
パウテクトで
肉球保護
しませんか　

Made in Japan
日本製



機能性
ブーツ

肉球
保護

いつでも
どこでも

凹凸加工で滑らず
足腰の負担を
軽減します

オリーブ由来の保湿効果の高い
スクワランオイルを
練り込みました

伸びる素材で履かせやすく脱がせやすい
素材は耐久性が高いエラストマーを使用

オールシーズン、毎日活躍！
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災害時にも

伸びる素材だから着脱がラク

オイルを練り込み保湿もしっかり

通気孔タイプとレインブーツタイプ

凸凹加工で足腰の負担を軽減 !

つのポイント

乾燥
対策

水に強い

レインブーツ
タイプ

ムレにくい

通気孔
タイプ

オススメ！ パウテクト

特許申請済



ペットのための防災
「もしも」に備える

地震や台風などの災害時に
大切なペットを瓦礫やガラスの破片から守ります

びっくりするほどとても履かせやすく、脱がせやす
かったです。他の外用ブーツを履かせたみた時、は
かせるのに時間がかかり歩き方も変で慣れるとま
でいかなくて断念しました。
パウテクトは室内で履かせた時もすぐに歩き出し、
外散歩でも少し舐めて気にしていましたが、すぐに
普通の散歩と変わりなく歩いて、すごい！と思いまし
た。汚れがつきやすいですが、愛犬の足を守っても
らえて感謝です。

(ジャックラッセルテリア　9歳10か月)

最近、足腰が弱くなってきたワン。
お家がフローリングだから、すべる。。。
17年間、履いた事なかったけど、今回はじめてブー
ツを履かせてもらったワン。きつくないし、柔らかく
て歩くのも困らないワン。なにより滑らないのがい
いね！今日みたいな外が寒い日も足が冷たくならな
いワン。

(ミニチュアダックス　17歳)

はじめはなかなか履いてくれなくて苦労しました。
一昨年足の爪を痛め室内で何かいいものがない
か？探していたので素敵なブーツに出会えてよかっ
た。
最近保護した8カ月のシーズーが嫉妬なのか？ブー
ツを噛むのでこの子にも買いたいと思います。シー
ズー用、外用で色ちがいを買います。
愛犬が捻挫をしなくなりました。

地震大国であり、昨今の異常気象による台風・ゲリラ豪雨・水害など
様々な災害は、日本各地で増加傾向にあります。

環境省自然環境局　総務課　動物愛護管理室から、
「人とペットの災害対策ガイドライン」が発行され
ペットとの防災について、様々な情報提供がおこなわれています。
まずは、飼い主様とペットが無事であることが大切です。

また大規模災害では、災害発生から復興まで長期化することもあり
その中で、ペット共に生活を続けていく必要があります。

例えば、一定期間過ごした避難所から、ご自宅に戻ってきた後も
見慣れた散歩道は愛犬にとって、非常に悪環境である可能性もあります。

パウテクトは毎日の生活で、愛犬の肉球保護を目的に商品化をしました。
日ごろから履き慣れていただくことで、万が一の災害時にも
安心して愛犬が歩け、避難または日々のお散歩ができるように
防災観点からもご案内をすすめております。

(ポメラニアン　12歳10か月)

肉球保護のためには、とても良いものだと思いまし
た。散歩で外を歩くと足裏がガサガサになってしま
いクリームなどを塗るようにしていますが、やはりガ
サガサ感は年齢があがるとともにひどくなっていき
ますので！
ただしペタッとした感じでピタッとくっつくので余裕
があるほうが履きやすいと思いました。
あともしできれば柄があると見た目にもかわいいか
なあと思いました。

(ラブラドールレトリバー　11歳)

※愛犬の年齢は、コメントを頂いた当時のものです

C
ol
um
n 
防
災
と
パ
ウ
テ
ク
ト

【獣医師 天野 謙一郎先生】

パウテクトは散歩時のケガや夏のアスファルトや雪道
などの影響も防ぎます。雨の日は肉球が柔らかくなり
傷つきやすくなりますが、パウテクトを履くことでガラ
ス片や鋭く尖った枝などから肉球を保護します。また、
樹脂製なので、自宅のフローリングでの滑り防止にも
使えます。
最初は異物感があって気にするかもしれませんが、
慣れれば病気の予防や足洗いの手間の削減など便
利なグッズだと思います。

獣医師さんのコメント

パウテクトご愛用者・モニター様の声



全長

内径回り

つま先から
肉球まで

最も広い部分横幅
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雨の日も元気に遊べるダークブラウン

犬種に合わせて選べる
3S～L サイズ

特殊な通気孔タイプは選べる３色

ポーチタイプで
お出かけにも
便利です

断面図

空気層

特殊な通気孔

特許申請済

ムレにくい

通気孔
タイプ

室内ＯK
老犬にも

通気孔
なし
タイプ

サイズ JAN 型 式 個数 カラー

3S
4989247574344 PAW-3SP-4

4 個入

ピンク
4989247574351 PAW-3SB-4 ブルー

SS
4989247574276 PAWA-SSP-4 ピンク
4989247574283 PAWA-SSD-4 オレンジ
4989247574290 PAWA-SSB-4 ブルー

S
4989247574238 PAWA-SP-2

2 個入

ピンク
4989247574245 PAWA-SD-2 オレンジ
4989247574252 PAWA-SB-2 ブルー

M
4989247574191 PAWA-MP-2 ピンク
4989247574207 PAWA-MD-2 オレンジ
4989247574214 PAWA-MB-2 ブルー

L
4989247574153 PAWA-LP-2 ピンク
4989247574160 PAWA-LD-2 オレンジ
4989247574177 PAWA-LB-2 ブルー

通気孔タイプ
サイズ JAN 型 式 個数 カラー
3S 4989247574337 PAWN-3SDB-4

4 個入
ダーク
ブラウン

SS 4989247574306 PAWN-SSDB-4
S 4989247574269 PAWN-SDB-2

2 個入M 4989247574221 PAWN-MDB-2
L 4989247574184 PAWN-LDB-2

レインブーツタイプ

サイズ A 横幅cm B 縦幅cm C 内径回りcm D 全長cm 対象犬種（参考）
3S 1.6～2.8 2.9～3.8 3.3～4.7 7.0～8.2 カニンヘンダックスフンド、

トイプードル、チワワ、パピヨン、
ヨークシャーテリア

シーズー、ポメラニアンSS 2.0～3.5 3.6～4.9 4.4～6.3 8.7～10.5

S 2.5～4.3 4.4～5.6 5.7～7.9 10.2～12.0
ミニチュアダックスフンド、
ジャックラッセルテリア、
ミニチュアシュナウザー

M 3.0～5.2 5.2～6.9 6.9～9.4 11.6～13.5 柴犬、コーギー、
フレンチブルドッグ

L 3.5～6.1 5.9～8.0 8.0～11.6 13.1～15.5 ラブラドールレトリーバー、
ビーグル、ボーダーコリー

サイズ表

※この商品は伸縮性があるので、上記の適応サイズにてご使用できます。※寸法はすべて内寸です。

3S・SSは4個入り、S・M・Lは2個入りです

水に強い

レインブーツ
タイプ

お問い合わせは

PAWTECT FOR ALL


