塗れませんで
した。こちらの保護服を着用してから
赤みもなくなりました。

皮膚の状態も悪くなりません。舐めな
いので病状も悪化せず薬も塗れるし、
舐める事ができないのでとてもいいで
す。この服のおかげで赤みも引いてき
ました。

我が家のねこちゃんの吐く回数が激
減しました。生地が伸びすぎないの
で、皮膚にフィットし自分から脱げない
ので、とても助かりました。

皮膚が裂けてしまう難病エーラスダン
ロス症候群（皮膚無力症）の保護猫に
着せてみました。先生からはこすれた部
分から裂ける可能性があるのでやめた
方がいいといわれましたが、普通に掻く
だけでどんどん皮膚が裂けてくるのを
少しでも緩和できればと着用。２日たっ
て今のところは新しい傷はできていま
せん。包帯に比べ動きやすいのでいや
がらずに着ていてくれます。

このつなぎは皮膚トラブル用なので刺
激も少なそうだと思い購入。袖や裾の
締まりがすくなく、洋服のつなぎより違
和感がなさそうでした。高齢なので少し
寒い日などにも活用できそうです。

※お寄せいただきました商品レビューより抜粋

「今までになかった」
皮膚病に悩む、
デリケートな肌を
やさしく包んで
保護するウエア。

犬猫の服フルオブビガー
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刺激を軽減

ワンちゃん・ネコちゃんの体型や動きをとことん考え、

随所に工夫と細心の注意を払い、

一つずつ丁寧に仕上げています。

メイドインジャパンの安心と快適をお約束します。

「皮膚保護服 スキンウエア®」シリーズは、

ワンちゃんネコちゃんの皮膚病の

改善をサポートするという、

これまでにないコンセプトのウエアです。

通気性、伸縮性はもちろん、抗菌、UVカット効果なども

兼ね備えた多機能・高品質の生地を採用。

また、赤ちゃんのうぶ着と同様、縫い目は外側に。

限りなく肌への刺激を軽減しながら、

デリケートな状態の皮膚をやさしく守ります。

愛犬、愛猫のことをとことん考えて、

獣医師と共同開発しました。



皮膚病に悩むワンちゃん・ネコ

ちゃんは痒さを我慢できない

ので、血だらけになるまで激し

く掻いてしまいます。このよう

に皮膚のバリアが大きく破壊さ

れると再生に追い付かないば

かりか、傷口から細菌感染を起

こして湿疹が常態化し、さらに掻いて皮膚病を悪化させて

しまいます。長年皮膚病の治療をしながら「掻く、舐める行

為から肌を守り、やさしく包むウエアがあれば…」と思い続

けていました。犬猫の服ブランド・フルオブビガーと共同開

発した「皮膚保護服スキンウエアⓇ」シリーズは、高機能の

生地と丁寧な縫製で皮膚をやさしく包んで保護する「新し

い治療」を可能にしました。ご存知のように、皮膚病治療は

医師が処方する薬だけではなく、日ごろの生活に欠かせな

い食事（栄養）やシャンプー（清潔）などのスキンケアが重

要な要素となります。そのスキンケア対策として「皮膚保護

服スキンウエアⓇ」シリーズは大きな役割を担うと考えてい

ます。ウエアを着るという新しい治療法が皮膚病で悩むワ

ンちゃん・ネコちゃんの助けになることを願っています。

柴犬がアトピーで、脚を自分で噛み毛
がはげて地肌が黒色化してしまい、脚
までカバーできる服を探していて購入
しました。脚の関節の少し先までしっ
かりカバーされるので、とても満足して
います。留守番中に長時間着せるの
で皮膚への刺激にならないか心配で
したが、嫌がったり気にする様子はなく
ストレスはないようで安心しています。
毎日着せるので2着目も買って洗濯し
て回しています。

家の前で行き倒れていた猫を保護し
ました。ひどい乳腺炎で乳房のある範
囲が広く壊死。3週間の入院中も病
院で着せてくれる保護服だけでは、直
ぐにボロボロにしてしまい、費用もバ
カになりません。そのため保護服の上

から、こちらの服を着せてました。とて
も丈夫で、足の付け根まで覆ってくれ
て、とても助かりました。獣医師さんに
も好評でした。縫い目やタグも全て外
側に出してあり、傷付いた体にトコトン
優しい作りでした。

皮膚炎になってしまった我が家のボー
ダーコリー。以前はエリザベスカラーを
装着してましたが、耳が塞がり蒸れてし
まいました。鼻が長いので内股の傷に
届かないように、子ども向けのズボンを
重ねて舐めないように強化しています。
生地が薄いので着やすいと思います。

飼い猫の腹部が炎症を起こし、約20
センチ大毛が抜けてしまい病院で治

療。しかし、患部をなめてしまうことか
ら、治りが遅く動物病院の先生から勧
められて購入。おかげで患部の炎症
も治まり、毛もほとんど生えて残りは
豆粒大になりました。

時々、過剰グルーミングをしてしまうう
ちの子に、こんな服を探していました。
カラーをつけたくなかったこと、足の内
側を舐めることもあるので袖があるも
のが欲しかったことで、この服にたどり
着きました。薄手の生地ですがしっか
りしているので、夏場も大丈夫そうで
す。お尻の部分から顔を入れて、前
足、後ろ足と入れていきました。特に
着せにくいことはないですが、猫ちゃ
んによってはそもそも服を嫌がる子も
いるので、なんとも言えません。とて

も、よく考えて作られているのが感想
です。舐めて傷を作る度にどうしたも
のか悩んでいたことが、私もうちの子
も、解消されました。

身体全体を覆えていい感じです。勝
手に脱がれることもなく、目を離してい
ても過剰グルーミングできないので安
心しました。とても役に立ちました。

こんなに良い商品があるなんて、本当
に助かりました。乳腺腫瘍と卵巣摘出
の手術後、カラーをつけて歩くと壁に
ひっかかってその場で立ち尽くしたり
食欲もなく心配していました。このウ
エアに変えてからは驚くほど元気にな
りました。やっぱり視界も遮られて、思

うように動けないのは痛みもある中、
犬もしんどいですよね。ぜひ困ってい
るわんちゃんに試用してほしいです。

愛犬の乳腺腫瘍の手術の時にエリザ
ベスカラーでは壁などにぶつけてしま
い首を痛めてしまったので購入しまし
た。縫い目が外にあるので、こすれるこ
ともなくとても良かったです。洗濯もで
きるのでいつも清潔に保てました。

7.5キロ15歳のウエスティーです。長い
事アレルギー治療をしていますが全く
改善せず、毎日毎日舐めて今は手足の
毛がありません。貧血もあるので困って
いたところ、皮膚保護服を見つけまし
た。縫い目が表にあるので摩擦が少な

く、生地も触り心地がとてもいいです。
アレルギーが治る事は諦めましたが、
舐めて皮膚が真っ赤にただれるのがこ
れで改善できる事を願います。

うちのダックスはアレルギーの為、ほと
んどエリザベスカラーをつけていまし
た。カラーをつけていると、いろんなと
ころにぶつかるし、抱っこしてもカラー
が邪魔なので、試しに購入してみまし
た。服を着せてもかゆくて舐めるん
じゃないかと思ってましたが、舐めずに
着心地がいいみたいです。

胸部を切開する手術後の傷が治ったタ
イミングで、数年来のお腹の舐め過ぎ
によるハゲを治そうと購入しました。トイ

レも早くから慣れてくれ、腹部のハゲも
産毛が生えてきました。どちらかというと
敏捷な猫ですが、さすがに動きは制限
されるらしく、何かに飛び乗る、階段の
昇り降りなどはゆっくり慎重になってい
ます。他の製品もいろいろ見ましたが、
腹部から後肢腿にかけて広くハゲてい
たので、カバーする範囲が広いものは
こちらでした。縫目が外側にあり、肌触り
に配慮のあることも決め手でした。
お腹のただれた部分が全て隠れて舐
めることなく完治しました。トイレでも
汚れない形で可愛かった。

アトピーの為、とても痒がります。食事
や薬、シャンプーなどで対策をしても、
血が出るほどかきむしってしまったり皮
膚を噛むこともあるので、身体を傷つ

けない為に服を着せています。傷つい
たところがかさぶたになると、そこが更
に痒くなってかきむしる悪循環を防ぐ
ためにも服を着せて酷くならないよう
にしています。こちらのスキンウエア®
は現在のところ激しいかきむしりにも
耐えています。通気性が良い為か、洗
濯した後も乾きが早く感じます。夏場
も服を着せなければならないので、蒸
れない感じがして良かったです。

過剰グルーミングの猫に着せていま
すが、嫌がらずに着てくれています。
布地も柔らかく伸縮に富んでいるの
で非常に着せやすく又脱がせやすい
ので、今回再々のリピートです。洋服
で隠れている部分は舐められないの
で毛が生えてきました。

皮膚病のシーズー犬です。脇や内腿
が真っ赤になって舐めて病状を悪化
させてしまってました。軟膏を塗っても
舐めるので中々軟膏も塗れませんで
した。こちらの保護服を着用してから
赤みもなくなりました。

皮膚の状態も悪くなりません。舐めな
いので病状も悪化せず薬も塗れるし、
舐める事ができないのでとてもいいで
す。この服のおかげで赤みも引いてき
ました。

我が家のねこちゃんの吐く回数が激
減しました。生地が伸びすぎないの
で、皮膚にフィットし自分から脱げない
ので、とても助かりました。

皮膚が裂けてしまう難病エーラスダン
ロス症候群（皮膚無力症）の保護猫に
着せてみました。先生からはこすれた部
分から裂ける可能性があるのでやめた
方がいいといわれましたが、普通に掻く
だけでどんどん皮膚が裂けてくるのを
少しでも緩和できればと着用。２日たっ
て今のところは新しい傷はできていま
せん。包帯に比べ動きやすいのでいや
がらずに着ていてくれます。

このつなぎは皮膚トラブル用なので刺
激も少なそうだと思い購入。袖や裾の
締まりがすくなく、洋服のつなぎより違
和感がなさそうでした。高齢なので少し
寒い日などにも活用できそうです。

※お寄せいただきました商品レビューより抜粋

北川犬猫病院 
三枝早苗先生

皮膚保護服スキンウエアⓇは
画期的なアイテム。
皮膚病治療の心強い味方に
なってくれるでしょう。

抜群の機能性を兼ね備えた
お洒落な治療ウエア
長時間着用してもストレスが少なく、動きやすい

よう、一流のデザイン・パタンナーが一から型紙

を手がけ、機能性を第一に、見た目の愛らしさも

追求しました。皮膚への刺激を最小限にするた

め、縫い目のすべてが

外側になるよう、日本

の職人さんが丁寧に

縫製しています。肌へ

の刺激となるボタンや

面ファスナーは一切使

用していません。

ハイネック、長そで、長ズボンのスタイルで体を

すっぽり包み、掻く、舐める行為から全身を守り

ます。着用したまま、おしっこ

やうんちがしやすいよう、男

の子用・女の子用・兼用それ

ぞれの最適な股ぐりを実現

しました。生地には抗菌消

臭効果があり、悪臭の発生

を抑えるほか、速乾性にす

ぐれているため、洗濯して

もすぐに乾きます。

全身をガードしながら
着用したまま排泄もOK

実際の着用シーン



体が喜ぶ
医化学繊維
着る、サプリ

健康補助繊維ナノミックス®は、細胞活性化に優れた免疫機能をもった素材です。

アトピー改善を目的に開発
「アトピー治療に苦しむわが子を救いたい」という大阪の繊

維メーカーが、免疫学の権威、渡邊隆司教授（四天王寺大・

医学博士）の協力のもと、夢の繊維として誕生させたのが、

ナノミックス®です。アトピー特有の

じめじめ、カサカサした皮膚症状が

緩和されるだけではなく、身に付

けるだけで体がリフレッシュされ

るという声も寄せられています。

機能性ポリエステルだから、優秀
吸湿速乾、シルクのような肌触り、抗

菌消臭など、コットンの乾きにくく、硬

くなりやすいなどのデメリットをクリ

アした優秀な素材です。一般に化学繊

維はチクチクしやすく、アトピー患者

などの皮膚の敏感な人には不向きで

すが、速乾性にすぐれ、さらりとした肌

ざわりのナノミックス®はかゆみを感

じさせない究極の素材といえます。

洗濯しても効果は半永久的
従来品は繊維のすき間に粒子を練りこんで

いるだけなので洗濯のたびに効果が落ちま

すが、ナノミックス®はナノ化（１億分の１／ｍ）

させた粒子を、糸そのものに練りこんでいま

す。驚くほど小さな粒子なので、洗濯しても粒

子が離れず、効果は半永久的に続きます。

世界が驚く凄い医化学効果
ナノミックス®は体内の酸化を抑制するトルマリン鉱石と、

遠赤外線効果のある紀州備長炭を超微粒（ナノ）化して合

わせた特殊な素材で、大量のマイナスイオンと遠赤外線

が放出されます。マイナスイオンは健康に必要なイオン

バランスを調整し、遠赤外線は代謝機能を活発にします。

それにより細胞レベルで新陳代謝が活性化し、皮膚再生

が促されるのです。ナノミックス®は衣類ではなかなか取

得できない「第三種医療機器」の許可を取得しました。

新登場

サプリ
メント

ここち
良い

スキン
ケア

消臭
抗菌

リラックス

遠赤外線

いつも
お肌が
サラサラな
状態に

かゆみが
軽減

肌側 外側

マイナスイオン

遠赤外線

マイナス
イオン粒子

炭素粒子

ナノテク技術で
マイナスイオンが大量発生

「スキンウエア®プロ」は男女兼用です。

着用したまま排泄できます。

1 2
刺激やかゆみを改善
特許取得の高機能繊維

ナノミックス®

黒色生地により
さらに効果が見込める

紫外線カット

3
速乾性に優れ

いつもお肌はサラサラ

かゆみを軽減

ウエアを着る治療法がここまで進化。
皮膚病に悩む、デリケートな肌を
「特許取得の医化学的繊維」
NANO・MIX（ナノミックス®）で
刺激やかゆみを改善。
※効果を保証するものではありません

※



素 材

特 長

買主様への販売価格
病院様納品価格は
お問い合わせください

縫い目が外側の長袖つなぎタイプ ＋ アトピー性皮膚炎の改善に期待できる「ナノミックス®」使用
縫い目は、できるだけ直接肌に触れる部分の刺激を少なくするため、縫い代は外側にし、お腹周りのゴム入れ部分の縫い代も全て外側にしています。
伸縮性を損なうことなく、肌への負担を軽減し快適な着心地を保つため、袖口・パンツ裾は裁ち目の処理をせず、素材そのままの裁ち目の状態で仕上げています。

対 象

種 類

性 別

サイズ

商品写真

サイズ選びは、ワンちゃんの負担
にならない程度にピッタリ目を
お勧めします。ゆとりがあると、
脱げたり、尿がかかったりという
トラブルの原因になります。

色

ダックス・小型犬 中型犬

近日登場予定

犬

男女兼用

4 ブラック

¥4,600
（税別）

未定

着るだけでアトピー性皮膚炎の改善に期待できる新素

材「ナノミックス®」。ナノミックスは、体内の酸化を抑制

する「トルマリン鉱石」と、遠赤外線効果のある「紀州備

長炭」を超微粒（ナノ）化して合わせた特許素材です。血

液循環を活性化することから疲労回復、リラックス効

果も得られます。日本アトピー協会推薦の新素材です。

免疫効果・疲労回復・抗菌消臭・UVカット・睡眠促進

体脂肪燃焼・吸汗速乾・ストレッチ性・肌荒れ予防

ナノミックス®

皮膚保護服スキンウエア®  プ ロ

※レベルはウエア全体の平均の伸縮性、厚さを示したものです。
　袖部分など各部分の伸縮性は若干異なります。

伸縮性

1 2 3 4 5

厚 さ

1 2 3 4 5

●本　体
　ナノミックス®ベア天
　（ポリエステル87％・ポリウレタン13％）
●日本製

素材（品質）

ダックス
D2S（DSS）
DS
DM
DML
DL

小型犬
N2S（NSS）
NS
NM
NML
NL

N2L（NLL）
N3L
NXL

●特許　第3884693号　　　
●特願　第2002-299984

NANO・MIX（ナノミックス）の主な機能 
①炎症性創傷皮膚組織再生機能改善促進剤

②新陳代謝機能改善亢進剤

③アトピー性又は
　アレルギー性皮膚炎改善促進剤

④潰瘍（かいよう）性皮膚疾患改善促進剤

⑤免疫機能低下予防及び／
　又は改善剤あるいは 発毛・育毛促進剤

（効果を保証するものではありません）

NANO・MIX（ナノミックス®）は、高水

準であることが認められ、日本アト

ピー協会からの推薦と、国際保険協会

の公認を受けています。

専門機関も認める信頼性
マイナスイオンには、アトピー性皮膚炎の原因のひと

つ、ブドウ球菌に対する抗菌作用や免疫力を高める

効果があるため、ナノミックスを身に付けることでそ

の効果が得られます。このことから日本アトピー協会

や国際保健協会から認定を受けています。

紫外線カット
（98%以上）
肌に有害な紫外線を
大幅にカット。(財団
法人日本繊維製造品
質技術センター調べ)抗菌消臭

「匂い」をカット。繊
維を清潔な状態に保
ちます。(財団法人日
本化学繊維検査協会
調べ)

吸汗速乾
内部の水分を外部
に発散し、身体をド
ライに保ちます。
(財団法人紡績検査
協会調べ)

ストレッチ
動きを妨げることな
く、あらゆる動きにス
ムーズに対応します。

睡眠促進
マイナスイオンと遠赤
外線の相乗効果で体が
ほど良く刺激され、安ら
かな眠りが得られます。

蓄熱放熱
余分な熱を放出し、必
要な熱を保持して、内
部の湿度を調整しま
す。(財団法人紡績検
査協会調べ)

その他の効能

日本アトピー協会

日本アトピー協会推薦品
承認番号 T10045W00A

このマークは、日本アトピー協会
推薦品であることを表すマーク
です。日本アトピー協会はアト
ピー性皮膚炎及びアレルギー
諸疾患患者の方の生活向上
支援と、同疾患への正しい理解
のための情報発信を行うととも
に、治療環境の改善に寄与す
ることを目的としています。

国際保健協会認定品
認定番号:P1015

当製品に使用されている繊維
「ナノミックス」は国際保健協会
（IHA）が認定したものです。国
際保健協会は生活習慣病・ア
レルギー疾患はもとより、深刻
化する児童・青少年の心の病
に対しても医学の分野から調
査・研究し予防と啓発・指導に
努め国民の保健と福祉そして
QOL（生活の質）の向上に寄
与することを目的としています。

内閣府
国際保健協会



ご好評いただいている術後服エリザベスウエア®と同素材の「皮膚保護服」

高機能の生地が、一年中、皮膚を守ります
生地には、高機能の「エクスライブ加工」が施

された素材を採用。夏は涼しく、冬は暖かい通

年着用できる高機能な素材です。吸水速乾性

にも優れ、抗菌消臭効果もあり、菌が発する悪

臭も抑えます。さらに、健康的な肌と同じ弱酸

性領域を保持するpHコントロール機能や、肌

に刺激を与える静電気を抑える機能、UVカッ

ト効果も兼ね備えています。

首まわりの皮膚もしっかりガード
ワンちゃんは、ハイネック、長袖・長ズボンのスタイル

で体をすっぽりと包み、掻く・舐める行為から全身を守

ります。ネコちゃんは、首の長さに合わせたネック位置

で、首まわりの皮膚もしっかりカ

バー。同時に、するりと脱いでし

まいがちなネコちゃんの首まわ

りは、すっと頭が通せるゆとりを

持ちながら、脱げにくい寸法を

試作を重ねて追求しました。

肌への刺激となる、ボタンや
面ファスナーなどは使っていません
お腹からしっぽまわりはゴムを使用し、体にぴったり

とフィットします。さらに、できるだけ肌を覆うよう、股

の開きも少なくしています。肌への刺激の要因ともな

る、ボタンや面ファスナーは一切、使用していません。

皮膚への刺激となる縫い目は、外側に
皮膚への刺激を最小限にするために、縫

い目は外側に。ワキの下など、縫い目が

擦れて皮膚が傷つく要因を排除しまし

た。また、伸縮性に優れた生

地を使用しているため、ワン

ちゃんネコちゃんが長時間、

着用してもストレスが少な

く、動きやすいウエアです。

ウエアを着るという新しい治療法。
皮膚病に悩む、デリケートな肌を
やさしく包んで保護するウエア。
夏は涼しく、冬は暖かい
通年着用できる高機能な素材です。

「スキンウエア®ケア」猫用は男女兼用です。

犬用は男女で股ぐりの広さが異なります。

着用したまま排泄できます。

限りなく
肌への刺激を
軽減

1 2
夏は涼しく、冬は暖かい
通年着用できる

ハイブリッド素材

丈夫な高機能素材で
パジャマにも最適

しっかり保護

3
猫をはじめ、ダックス
小型犬・中型犬に対応

豊富なサイズ



皮 膚保護服スキンウエア®  ケ ア

猫

男女兼用

素 材

特 長

買主様への販売価格
病院様納品価格は
お問い合わせください

縫い目が外側の長袖つなぎタイプ
赤ちゃんのうぶ着と同様、縫い目は外側に。限りなく肌への刺激を軽減しながら、デリケートな状態の皮膚をやさしく守ります。

夏は涼しく、冬は暖かい通年着用できる高機能な素材です。

C3S
C2S
CS
CM
CL

対 象

種 類

性 別

サイズ

商品写真

¥3,600
（税別）

サイズ選びは、ワンちゃんの負担
にならない程度にピッタリ目を
お勧めします。ゆとりがあると、
脱げたり、尿がかかったりという
トラブルの原因になります。

色 8 イエロー

ダックス・小型犬 中型犬

犬

男の子 女の子 男の子 女の子

7 サックス 6 ピンク 7 サックス 6 ピンク

N2L（NLL）
N3L
NXL

ダックス
D2S（DSS）
DS
DM
DML
DL

小型犬
N2S（NSS）
NS
NM
NML
NL

※レベルはウエア全体の平均の伸縮性、厚さを示したものです。
　袖部分など各部分の伸縮性は若干異なります。

伸縮性

1 2 3 4 5

厚 さ

1 2 3 4 5

●本　体
　クール・デ・ホットエクス
　（ポリエステル100％）
●日本製

素材（品質）

¥4,600
（税別）

¥3,600
（税別）

暑いときには放湿による冷却、寒いときには吸湿による

発熱と２つの機能を併せ持つハイブリッド素材です。夏

は涼しく、冬は暖かい通年着用できる高機能な素材で

す。吸水速乾性にも優れ、抗菌消臭効果もあり、菌が発

する悪臭も抑えます。縦横斜めに適度な伸縮性があり、

ワンちゃんネコちゃんの負担になりにくい着心地です。

発汗感知・吸湿発熱・放湿冷却・吸水速乾性・消臭抗菌

pHコントロール機能・静電気抑制・UVカット

クール・デ・ホットエクス（エクスライブ加工）

豊富なサイズ展開
体の負担を減らすため、できるだけぴったりの

サイズを着てもらいたいという思いから、豊富

なサイズをご用意しました。一番近いサイズを

ご利用いただくことで、まるで着ていないかの

ようなストレスフリーな生活がおくれます。抗菌消臭
「匂い」をカット。繊
維を清潔な状態に
保ちます。

吸水速乾
内部の水分を外部
に発散し、身体をド
ライに保ちます。

pHコントロール
健康的な肌と同じ
弱酸性領域を繊維
が保持。

静電気抑制
肌への刺激を最小限
に抑えます。

ハイブリッド素材
暑いときには放湿に
よる冷却、寒いときに
は吸湿による発熱と
２つの機能を併せ持
つ素材です。

その他の効能

※他のサイズ展開も
　準備中です。

紫外線カット
（90%以上）
肌に有害な紫外線を
大幅にカット。(一般
財団法人カケンテス
トセンター調べ)
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対　象

ダックス
ダックスやトイプードル
胴が長めの犬種

など

中型犬
柴犬、キャバリア

ミニチュアシュナウザーなど

小型犬
比較的胴の長くない犬種

ポメラニアン
チワワ・シーズー

など

猫

サイズ
犬・猫の実寸の許容範囲（ヌードサイズ）

首周り（cm）

約20～

約22～

約24～

約26～

約29～

約18.5～

約21～

約24～

約26～

約29～

約32～

約34.5～

約36.5～

約13～15

約15～18

約17～21

約19～24

約21～27

D2S（DSS）
DS
DM
DML
DL

N2S（NSS）
NS
NM
NML
NL

N2L（NLL）
N3L
NXL
C3S
C2S
CS
CM
CL

お腹周り（cm）

約26～

約28.5～

約31～

約33.5～

約36.5～

約24.5～

約27.5～

約31～

約33.5～

約36.5～

約41～

約44～

約47～

約29.5～

約32.5～

約35.5～

約38.5～

約41.5～

着丈（cm）

約28.5～

約31.5～

約34～

約36～

約39.5～

約22～

約24.5～

約28～

約30～

約33～

約37～

約39.5～

約42～

約23～

約27～

約31～

約35～

約39～

胸周り（cm）

約31～

約34～

約36～

約39～

約43～

約28～

約32～

約36～

約39～

約43～

約48～

約51.5～

約55～

約28.5～

約31.5～

約34.5～

約37.5～

約40.5～

体重（kg）

約2.5～

約3～

約4～

約5.5～

約6.5～

約1.5～

約2～

約3.5～

約4.5～

約6～

約8～

約10～

約13～

約1.5～

約2.5～

約3.5～

約4.5～

約5.5～

ダックス・小型犬用（中型犬用準備中）
男女兼用

ダックス・小型・中型犬用
男の子用

ダックス・小型・中型犬用
女の子用

猫用
男女兼用

スキンウエア®  プ ロ ス キンウエア®  ケア

商 品 サ イ ズ

日本獣医がん学会（JVCS）

日本獣医麻酔外科学会（JSVAS）

協　賛 推　奨

デザイン 商標登録

名古屋市獣医師協同組合

KOBE

犬猫の服 フルオブビガー®

【スキンウエア】は
株式会社すとろーはうすの登録商標です

※普段お洋服を着用されていないネコちゃんは、ウエア®着用後しばらくは、歩き方がぎこちなかったり、コロンと倒れてしまう場合があります。歩きなれるまでは、そばで見守ってあげてください。※大きめのサイズを着用

されますと隙間より傷口に舌が届く場合があります。脱げる原因にもなりますのでピッタリサイズをおすすめいたします。※毛の長い子は長時間着用していると毛玉ができることがあります。※表示寸法は、ワンちゃん・ネコ

ちゃんのヌードサイズでの許容範囲です。ウエアの出来上がり寸法ではありませんので、ご注意ください。ダックスサイズの参考体重は、ダックスを基準としての参考値です。※ダックスのサイズ選びの際、大きめを選ぶと、手

足が脱げやすくなる原因になります。ワンちゃんの体型に合ったサイズをお選びください。※採寸時は、座ったり、寝たりした状態ではなく、必ず四つん這いに立たせ、数回採寸したデータの平均値をとることをおススメしま

す。（可能であれば、二人一組で採寸されることをおススメします。）※伸縮性のある素材を使用しているため、多少の誤差が生じる場合があります。また、参考体重は個体差により異なります。ご了承くださいませ。※脇腹に付

いているサイズネームをワンちゃん・ネコちゃんが気にする場合はハサミでカットしてください。※皮膚保護服は脱いでしまうと意味が無いので、脱げにくくする為に着脱は少ししにくくなります。

4 ブラック 7 サックス 6 ピンク 8 イエロー
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