
愛犬対策
　大丈夫？



※①性格・特性など  ②生活上の注意点  ③注意すべき関節系疾患

①人の思いを受け取るのが上手で頭がよく、飼い主をいつも観察している。
②毛は抜けにくいがブラッシング必要。 
③膝蓋骨脱臼、骨折。

①活発で気が強い。なつきにくいが飼い主には忠実。
②長毛と短毛の2種類、さらにダブルコートとシングルコートがある。
　目が飛び出ているので目のけがに注意。脚の骨が細く、骨折に要注意。
③膝蓋骨脱臼、骨折。 

①独立心が強い。飼い主には忠実で強い服従心を持つ。用心深い。
②抜け毛が多く毎日のブラッシングが必要。十分な運動量が必要。
③なし（皮膚が弱い犬が多く、アレルギーが出やすい）。 

①好奇心旺盛で活発。鋭い嗅覚と大きな吠え声。
②抜け毛は多い。見知らぬ人に吠えることもある。十分な運動量が必要。
③椎間板ヘルニア（4頭に1頭が罹患するといわれている）。 
　膝蓋骨脱臼。 

①好奇心が強く遊び好き。見知らぬ人には神経質になりやすい。
②換毛期には多量の抜け毛。脚の骨が細く、骨折に要注意。
③膝蓋骨脱臼、骨折。 

①陽気で人懐っこい。理解力が高く、活動的。
②ダブルコートだが抜け毛は多くない。目が大きいのでけがに注意。
　たれ耳なので汚れや病気に注意。
③なし（高温多湿が苦手。熱中症には注意）。 

①独立心が旺盛で、芯が強く大胆。明るく前向きだが飼い主を独占したがる
傾向あり。

②抜け毛は多くないが、毛が細く絡まりやすいので毎日のブラッシングは必要。
③膝蓋骨脱臼。  

①頑固な面もあるが、用心深くて利口。探求心が強く勇敢。
②絹のような被毛で、毎日のブラッシングが必要。脚の骨が細く、骨折に
　要注意。
③膝蓋骨脱臼、骨折。
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ミニチュア・
ダックスフンド

ヨークシャー・
テリア

ポメラニアン

シー・ズー

パピヨン

その他、グループとしての順位は5位相当のミックス犬・ハーフ犬の中で、人気の高いチワックス（チワワ×ミニチュアダックスフンド）・マルプー（マル
チーズ×トイプードル）・チワプー（チワワ×トイプードル）は関節系の疾患に要注意の犬種 ※ペットフード協会調べ

小型犬の室内飼いが多い！

POINT
％％

犬の室内飼い率



ペットに関するお困りごと

床に関するお困りごと

０

病気が多い

肥満

老化が目立つ

吠える
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ケガが多い

興奮しやすい

抜け毛が多い
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長時間外出できない

お金がかかる
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※イオンペット株式会社調べ
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小型犬に多い疾患 「膝蓋骨脱臼（しつがいこつだっきゅう）」

膝蓋骨脱臼は、先天的または遺伝的な要因から発症する以外にも、高所
からの飛び降りや強い外力、ねじれや床の滑りなど様々なケースから発
症を誘発する可能性があります。また、発症すると徐々に進行して、歩行
に異常をきたすことがあるため注意が必要です。

滑り等により膝蓋骨脱臼を起こした状態
しつ がい こつ だっ きゅう

強い
ねじれ

溝から
外れてしまう

滑車溝



その ほかにも、椎 間 板 ヘルニア等 、
滑りなどによって起こりうる室 内 の
ケガはたくさんあります。

大型犬でも関節炎には注意が必要です。

【 ケガの例 】

腰　：　腰痛、椎間板ヘルニア
膝　：　膝蓋骨脱臼
鼻　：　鼻血
脚　：　打撲、筋の負傷など

事故発生件数順
※動物救急センターER文京センター長/石田哲太郎氏
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POINT

手術ランキング

97,227円腫瘍

58,889円歯周病

127,550円異物誤飲

195,878円膝蓋骨脱臼

196,965円骨折

120,070円子宮蓄膿症

329,451円椎間板ヘルニア

125,661円尿石症

291,157円前十時靭帯断裂

139,861円大腿骨頭壊死症
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※犬猫、年齢不問
※アイペット損害保険株式会社調べ

傷病名

多くは先天的・遺伝的な原因ですが、滑って無理な力がかかったり、転倒や骨折

により発症を誘発させることがあるため、リスクを全て無くすことはできませんが、

滑りにくい床にすることは必須条件です。



滑りにくさを実現した愛犬のための天然木フローリング

【 従来のペットフローリング 】 滑りにくくするために表面を凹凸仕上げ

《デメリット》
□表面がざらざらして、感触が良くない。

また、木目柄を印刷（プリント）したシートフロー
リングなので、“ザラザラとしたビニールの床”と
いった質感のものでした。

対して

天然木ならではのぬくもりに

犬にやさしい滑りにくさをプラスした

天然木突き板フローリング

□柔らかく強靭な特殊塗装を新開発しました。
□表面を柔らかくすることで肉球がグリップしやすくなります。
□天然木本来の美しさや自然なぬくもり、高級感にこだわりました。
□滑りにくいだけではなく、心地いい肌触りを実現しました。



愛犬のための床選びは重要です。

獣医師が語るコラム「病気や事故を起こしにくい床について」

ぜひご一読ください。

小型犬の体重を想定

犬の足の肉球と毛を想定

「C.S.R･D'」

滑り抵抗係数 滑りやすい 滑りにくい

0.1 0.2 0.3 0.60.50.4

性能範囲 当社一般フローリング

犬にとっての適度な滑りにくさ
（当社が定めた目標値）

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

※特定の環境下での実験結果です。滑りにくさは湿度などによって変化します。

Live Natural for Dog

犬のすべりを表す物理量を「C.S.R･D'」で算出します。「C.S.R･D'」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog'」の略で

係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R･D'」が当社が定めた目標値をクリアするよう

適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

滑りにくさ比較実験 《当社が考案した方法で実施》

犬にとっての適度な滑りにくさとは

滑らせる試験体 比較実験結果

重さ5ｋｇの試験体

設置面
当社一般フローリング

Live Natural
for Dog

動かず

約1秒で
下に到達

↑実験動画を
ご覧いただけます

麻織物
＋

発泡ゴムシート



より安全・安心をもたらす抗ウイルス・抗菌加工

製品上の特定ウイルスの数が、
24時間後に抗ウイルス処理なし
と比較して99％以上減少します。

散歩からの帰宅時など、犬の足を洗ってもやはりウイルスや菌が気になります。
Live Natural for Dogは、抗ウイルス・抗菌性能を持ったハイジェニック仕様です。

●天然木であること
●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

抗ウイルス性能1
次亜塩素酸ナトリウムやアルコール
をご使用いただけます。

耐薬品性能3
製品上の細菌の数が、24時間
後に抗菌処理なしと比較して
99％以上減少します。

抗菌性能2

雑菌繁殖のもととなる汚れをきれい
に拭き取れます。

耐汚染性能4

国内最高レベルの室内空気環境
性能です。

室内空気環境性能5

■ハイジェニック仕様とは

SIAA（抗菌製品技術協議会）
消費者に「安全と安心のシンボル」として、ガイドラインを満たした製品に対して「認証マーク」の
表示ができる制度。（1998年より）



一般的な生活をされている限りは、フローリングの製品寿命とされる
約 25～30 年以上は効果が持続すると考えています。

日本初 ！

抗ウイルスフローリングで、

新型コロナウイルス（国立感染症研究所分離株）

に対する効果を確認しました。

● 抗ウイルス試験データ

試験期間：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702 法
※ウイルスA-1：エンベローブあり ATCC VR-1679
　ウイルスB：エンベローブなし ATCC VR-782

試験期間：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO2JIS Z 2801

抗ウイルス
処理なし

抗ウイルス
処理あり
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0.01%

抗ウイルス
処理なし

抗ウイルス
処理あり

0.25%

抗ウイルス
処理なし

抗ウイルス
処理あり

0.04%

ウイルスA-1 ウイルスA-2 ウイルスB

● 抗菌試験データ

抗菌
処理なし

抗菌
処理あり
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0.01%未満

抗菌
処理なし

抗菌
処理あり

0.01%未満

大腸菌 黄色ブドウ球菌

99.99%
減少

99.75%
減少

99.96%
減少

99.99%
減少

99.99%
減少

1.抗ウイルス性能 2.抗菌性能

%99.99
抗ウイルス性能

抗ウイルス
処理あり

ウィルスA（エンベロープあり）

※試験データの数値は試験値であり、保証値ではありません。

24時間後の結果状況
抗ウイルス
処理なし

減少

＊1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できな
いため、ウイルスA-1、ウイルスA-2、ウイルスBと記載しています。
＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない
場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒
液耐性が強いと言われている。

〈ご注意〉
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではあ
りません。●SIAA の安全性基準に適合しています。●本製品は感
染予防を保証するものではありません。
●掲載しているデータおよび写真は試験機関での結果であり、保
証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証
するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的
とした製品ではありません。●表面のツヤが変化するほど摩耗す
ると抗ウイルス性能が低下することがあります。
●表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出
来ませんので、適切なお手入れを実施してください。



食べ物を落としたり、飲み物をこぼしたり、なにかと汚れやすい家の床。雑菌繁殖のもととなる
汚れを長時間放置した後でも変色などの不具合を生じることなく簡単に拭き取れます。

3.耐薬品性能

ウイルスを破壊し無毒化することから、消毒に有効とされる「次亜塩素酸ナトリウム」や、
「アルコール」をご使用いただけます。

4.耐汚染性能

住宅のシックハウス症候群の原因のひとつとされるホルムアルデヒドやVOCなどの揮発性有機
化合物。ハイジェニック仕様は国内最高レベルの室内環境性能をもっています。

5.室内空気環境性能

除菌等に使用する消毒液（6.0%次亜塩素
酸ナトリウム水溶液・95%アルコール（※））
や、薬品（1 . 0%炭酸ナトリウム水溶液・
5 .0%酢酸水溶液・ラッカシンナー）をフ
ローリングに滴下し、6時間放置後拭き取り。
さらに24時間乾燥させた表面を評価。

※消毒に有効とされる濃度は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液で0.05%、
 アルコールで70～95%。（参照：厚生労働省WEBサイト）

耐消毒液試験

HYGIENICフローリング 無垢フローリング（自然塗料）

耐次亜塩素酸ナトリウム試験の結果

4VOC放散速度（建産協 自主表示制度） ホルムアルデヒド放散量

VOCの種類
厚生労働省室内濃度
指標値（μg/m3）

建産協放散速度
基準値（μg/m2・h）

ライブナチュラルプレミアム
測定結果（3日後）

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

スチレン

260

200

3800

220

38

29

550

32

1.2μg/m2・h以下（※）

1.2μg/m2・h以下（※）

1.2μg/m2・h以下（※）

1.2μg/m2・h以下（※）

VOCの種類
F☆☆☆☆製品のホルムアルデヒド放散量（JAS規格）

平均値 最大値

ホルムアルデヒド 0.3mg/L 0.4mg/L

（※）測定結果は測定可能な定量下限値「1.2μg/m2・h」以下であることを示しています。

家庭で使用する10種類の調味料（醤油・
ソース・コーヒー・マヨネーズ・ケチャップ・
酢・緑茶・ウイスキー・油・墨汁）をフローリ
ングに滴下し、6時間放置後拭き取り。さら
に24時間乾燥させた表面を評価。

排泄物や吐しゃ物は長時間床上に放置すると、染み込んで汚染や変色の原因と       
なる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。

ファミリープルーフ試験

黒マジック・赤クレヨン・青インクでフローリ
ングに線を引き、4時間放置後溶剤で拭き
取った表面を評価。

汚染A試験

ファミリープルーフ試験（上）・汚染A試験（下）の結果

HYGIENICフローリング

before after before after

無垢フローリング（自然塗料）

コーヒー 醤油 ケチャップ コーヒー 醤油 ケチャップ コーヒー 醤油 ケチャップ コーヒー 醤油 ケチャップ

厚生労働省が定める指針の1/3以下の基準値をクリア ホルムアルデヒド放散量が最も低い、最高等級「F☆☆☆☆」性能を実現

注 ）



耐 凹 み 傷 性 能

食器や缶 などの落下傷や、キャスター付きの家具の移
動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつ
きにくくなっています。

※Live Natural MSXネダレス145for DOGは除く。

一般的なクロスの壁は傷に強くありませんが、
なかには壁を引っ掻いてしまう愛犬も。そんな
お家には傷に強い壁が必要です。

床 暖 房 対 応

朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率
管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となっ
て、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

注 ）愛犬の健康のため、設定温度は低めの35℃に設定。
　   飲み水・フードは放熱部より遠ざけてください。

他にもメリットがたくさん

フロ ーリングはこれで安 心！
・・・でも壁 は？？

腰壁



保育施設向けに開発されたものなので

汚れが拭き取りやすく傷に強い。

【耐汚染試験】 24時間放置後・エタノール拭き  

赤クレヨン

青インク

メッセージキッズ腰壁 一般オレフィンシート

黒マジック

メッセージキッズ 腰壁 一般オレフィンシート

【耐スチールウール試験】 1500g荷重（300g/㎠）・50往復

■ 擦り傷に強い〈耐傷性能〉

■ 汚れが拭き取りやすい〈耐汚染性能〉

腰見切り 腰パネル

ジョイナー使用（3mmパネル用）
ジョイント部 

突き付け（6mmパネル）
ジョイント部 

出隅コーナー

巾木

（商品により納まりが異なります）

（商品により納まりが異なります）

腰見切りや巾木の難しい留め加工は不要。
オリジナル出隅部材にあてて施工するだけ
の簡単施工。上端部は出隅キャップで納め
てスッキリ仕上がります。

□オリジナル出隅部材

15R下地用
キャップ付き

Rなし下地用
キャップ付き

小パーツの組み合わせなので、傷がひどくなったところは部分的な再リフォームも可能です。

腰壁

無機抗菌剤・印刷
トップコート層印刷面
JP0122343A0001R

SIAA抗菌基準をクリア
SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に
表示されています。



人も愛犬も

快適に、しあわせに

暮らすために。

腰 壁

for Dog
ご紹介動画

マンション用
ご紹介動画


