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ペット用の入浴剤「ドッグバス」新発売！ ワンちゃんにワンランク上の温浴を
紀陽除虫菊(株)(本社:和歌山県海南市、代表取締役:小久保好章)はペット用の入浴剤
「ドッグバス」を新発売します。ペットを家族の一員としてかわいがるペットブームにマッチしたワンラ
ンク上のペットケア用品です。炭酸浴でしっかり温まる

（※写真はイメージです）

「タブレットタイプ」と、サッと溶ける「パウダータイプ」があ
ります。お湯に浸かるだけで被毛はふわふわになり、保
湿成分でお肌や肉球もしっとりスキンケアできます。散
歩後の汚れ落としや足湯にぴったり。香りも選べます。
サロン品質の快適なバスタイムをご自宅でお手軽に。

＜新発売＞ ペット用入浴剤 「ドッグバス」

動画 https://www.youtube.com/watch?v=vhiyP4ETNOE

★[ペット用入浴剤] 愛犬にワンランク上のバスタイムを提供する、ペット用の入浴剤です。おうちで楽しく温浴できます。
★[タブレットタイプとパウダータイプ] 炭酸浴でしっかり温まるタブレットタイプと、サッと溶けるパウダータイプがあります。
★[洗いながらスキンケア] お湯に浸けてやさしく洗うと被毛はふわふわに。保湿成分で皮膚や肉球もしっとりスキンケア。
★[香りでリラックス] シャンプーやソープ、天然アロマ精油など様々な香りを選べます。お好みの香りでリラックスできます。
★[使い方簡単] ペット用バスタブにお湯を入れて溶かすだけ。ペットをお湯に浸けて洗い、心地よくマッサージしてあげます。
★[すすぎ不要] すすぎが要りません。バスタブからペットを出してすぐ乾かせるので簡単です。

タブレットタイプ

★[汚れ落としや足湯に] 外で遊んだ後の汚れ落としに、散歩後の足湯に。
★[シニア犬の介護に] 入浴が難しいシニア犬はドッグバスを溶かしたお湯をタオルに浸し、体を拭いたり温湿布で温めて。
★[愛犬とのコミュニケーション] スキンシップが幸せなコミュニケーションになります。快適なバスタイムに愛犬もウットリ。
★[サロン品質をご自宅で] ペットサロンのメニューとしても人気の特別なスパを、ご自宅で手軽に行えます。
★[おためしサイズから] 気軽に試せる 2 回分入と、ふだん使いの 14 回分入

パウダータイプ

★[ペットケアの新習慣] ペットを家族の一員としてかわいがる現代のペットブームにマッチした新商品です。ペットケアの新習慣に。
対象：全犬種用（幼犬を除く）

発売元：紀陽除虫菊（株） 発売日：2016 年 5 月 10 日新発売

ドッグバス タブレットタイプ
◎[ペット用の炭酸入浴剤]

ドッグバス パウダータイプ
◎[ペット用の粉末入浴剤]

タブレットタイプの炭酸入浴剤。

パウダータイプの入浴剤です。

お湯に溶かすと重炭酸イオンと

サッと溶けるので、ゆっくり待て

炭酸ガスが発生し炭酸風呂に。

ないワンちゃんにも便利です。

◎[炭酸風呂の温浴効果]
炭酸浴でしっかり温まります。
◎[清浄効果] 炭酸水素ナトリウムの清浄作用により、
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◎[温泉水を配合] 出雲湯村
の温泉水を配合しています。
◎[天然アロマ精油の香り×保湿成分×お肌ケアの 3 種類]

浸かるだけで皮膚、毛穴、被毛、肉球の汚れを落とします。

お好きな花の香りを楽しみながら、保湿、スキンケアができます。

お散歩や外で遊んだ後の汚れ落とし、足湯にぴったりです。

●ローズマリー(香り)×セラミド(保湿成分)×アロエベラ(整肌ケア)

◎[保湿効果] 保湿成分として、肌のバリア機能を持つお米由来
のセラミドと、アミノ酸の一種のグリシンを配合。カサつきがちな
皮膚や肉球をしっとりすこやかに保ちます。
◎[香りでリラックス] 選べる 4 種類／ピュアシャンプーの香り、
ローズブーケの香り、フローラルソープの香り、フルーティアロマの香り

⇒ アロエベラがお肌の潤いを保ち、なめらかにします。
●ゼラニウム(香り)×セラミド(保湿成分)×コラーゲン(毛･皮膚ケア)
⇒ コラーゲンが皮膚や被毛の乾燥を防ぎます。
●ラベンダー(香り)×セラミド(保湿成分)×尿素(美肌ケア)
⇒ 尿素が肉球を柔らかくします。

◎[おためしから] おためし用 2 錠入、ふだん使いに 14 錠入

◎[おためしから] おためし用 2 包入、ふだん使いに 14 包入

香り:４種類 数量:2 種類(2 錠入／14 錠入) オープン価格

香り:3 種類 数量:2 種類 アソートタイプもあり オープン価格

2 錠入(2 回分) 参考価格 各 税別 200 円 税込 216 円

2 包入(2 回分) 参考価格 各 税別 200 円 税込 216 円

14 錠入(14 回分) 参考価格各 税別 1200 円 税込 1296 円 14 包入(14 回分) 参考価格各 税別 1200 円 税込 1296 円
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「ドッグバス」
【用途】

愛犬のお風呂に。汚れが気になるときに。

【使い方】

お散歩の後の足湯に。

入浴が難しい犬の体拭きや温湿布に。

①ペット用バスタブ（約 20L）
にお湯を入れ、本品 1 錠
または１包を溶かします。
②ペットをお湯に入れてやさしく
洗ってあげてください。
すすぎは不要です。

【ラインナップ】
「ドッグバス」

発売元：紀陽除虫菊（株）

発売日：2016 年 5 月 10 日新発売

●「ドッグバス タブレットタイプ」
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●「ドッグバス パウダータイプ」

ピュアシャンプー

ローズブーケの

フローラルソープ

フルーティアロマ

の香り

香り

の香り

の香り

ローズマリー

ゼラニウム

ラベンダー

＜アソート＞
ローズマリー
ゼラニウム
2 錠入

2 錠入

2 錠入

2 錠入

2 包入

2 包入

2 包入

ラベンダー

14 錠入

14 錠入

14 錠入

14 錠入

14 包入

14 包入

14 包入

14 包入

1 錠 5g＝1 回分

1 包 10g＝１回分

オープン価格 （参考価格）

オープン価格 （参考価格）

2 錠入 各 税別 200 円 税込 216 円

2 包入 各 税別 200 円 税込 216 円

14 錠入 各 税別 1200 円 税別 1296 円

14 包入 各 税別 1200 円 税別 1296 円

（その他）

● 「ペットタブ」

◎ペットが洗えるタブレット状の炭酸入浴剤 ◎無香料・無着色・合成保存料不使用
◎重炭酸湯のナチュラルトリートメント効果で、つややかな毛並みとすこやかな皮膚に
1 錠 15g＝1 回分 オープン価格 （参考価格）
2 錠入

税別 200 円

税込 216 円 2016 年 5 月 10 日新発売

14 錠入 税別 1200 円 税込 1296 円 発売中

発売元：紀陽除虫菊 MADE IN JAPAN

＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： 紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[Facebook] https://www.facebook.com/kokubopress

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F

※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。

