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皮膚病に悩むワンちゃんは、痒くて血だらけになるほど激しく掻いてし

まいます。すると、皮膚が傷ついて細菌感染をおこして湿疹になり、さら

に掻いて皮膚病を悪化させます。やすりのようにざらざらした舌で舐め

てしまうネコちゃんも同様です。しかし、直接掻いたり舐めたりする行為

から皮膚を守る布一枚あれば、刺激はかなり違います。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、やさしく包むようなウエ

アがあれば」と思い続けてきました。今回、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®」は、犬や猫への負担を

できるだけ軽減するよう、通気性がよく、伸縮性、抗菌・防臭効果にも優

れた高機能の生地を使用しています。画期的なのは、縫い目を外側に縫

製したこと。アトピー性皮膚炎の肌はこすれに非常に弱く、これまでは服

の縫い目によって傷ついた、犬のワキの下や首をみるたびに、心が痛む

思いをしていました。アトピー性皮膚炎の治療では、どうしても薬を投与

しなければならない部分と、薬以外のスキンケアでしか対応できない部

分があります。「皮膚保護服」は、今後、シャンプー、食事と並ぶ治療の大

きな柱になると私は考えています。薬漬けではない治療の一環として、

「皮膚保護服」が、皮膚病に悩む多くのワンちゃんネコちゃんの助けに

なっていくことを願っています。

「皮膚保護服スキンウエア®」は、今後、皮膚病治療の大きな柱になっていくことでしょう。

北川犬猫病院 三枝早苗先生監修

［販売元］ STRAWHOUSE
株式会社すとろーはうす

皮膚をやさしく包んで保護するウエア

皮膚保護服

キャンペーン期間中に皮膚保護服を
ご注文いただいたお客様には
MVM掲載記事（抜刷）進呈中！

犬や猫になぜ服（スキンウエア®皮膚保護服、
旧エリザベスウエア®が必要なのか？）

【内容】
●皮膚保護服の利点
●皮膚保護服の特徴
●スキンウエア®（皮膚保護服）の使用例
●皮膚保護服の補正のしかた
●猫の皮膚保護服
●皮膚科診療における皮膚保護服の位置

三枝早苗先生（北川犬猫病院）

（MVM Vol.27 No.173 2018/1）

やさしく包んで保護するウエア。
ウエアを着るという新しい治療法。
「皮膚保護服スキンウエア®」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。

数量
限定

※MVM掲載記事（抜刷）は商品の発送の荷物に同梱させていただきます。
※数量限定につきなくなり次第終了させていただきます。
　あらかじめご了承ください。



男の子用 女の子用

■男の子用

商品コード タイプ カラー
サイズ

参考体重 数入 ）別税（格価売販
首周り 胸周り お腹周り 着丈

237-3579 ダックス用/DSS サックス 約20cm～ 約31cm～ 約26cm～ 約28.5cm～ 約2.5kg～ 1枚

237-3196 ダックス用/DS サックス 約22cm～ 約34cm～ 約28.5cm～ 約31.5cm～ 約3kg～ 1枚

237-9629 ダックス用/DM サックス 約24cm～ 約36cm～ 約31cm～ 約34cm～ 約4kg～ 1枚

237-4115 ダックス用/DML サックス 約26cm～ 約39cm～ 約33.5cm～ 約36cm～ 約5.5kg～ 1枚

237-1855 ダックス用/DL サックス 約29cm～ 約43cm～ 約36.5cm～ 約39.5cm～ 約6.5kg～ 1枚

237-5250 小型犬用/NSS サックス 約17.5cm～ 約28cm～ 約24.5cm～ 約22cm～ 約1.5kg～ 1枚

237-5317 小型犬用/NS サックス 約19.5cm～ 約32cm～ 約27.5cm～ 約24.5cm～ 約2kg～ 1枚

237-7167 小型犬用/NM サックス 約24cm～ 約36cm～ 約31cm～ 約28cm～ 約3.5kg～ 1枚

237-6717 小型犬用/NML サックス 約26cm～ 約39cm～ 約33.5cm～ 約30cm～ 約4.5kg～ 1枚

237-5594 小型犬用/NL サックス 約29cm～ 約43cm～ 約36.5cm～ 約33cm～ 約6kg～ 1枚

237-2493 中型犬用/NLL サックス 約32cm～ 約48cm～ 約41cm～ 約37cm～ 約8kg～ 1枚

237-8417 中型犬用/N3L サックス 約34.5cm～ 約51.5cm～ 約44cm～ 約39.5cm～ 約10kg～ 1枚

237-1885 中型犬用/NXL サックス 約36.5cm～ 約55cm～ 約47cm～ 約42cm～ 約13kg～ 1枚

■女の子用

商品コード タイプ カラー
サイズ

参考体重 数入
首周り 胸周り お腹周り 着丈

237-9820 ダックス用/DSS ピンク 約20cm～ 約31cm～ 約26cm～ 約28.5cm～ 約2.5kg～ 1枚

237-6430 ダックス用/DS ピンク 約22cm～ 約34cm～ 約28.5cm～ 約31.5cm～ 約3kg～ 1枚

237-0503 ダックス用/DM ピンク 約24cm～ 約36cm～ 約31cm～ 約34cm～ 約4kg～ 1枚

237-6182 ダックス用/DML ピンク 約26cm～ 約39cm～ 約33.5cm～ 約36cm～ 約5.5kg～ 1枚

237-2134 ダックス用/DL ピンク 約29cm～ 約43cm～ 約36.5cm～ 約39.5cm～ 約6.5kg～ 1枚

237-1387 小型犬用/NSS ピンク 約17.5cm～ 約28cm～ 約24.5cm～ 約22cm～ 約1.5kg～ 1枚

237-1600 小型犬用/NS ピンク 約19.5cm～ 約32cm～ 約27.5cm～ 約24.5cm～ 約2kg～ 1枚

237-3568 小型犬用/NM ピンク 約24cm～ 約36cm～ 約31cm～ 約28cm～ 約3.5kg～ 1枚

237-8192 小型犬用/NML ピンク 約26cm～ 約39cm～ 約33.5cm～ 約30cm～ 約4.5kg～ 1枚

237-3358 小型犬用/NL ピンク 約29cm～ 約43cm～ 約36.5cm～ 約33cm～ 約6kg～ 1枚

237-9588 中型犬用/NLL ピンク 約32cm～ 約48cm～ 約41cm～ 約37cm～ 約8kg～ 1枚

237-7023 中型犬用/N3L ピンク 約34.5cm～ 約51.5cm～ 約44cm～ 約39.5cm～ 約10kg～ 1枚

237-5438 中型犬用/NXL ピンク 約36.5cm～ 約55cm～ 約47cm～ 約42cm～ 約13kg～ 1枚

商品コード タイプ カラー
サイズ

参考体重 数入
首周り 胸周り お腹周り 着丈

237-2447 猫用/C3S イエロー 約13～15cm 約27cm～ 約25cm～ 約23cm～ 約1.5kg～ 1枚

237-1680 猫用/C2S イエロー 約15～18cm 約30cm～ 約28cm～ 約27cm～ 約2.5kg～ 1枚

237-3614 猫用/CS イエロー 約17～21cm 約33cm～ 約31cm～ 約31cm～ 約3.5kg～ 1枚

237-6968 猫用/CM イエロー 約19～24cm 約36cm～ 約34cm～ 約35cm～ 約4.5kg～ 1枚

237-6991 猫用/CL イエロー 約21～27cm 約39cm～ 約37cm～ 約39cm～ 約5.5kg～ 1枚

※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。また参考体重は犬種・個体差により異なりますのでご了承ください。
※フレンチブルドッグやパグなど胸囲が発達して胴の短い犬種の場合は、表示しているサイズに当てはまらないことがあります。

※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。また参考体重は猫種・個体差により異なりますのでご了承ください。
※普段お洋服を着用されていないネコちゃんは、エリザベス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。

猫用

■男の子用・女の子兼用

【最大20％OFF】皮膚保護服値下げキャンペーン 2018年4月30日（月）まで

）別税（格価売販

）別税（格価売販

犬用／皮膚保護服
ダックス・小型犬・中型犬用

猫用／皮膚保護服

当チラシの商品はすべて税別価格を記載しています。消費税分は別途加算させていただきます。

●番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

動物医療を支える
通販サイト

FAX
注文

電話
注文

■カスタマ・サービスデスク
●配送予定・納期確認 ●返品・交換 ●カタログ請求
●ご試用品のお申し込み ●お支払い・金額確認

［受付時間］月曜～土曜9：00～20：00［休業日］日曜、祝日 ［受付時間］月曜～金曜9：00～17：00［休業日］土曜・日曜、祝日

■商品インフォメーションデスク
●個別の商品情報  
●品質・故障・アフターサービス

https://vet.feed.jp/
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