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MD10ご愛用者様から続々と、世界各地での
インターナショナルドッグショーにおいて受賞のご報告を
頂いております！ 皆様おめでとうございました。

＜ＭＤ10ジャパン＞
輸入販売元 ピッコロユウゲンガイシャ

MD10

今から１６年前、ＭＤ１０は、スペインの化粧品専門家が、湿疹で悩まされている愛犬のヨークシャテリアの
ために開発しました。２００９年に MＤ１０の素晴らしさを知った Noriko Brewster がスペイン国外での販
売を展開することになりました。
国外での販売展開以降、彼女は顧客が経験した問題点をリスト化して要望に沿うように依頼し改善を繰り返し
てきました。そして現在の幅広いコレクションへと拡大しました。
今では大勢の、一流のショードッグ所有者に愛用されております。アジア、オーストラリア、アフリカ、ＵＳＡ、
南アメリカ、ロシア、ヨーロッパなど世界中の飼い主の方々に広まっております。
現在保湿効果の高いものから、きめ細かいシルキーコート用やボリュームの多い犬用など、全部で１１種類の
シャンプーがございます。また４種類のコンディショナーはすすぎ不要で、グルーミングスプレーとしてもお使
い頂けます。（日本ではまだ取扱がない商品も有。）
各製品ともそれぞれに犬の毛の特質や特性を最大限に引き出すよう工夫されています。
あなたも、【ＭＤ１０コレクション】の素晴らしさをぜひご体験ください。
＜２０１７.春＞

エムディテン

TEL ; 092-523-2323
FAX ; 092-523-5655
URL ; http:///www.md10.co.jp
EMAIL ; info@md10.co.jp

【ＭＤ１０コレクション】は
世界のプロフェッショナルから絶賛されている高級ドッグシャンプー・コンディショナーです。
愛犬をどのような毛質にしたいというご要望に合わせて、組み合わせや混合も可能です。
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【ＭＤ１０ジャパン】 販売元；ピッコロユウゲンガイシャ
ＭＤ１０スーパーハイドレーション・シャンプー は、 ホホバオイル・アルガンオイルを配合し洗い上がりも艶やかに。
ＭＤ１０の中で最高レベルのモイスチャリング・シャンプーです。シャンプー後にしっとりします。
ドライスキン、ドライコート、傷んだ毛、毛が多すぎてまとまらない、毛が絡みやすくて困る場合など最適です。
１）長いコートの犬：
チベタンテリア、ヨークシャテリア、ラサアプソ、アフガンハウンド、シーズーなど長い毛落ち着かない、
ボリュームが出すぎ、毛が傷んで困る、パサパサしてしまうなどの場合に最適です。
※毛がかなり乾いて困る、硬い毛を柔らかくしたい時は【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】
２）短毛種・毛のない犬；
ドーベルマン、フレンチブルドッグ、パグ、イタリアン・グレイハウンドなど毛の短い犬にありがちな
ドライスキンに十分な潤いを与え、フケの発生を防ぐのに役立ちます。
また、チャイニーズ・クレステッドのような、毛のない種類の犬にも最適です。
ＭＤ１０ヨークシャテリア・シャンプー は、ＭＤ１０のクリエイターが自分のヨークシャテリアのために
特別に開発したシャンプーです。ヨークシャテリアはもちろんのこと、オーストラリアンシルキーテリア、
アフガンハウンドなど毛が長く繊細な犬に向いています。バニラオイル配合で艶やかに仕上がります。
【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・シャンプー】と比較すると、しっとり感が１５％ほど少なめです。
⇒特にドライスキン、ドライコートの犬には【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・シャンプー】をお勧めいたします。
※【ＭＤ１０シルキースムース・コンディショナー】との併用をお勧めいたします。
※毛が乾きがちな犬には【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】との併用をお勧めいたします。
ＭＤ１０シルキースムース・シャンプー は、あらゆるシルキー（スムースな毛質）コートの犬に向いてます。
スムースコートのダックスフンドをはじめ、キャバリア、コッカスパニエル、セッター、パピヨン、シーズー、
チワワ、ビーグルなど多くのシルキー・コートの犬に適切なシャンプーです。
【ＭＤ１０ヨークシャテリア・シャンプー】と比較すると、しっとり感が１０％ほど少なめです。
⇒犬の毛色が白・黒・ミックスの場合には、色のコントラストを際立たせる【ＭＤホワイトシルキースムース・シャンプー】
をお勧めいたします。
※毛の長い犬には、全体または部分的に【ＭＤ１０シルキースムース・コンディショナー】との併用をお勧めします。
※特に毛が乾きがちの犬には【ＭＤ１１スーパーハイドレーション・コンディショナー】との併用がお勧めです。
ＭＤ１０ホワイトシルキースムース・シャンプー は、あらゆるシルキー（スムースな毛質）コートの犬に向いてます。
青い成分が光に当たって各色のコントラストを強めるため、すべてのカラーに使用でき、白以外は本来の深みのある色に
仕上がります。白い毛はパールの様に美しく仕上がります。

毛の色を抜くようなブリーチ（塩素系）などは含まれておりませんので、毛や皮膚に安心して使えます。

マルチーズ、パピヨン、キャバリア、コッカスパニエル、ダルメシアン、セッター、ジャパニーズチン、シーズー、
チワワ、ビーグルなど多くのシルキー・コートの犬に適切なシャンプーです。
【ＭＤ１０ヨークシャテリア・シャンプー】と比較すると１０％ほどしっとり感が少なめです。

※毛の長い犬には、全体または部分的に【仕上がります。シルキースムース・コンディショナー】との併用をお勧めします。
※特に毛が乾きがちの犬には【ＭＤ１１スーパーハイドレーション・コンディショナー】との併用がお勧めです。
ＭＤ１０ブラックシルキースムース・シャンプー は、あらゆるシルキー（スムースな毛質）コートの犬に向いてます。
黒をより際立たせる色素が入っていますが、染料ではないので手や肌は染まりません。
スムースコートの黒いダックスフンドをはじめ、キャバリア、,アメリカンコッカースパニエル、セッター,フラットコーテッドレトリバー
などの黒いシルキー・コートの犬に適切なシャンプーです。
【ＭＤ１０ヨークシャテリア・シャンプー】と比較すると、しっとり感が１０％ほど少なめです。
⇒犬の毛色が白・黒・ミックスの場合には、色のコントラストを際立たせる【ＭＤホワイトシルキースムース・シャンプー】
をお勧めいたします。
※毛の長い犬には、全体または部分的に【ＭＤ１０シルキースムース・コンディショナー】との併用をお勧めします。
※特に毛が乾きがちの犬には【ＭＤ１１スーパーハイドレーション・コンディショナー】との併用がお勧めです。
ＭＤ１０テクスチャーボリューム・シャンプー は、毛にテクスチャー（独特の特性）やボリュームがある犬に
最適のシャンプーです。
テクスチャー（例えば毛にカール）のある犬、ラゴット、スパニッシュウォータードッグ、ポルチュギーズウォータドッグ、
プーリー等のカールを綺麗に再現します。
または、つぶれてしまったボリュームのある毛をオリジナルの状態に復活させる力があるシャンプーです。
ふわふわ感を出したいときにも向いています。
プードル、ポメラニアン、秋田犬、柴犬、ラブラドールレトリバーなどに最適です。
※必要以上に油質のコートなどにも向いています。
※プードルには【ＭＤ１０スーパーボリューム・コンディショナー】との併用で、毛を根元からまっすぐと引き出し、
パーフェクトカットができる様になります。また、ふわふわ感が長持ちします。
ＭＤ１０ホワイトテクスチャーボリューム・シャンプー は、、青い成分が光に当たって各色のコントラストを
強めるため、すべてのカラーに使用できます。白い毛はパールの様に美しく仕上がります。白以外は本来の
深みのある色に仕上がります。毛にテクスチャー（特性）やボリュームがある犬向きのシャンプーです。

毛の色を抜くようなブリーチ（塩素系）などは含まれていませんので、毛や皮膚に安心して使えます。

テクスチャー（例えば毛にカール）のある犬、ラゴット、スパニッシュウォータードッグ、ポルチュギーズウォータドッグ、
プーリー等のカールを綺麗に再現します。白いプードル、柴犬に最適です。
または、つぶれてしまったボリュームのある毛をオリジナルの状態に復活させる力があるシャンプーです。
ふわふわ感を出したいときにも向いています。
※必要以上に油質のコートなどにも向いています。
※プードルには【ＭＤ１０スーパーボリューム・コンディショナー】との併用で、毛を根元からまっすぐと引き出し、
パーフェクトカットができる様になります。また、ふわふわ感が長持ちします。
ＭＤ１０ブラックテクスチャーボリューム・シャンプー は、、黒を際立たせる効果があります。
手や肌に触れても染まりません。深みのある色に仕上がります。
毛にテクスチャー（特性）やボリュームがある犬向きのシャンプーです。
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【ＭＤ１０ジャパン】 販売元；ピッコロユウゲンガイシャ
ＭＤ１０テクスチャーコラーゲン・シャンプー は、毛が比較的まっすぐで、ある程度毛の長い犬に向いています。
海藻コラーゲンは、プロテインの一種ですが重さがあり、犬の毛の特性はそのままにボリュームを抑える効果が
あります。長い毛がまっすぐサラサラに仕上がります。
ボーダーコリー、ビーデッドコリー、シェットランドシープドッグ、ブリアード、イタリアンスピノーネ等に向いています。
※シルキーコートのボリュームをを抑えたい場合は、【ＭＤ１０シルキースムース・シャンプー】と混ぜて使用するのも有効。
なお、硬い毛質の手触りがお好みの場合は、【ＭＤ１０ハーバルテクスチャー・シャンプー】をお選びください。
⇒毛がかなり乾いて困る、硬い毛を柔らかくしたい時は【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】と併用がお勧め。
ＭＤ１０ハーバルテクスチャー・シャンプー は、硬質の毛の犬のために特別に作られました。
シャンプー後も硬質の毛をやわらかくすることが無い為、ショーの準備のためにショー・ブリーダーに好まれて
使われています。毛にハリやコシを与え、ざっくりとした手触りに仕上がります。
【ＭＤ１０テクスチャーボリューム・シャンプー】と成分は同じですが、水の代わりにローズマリー・タイム等のハーブの
抽出液を使っています。
アラスカンマラミュート、ジャーマンシェパード、ビードッドコリー、シュナウザー、シベリアンハスキー、ポメラニアンなど。
※カールのある犬、プードル、ショードッグでないポメラニアンには【ＭＤ１０テクスチャーボリューム・シャンプー】を。
⇒毛がかなり乾いて困る、硬い毛を柔らかくしたい時は【ＭＤ１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】と併用がお勧め。

ＭＤ１０スーパーハイドレーション・コンディショナー は、最高レベルのモイスチャリング・コンディショナーです。
アルガンオイルとホホバオイル配合により艶やかにしなやかな仕上がり。低い温度でドライヤーを使えば静電気も抑えます。
ドライスキン、ドライコートに潤いを与え、絡まりやすく繊細な毛を整えやすくし、美しく艶やかに仕上がります。
グルーミング頻度の高い犬のコートの状態を守り、毛のもつれを防ぐ効果が高いコンディショナーです。
普段のブラッシング前に使うことはもちろん、シャンプー前の絡みやすい毛にスプレーしてブラッシングすると、
毛の痛みを最小限に抑えられます。
ヨークシャテリア、スコティッシュテリア、シルキーテリア、アフガンハウンド、シーズー、ラサアプソ、
オールドイングリッシュシープドッグ、ゴールデンレトリバー、ローシェン、フラットコーテッドレトリバー、
日本スピッツ、パピヨン、ペキニーズ、ボロニーズ、アメリカンコッカースパニエル、イングリッシュコッカースパニエル
キャバリアキングチャールズスパニエルなど毛が長くてもつれやすい犬に適しています。
パグ、ボルゾイ、グレートピレニーズ、イタリアングレートハウンドなどにも毛の短い犬にも適しています。
ＭＤ１０シルキースムース・コンディショナ ーは、艶のある美しいシルキーなコートに仕上げます。
あらゆるシルキーコートの犬はもちろん、ダックスフンドのような短毛種も滑らかで艶やかになります。
グルーミング時にスプレーすると絡まりやすい毛をサポートし、ブラッシングによる毛の痛みを少なくします。
ヨークシャテリア、スコティッシュテリア、シルキーテリア、アフガンハウンド、シーズー、ラサアプソ、
オールドイングリッシュシープドッグ、ゴールデンレトリバー、ローシェン、フラットコーテッドレトリバー、
日本スピッツ、パピヨン、ペキニーズ、ボロニーズ、アメリカンコッカースパニエル、イングリッシュコッカースパニエル
キャバリアキングチャールズスパニエルなど毛が長くてもつれやすい犬に適しています。
パグ、ボルゾイ、グレートピレニーズ、イタリアングレートハウンドなどにも適しています。
⇒毛が乾きがち、ドライスキンの犬には、モロッコ産アルガンオイル・ホホバオイル配合の【ＭＤ１０スーパーハイドレーション
・コンディショナー】をお選びください。毛が絡みやすくブラッシングする頻度の高い場合も、毛の痛みを最小限に抑える効果
も高いので、ブラッシング時のグルーミングスプレーとしても【MD１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】が効果的。
MD10スーパーボリュームコンディショナー は、毛にボリュームを与えるだけでなく、絡みにくくなりまとまりやすさを長持ち
させます。毛の一本一本を根元からコートして素晴らしいボリューム感を演出します。
プードルの飼い主からは
『毛が根元からきっちり立つのでまとまりやすくなりカットがしやすい。綺麗感が長持ちする。』と、ご好評いただいています。
プードルはもちろん、ビションフリーゼ、チャウチャウ、ベドリントンテリア、ウエストハイランドホワイトテリア、サモエドなどに
向いています。
⇒毛が乾きがち、ドライスキンの犬には、モロッコ産アルガンオイル・ホホバオイル配合の【ＭＤ１０スーパーハイドレーション
・コンディショナー】をお選びください。毛が絡みやすくブラッシングする頻度の高い場合も、毛の痛みを最小限に抑える効果
も高いので、ブラッシング時のグルーミングスプレーとしても【MD１０スーパーハイドレーション・コンディショナー】が効果的。
ＭD10テクスチャーボリューム・コンディショナー は、独特のテクスチャー（カールなど）を持つ毛の特性を
最大限に引き出し、ボリュームがある犬にはナチュラルな風合いを再現します
テクスチャー（例えば毛にカール）のある犬、ロマーニョウォータードッグ、スパニッシュウォータードッグ、
ポルチュギーズウォータドッグ、プーリー等のカールを綺麗に再現します。
または、つぶれてしまったボリュームのある毛をオリジナルの状態に復活させる力があるコンディショナーです。
柔らかくふわふわ感を出したいときにも向いています。
※【ＭＤ１０テクスチャーボリューム・シャンプー（ホワイト・ブラックも含む）】との併用で、より効果的に仕上がります。。
⇒毛が乾きがち、ドライスキンの犬には、モロッコ産アルガンオイル・ホホバオイル配合の【ＭＤ１０スーパーハイドレーション
・コンディショナー】をお選びください。特に毛が絡みやすい場合も、毛の痛みを最小限に抑える効果が高いので
ブラッシング時のグルーミングスプレーとしてもご利用ください。

ＭＤ１０コレクションは、
ヨーロッパのプロフェッショナルから
絶賛されている高級ドッグシャンプー
ドッグコンディショナーです。

染料などは含まれていませんので、毛や皮膚に安心して使えます。

黒くてテクスチャー（例えば毛にカール）のある犬、ラゴット、スパニッシュウォータードッグ、ポルチュギーズウォータドッグ、
プーリー等のカールを綺麗に再現します。黒いプードル、ニューファンドランドなどに最適です。
または、つぶれてしまったボリュームのある毛をオリジナルの状態に復活させる力があるシャンプーです。
ふわふわ感を出したいときにも向いています。
※必要以上に油質のコートなどにも向いています。
※プードルには【ＭＤ１０スーパーボリューム・コンディショナー】との併用で、毛を根元からまっすぐと引き出し、
パーフェクトカットができる様になります。また、ふわふわ感が長持ちします。

←オンラインショップは
http://md10.shop-pro.co.jp

