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はじめる前に、いくつか準備しなければならないことがあり
ます。
1. 家中の猫用トイレを全て片付けてください。多くの

動物のように、もし他に選択肢があるのであれば
慣れている方に行ってしまします。唯一の選択肢を
LITTER KWITTER® にしなくてはなりません。  

2. いつもLITTER KWITTER® を清潔にしておいてくださ
い。猫が使いたい時にトレーニング・ディスクが汚れてい
ないようにしてください。これは普段の猫用トイレでも大
切なことですが、 LITTER KWITTER® ではとても重要
です。猫にトレーニングが簡単だと教えるために何回かよ
い経験をさせる必要があります。  

3. LITTER KWITTER® をアンモニア成分入りの洗剤で
洗わないで下さい。アンモニアは猫の尿に含まれています
ので，その臭いが猫を混乱させ、清潔ではないと思わせて
しまいます。

準　　備はじめる前に

トレーニングをはじめる前に、LITTER KWITTER®で効果的なト
レーニングを行うために理解しなくてはならない三つの点があり
ます：
1. あなたの猫がトレーニングをはじめる前に十分成長しているこ

と。最低でも生後３ヶ月以上たっているか、トイレの便座で上手
にバランスが取れるくらい足がしっかりしている状態であること
を推奨します。 

2. あなたの猫がトイレトレーニングされていること。既にトイレ・ト
レーニングがされている場合は、いつもの猫用トイレではなく
LITTER KWITTER®を使うように訓練するだけなので短期間
でトレーニングを完了するにはこれはとても大切です。もしあな
たの猫がトイレ・トレーニングされていなくても大丈夫です。  
LITTER KWITTER®を使って簡単にトレーニングができるの
で、猫用トイレを購入する必要がありません。もし１匹以上猫が
いるのであれば、一つのトイレを一緒に使うことに慣れるため、
同じ猫用トイレを使うように訓練する必要があります。本書の
最後に猫を簡単にトイレ・トレーニングする方法が書いてある
ウェブサイトのアドレスが書いてあります。 

3. 最後に最も大切なこと。あなたの猫を我慢強く見守ってあげて
下さい。そしてユーモアを忘れずに。あなたは家族みんなのた
めに猫と一緒に家の中をより綺麗で安全にする旅に出るので
すから。 
 
健康であればどのような猫でもトイレを使うことを学ぶことが
できます。成功への秘訣は猫と共に適切なペースで進めること
です。そして、それぞれのステージで何が起きているかを理解す
ることです。  
 
あなたは猫の習性を改善させることになります。そして時には猫
があなたを改善しているように思えるでしょう。環境のため、快
適な生活のため、そして猫用トイレを片付ける手間がなくなり
自分の自由な時間のために、価値のある旅になることでしょう。

幸運を祈っています。そして私たちのウェブサイトにあ
なたの成功した結果をお知らせください。
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お買い求めいただきありがとうございます。
LITTER KWITTER®  

猫用トイレ トレーニング システム
今日のごみごみした生活環境においては、猫を室内で飼うことが大
変重要です。猫が様々ないたずらをすることが多い夜間は特にです。 
王立動物虐待防止協会 (英国)のような多くのペット保護団体は、
その土地の野生動物を保護するため、そして私たちの猫の健康と
安全のために猫を室内で飼うことを勧めています。交通量が多い道
を渡る猫や殺されているリスや鳥を見たことある人、また近所に住
む猫の喧嘩のせいで夜眠れなかったりした経験がある人はそれに
賛成します。 
猫を室内で飼うということは汚い猫用トイレを用意しなくてはなら
ないということ、そしてそのトレーの中で猫が踏んだ砂が家中に散
らかることを意味しています。これは多くの人が気づかないことです
が、考えてみるとあまり好ましいことではありません。
LITTER KWITTER® 猫用トイレ・トレーニング・システムを使え
ば、散らかる心配もない, ばい菌もない, 臭いもなく, 手間もなくな
り、あなたもあなたの猫も猫用トイレなしの快適な生活を送ること
ができます。 

猫用のトイレとは永遠にさよならを！！

イントロダクション



LITTER KWITTER®トレーニングのオレンジステージでは、2つの
大切な習性を改善します：

 X 猫は下に水がある便器の穴の上に座ることを学びます 。
 X 猫はバランスを保つために足を便座に置くことを学びます。

1. 赤いトレーニング・ディスクをオレンジのトレーニング・ディスク
と取り替えて下さい。オレンジのディスクの外側から内側のふち
まで3～4カップの砂を入れて下さい。内側のふちが便器に砂が
入るのを防ぎます。

2. オレンジのトレーニング・ディスクを猫に見せて下さ
い。そして前と同じように中にのせて下さい。穴を見せ
て、LITTER KWITTER®の便座の部分に前足がくるように、後
ろ足が穴の両側にくるように座らせて下さい。

3. 猫は穴に対して興味を持ち、穴の中をしばらく見つめていること
でしょう。この行為は下に水があることを認識させ、穴を目掛け
るようにさせますので励まして下さい。猫を水の音に慣れさせる
ために、猫が興味を持っている間トイレの水を流して下さい。

4. 穴の中を目掛けるのは運まかせになります、出来るときもありま
すが、出来ないときもあります。おそらく便より尿の方が先に穴
の中にできる確率が高いでしょう。でも心配する必要はありま
せん。この段階での目的は正確な位置に座る
ことを学ぶことです。

5. バランスをとるために猫がしゃがむ時に後ろ
足を前足に近づけることに気づくかもしれま
せん。最初は後ろ足を砂の中に入れているか
もしれませんが、次第に前足の両側に置くよ
うになります。

猫が常に両前足と最低でも後ろ足の片方を便座に置くようになり、
ほぼ穴の上にしゃがむようになったら、グリーンステージに進む合
図です。次に進む前に猫がこれをいつもしていることを確認して下
さい。準備ができていない状態で急いで次のステージに行こうとす
ると猫は嫌がります。

オレンジステージ  
– よ～い！
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6. 猫をトイレの上へ跳びのらせるの
は、想像以上に簡単です。  

7. トイレのふたと便座を上げます。 
8. 便器の上にLITTER KWITTER®をのせ、しっかりはま

るように下に押します。LITTER KWITTER®は一般的
な全ての便器にセットできるように設計されており、しっ
かりはまるように調整可能なクリップが付いています。 
LITTER KWITTER®がしっかりとはまるように必要に
応じてクリップをはずして、はめ直して下さい。仕掛けは猫
が安心して使えるように安定していなければなりません。

9. 赤いトレーニング・ディスクをセット
し、前回と同様に砂を入れて下さい。 

10. 猫にLITTER KWITTER®がどこにある
か見せて下さい。トイレの場所が変わっ
たことを理解してもらうために猫を中に
入れて下さい。そして、最初に猫がそれを
探しに行ったときに一緒について行き、ト

イレがどこにあるか理解していることを確認して下さい。 
11. 猫は元々俊敏な動物ですので、トイレの便器の上に跳

びのることは簡単にできるでしょう。もし、まだ猫が赤
ちゃんであるか、体が異常に小さい場合は小さな踏み
台（例えば本など）をトイレの隣に置いて跳び上がれ
るようにして下さい。これがどんなに早くできるように
なるか驚くはずです。新しいトイレが空中にあることに
慣れまで一週間くらい与えて下さい。すぐにできるよ
うになります。これができるようになったらオレンジス
テージに進むときが来ました。レッドステージでせか
さないで下さい。次のステージの成功を確実にするた
めにはトイレの便器の上にある赤のトレーニング・デ
ィスクに完全に慣れ親しむことがとても重要です。

LITTER KWITTER®トレーニングのレッドステージでは、
あなたの猫の二つの大切な習性を改善します：

 X 用を足したい時にトイレがある部
屋に行くことを学びます。

 X 用を足すためにトイレの上に跳びのることを学びます。
1.  LITTER KWITTER®をトイレのわきの床に

置きます。そして赤のトレーニング・ディスク
をセットして砂を４～５カップ入れます。

2. 猫に新しい猫用トイレを見せます。いつもの猫用トイ
レと同じように砂が入っていることを
分からせるために猫をその中に入れ
て下さい。普段猫がトイレへ行く時
間帯にこの練習をして下さい。そのう
ち理解してくれるようになります。

3. 猫が入れるようにトイレのドアがいつも
開いているようにしておいて下さい。も

し入れなければ違う場所ですることになってしまいます。
4. 数日間はトイレがどこにあるか見せ続けてください。2

～3日で猫はこれに慣れ、 LITTER KWITTER®

を使うためにこの部屋に行くようになります。
5. この猫用トイレに慣れさせるために、猫をそのト

イレの部屋の中に入れておいて下さい。数日後、レ
ッドステージの第2段階（トイレの上へ猫を跳び
のらせる）に進むことができるようになります。

レッドステージ  
– 位置について



成功の秘訣
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1. あ な た の 猫 が な ぜ 排 泄 物 を 埋 め る の か を 理 解 す ることで
LITTER KWITTER®がどのようなシステムなのかを理解しやすくなり
ます。多くの人は猫がとても清潔な動物なので排泄物を埋めると思って
いますが、本当は捕食動物を寄せ付けないために 臭いを埋めようとし
ているのです。LITTER KWITTER® 猫用トイレ トレーニング システム
の鍵となるアイディアは、猫に排泄物を猫用トイレの砂の中に埋めなくて
も排泄物の臭いが消されるという満足感を与えることです。猫がトイレで
用を足すとき、砂の中以上に臭いは水の中へ消えます。これらのことから、
あなたの猫は同じような行動をしていることと感じて満足します。 

2. 猫に何をして欲しいのかを教え、実際に体と足を適切な位置に置くこと
を学ぶことは猫にとってとても簡単なことです。これは間違いをして不安
な気持ちにさせることよりもよいことです。

3. 普段、猫は水とあまりかかわりません。猫は濡れるのを嫌がります。トイ
レ、特にトイレを流す大きな音は、あなたの猫を怖がらせ、トレーニングす
ることを難しくするかもしれません。そのような音を安全な環境で（例え
ば、あなたと一緒の時に）体験できればより慣れることができることでし
ょう。

4. もしトイレ以外の場所で猫が用と足してしまっても絶対にしからないで
下さい。猫はその行為と罰を関連付けません。ただあなたにしかられこと
に腹を立て、もしも、しかり続けてしまったら完全に嫌がってしまいます。
その代わり、正しいことをした時には思いっきり褒めてあげて下さい。「い
い子だね！！」のように励ましの言葉を使い、その行為とご褒美を結びつ
けて、トレーニングを続けることに対してやる気を起させるように、特によ
いことをした時には美味しいご褒美をあげて下さい。

5. 大きな変化、例えばレッドステージからオレンジステージに進む時を週
末か、あなたが一緒にいてあげられるような日にスケジュールして下さ
い。これは猫が変化に抵抗しているのであるのであれば特に大切です、悪
い習慣を付けさせるわけにはいきませんので。

6. ディスクを変える時、猫が慣れるまでは寝室のドアを閉めておいて下さ
い。猫は主人の寝室で用を足すことで拒否していることを示すことが多く
あります。寝室は主人の臭いがするので猫にとっては安心できる場所で
す。あなたに反抗する行為ではないということが信じられないかもしれま
せんが、本当にそうではないのです。あなたの猫はただ簡単な道を選んで
いるだけなのです。 

7. 前向きな気持ちを忘れずに。あなたの猫は時 「々事故」を起こしてしまう
時もあるでしょう。でもこれは訓練ができないという意味ではありませ
ん。現在のステージに完全に慣れていないだけです。猫が慣れるまでその
ステージを続けるか、前のステージに戻って猫が準備ができていないの
に急がせていないか確認しながらトレーニングを進めて下さい。

5. 猫が大きな穴にすぐ慣れることにあなたは驚くと思います。これ
までの2つのトレーニング・ディスクとそれに費やした時間がト
イレを用を足す場所として彼らの中に確立させたのです。あなた
の猫もあなたと同じくらい成功したいのです.

6. あなたの猫がグリーンのトレーニング・ディスクに慣れたら、砂
の量をほんの少しにして、時には砂なしで実験してみて下さい。
砂を減らすペースは猫に合わせてあげながら、砂の必要性を減
らすようにして下さい。もしかすると、何かをひっかくような動作
をまだすることがあるかもしれませんが、多くの猫は食事の後
にもこの動作をすることがあります。猫にとっては安心できる反
射的な動作です。これは砂がなくてはならないという意味では
ありません。

7. 猫の排泄がグリーンのディスクの上に落ちることがあるかもし
れません。これはよいことです。正しく便座に座っているという意
味です。そして、これが最後のステップに進む合図です。

8. グリーンのディスクを問題なく使用し、砂を必要としなくな
ったら、猫が便座の感触に慣れるために数日間普通の便座
をLITTER KWITTER®の上にのせて下さい。もし便座が
LITTER KWITTER®の上に安定してのらない場合はこの段階
を除き、 LITTER KWITTER®を全てはずして下さい。いずれ
にしても、これで家族同様にあなたの猫もトイレを使えるように
なりました。

おめでとうございます！！
あなたの猫はトイレ・トレーニングを終了しました。

D      散らかる心配もない
D      ばい菌もない
D      臭いもない
D      手間もない

猫用トイレに永遠のさよなら！！

LITTER KWITTER®トレーニングのグリーンステージが終わる頃
には、あなたの猫は他の家族と同様にトイレを使えるようになりま
す。このステージでは3つの主要な習性を改善します：

 X LITTER KWITTER®のふちだけでバ
ランスをとることを学びます。

 X ほとんどの場合はグリーンのトレーニング・ディスクの穴
を通して便器にそのまま尿や便ができるようになります。

 X 猫はほんの少しの砂で満足し、慣れて
くると砂はいらなくなります。

1. オレンジのトレーニング・ディスクとグリーンのトレーニング・デ
ィスクと取り替えます。そして2分の1カップの砂をグリーンのデ
ィスクの外側から内側のふちまで入れます。ふちが便座に砂が
入るのを防ぎます。 

2. グリーンのトレーニング・ディスクを猫に見せます。そして穴も見
せて、両方の前足と後ろ足がLITTER KWITTER®の便座部分
にのるように猫を上にのせて下さい。この時点では、まだ後ろ足

はグリーンのディスクのふちにかかるかもし
れません。

3. 猫は穴が大きいことに気づき、しばら
く頭を穴の中に入れながら下を見つめるでし
ょう。水に興味を持ち、そこから飲むこともあ
るかもしれません。流されたばかりの便座の
中のお水はただの水道水なので心配しない
で下さい。水を飲む場所としてはあまり好ま

しくないかもしれませんが猫にとっては安全です。汚ければ猫は
水を飲もうとしません。

4. 慣れるように猫を訓練して下さい。 LITTER KWITTER®の上
でバランスを取れるようし、もしどこかへ行こうとしたら捕まえ
て、何をすればいいのか理解させて下さい。猫に足の置き場を
教えることを根気強く教えて下さい。すぐできるようになり、1回
成功すれば回を重ねるごとに簡単になります。

グリーンステージ  
– どん！


