の ひ ろ ば

大阪府
Y.M さん
愛媛県
フラントさん

滋賀県
T.N さん
『軟水生活』では、本誌や「軟太郎」
「美肌っ子」などお使いの商品へのご意見、
ご感想、ご質問、さらにイラストやペットの写真などを募集しています。P5- 6
のはがきをご利用いただくか、下記の FAX、メールにお寄せください。

FAX：089-960- 4319
メール：nansui̲life@miuraz.co.jp

プレゼント
P3で紹介の
「ペットシャンプー」

専用ボトル
（空）
と詰め替え用パック2 個を
30名様にプレゼント
ミウラが開発した軟水に合う「ペットシャンプー」を、専用
ボトル（中身は入っていません）1本と詰め替え用パック2個を
セットにして30名様にプ
レゼントします。
締め切りは、平 成28
年6月17日
（金）消印有効。
ご応募には、P5- 6のはが
きをご使用ください。当
選者の発表は商品の発送
をもって代えさせていた
だきます。

公式ホームページ
http://www.nansui.jp

公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/upsw.miura

〒 799-2696 愛媛県松山市堀江町 7 番地
2016.4

愛犬

岡山県
ぞうさん。さん

Vol.14

我が家の

『軟水生活』を読んで新たな発見も

●

軟水は肌に優しいというので使っていますが、だしが
よく出るというのは知りませんでした。石けん、洗剤
の泡立ちはとても良くエコですよね。
大阪府 E.T. さん

抜け毛 のタイミング

ピッカピカ

和歌山県 Ｔ・Ｏ さん

軟水よ

高知県 上田敬子 さん

妻もお風呂も

子どもと一緒に軟水風呂

気にせずふれる

●

美肌っ子を使って 10 年。365 日お風呂にお湯をためています。5
年生と 4 年生になった子どもにもお風呂につかることの大切さを
わかってほしいので、
「お風呂につからなカゼひくよ！」と言って
子どもも毎日入っています＾＾５年生の息子とあとどのくらい一
緒にお風呂に入れるのだろう……と少しさみしい気持ちになりま
すが、今のうちにたくさん入っとこ～と思います♪
愛媛県 ヒロさん

軟水や

肌荒れを

掲載しきれなかったおたよりは公式ホームページ、
公式Facebookページ、その他の販促物でもご紹介していく予定です。
ぜひチェックしてください！（見出しは編集室で作成しています）
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かゆがっているのは、
換毛のせいではないかも

我が家の愛犬

抜け毛の
タイミング

膿皮症

春の陽気とともにやってくるのが
春の陽気とともにやってくるのが
愛犬の抜け毛。
愛犬の抜け毛。

したら他の理由が隠れているか
その原因によって、
もしれません。

までたってもかゆがっていたら、

犬の皮膚にはブドウ球菌が常在しています。これ
がなんらかの原因で異常に繁殖し、発疹などの症状

獣医師に診てもらいましょう。

を発生させます。

外部寄生虫

ノミやマダニなどの外部寄生虫には効果的な駆除薬
があります。また、
住環境を清潔にすることも大切です。

毛並みや抜け毛で
健康チェック

アレルギー

免疫反応が体に対しマイナスに働く
「アレルギー」
は犬に
も起こります。アレルギーの原因はさまざまで食べ物が引

犬の脱毛は換毛以外にも、ス
トレスやホルモンバランスの異
常で起こることもあります。ま

し ろう

脂漏症

衣替えの季節です。
衣替えの季節です。

換毛がはじまったから？ もしか

ケアの方法も変わります。いつ

犬の皮膚トラブル
のう ひ

愛犬がしきりに体をかくのは、

この衣替えをサポートするのが
この衣替えに役立つ情報を

き起こしている可能性もあります。

た、毛づやの悪さは病気のシグ
ナルの場合も。抜け毛や毛並み
は、犬の健康のバロメータにな

皮膚の新陳代謝が短くなり、皮脂が増えてべた
べたになったり、フケが増えたりします。

ります。

我々飼い主のつとめですね。
ご紹介しましょう。

ブラッシングで
愛犬をケア

十犬十色、換毛も犬それぞれ
犬はその種類や大きさにより、特徴や体質が異
犬はその種類や大きさにより、特徴や体質が異
なります。春と秋に毛を入れ替えない犬もいます。
なります。春と秋に毛を入れ替えない犬もいます。

ダブル・コート

ウェルシュ・コーギー

シベリアン・ハスキー
シベリアン・ハスキー

ト」の2種類が生える犬をダブルコート、オーバー
ト」の2種類が生える犬をダブルコート、オーバー
コートのみ生える犬をシングルコートと呼びます。
コートのみ生える犬をシングルコートと呼びます。

柴犬

換毛期に生え変わるのは、アンダーコートです。
アンダーコートです。
換毛期に生え変わるのは、
アンダーコートのないシングルコートの犬は、換
アンダーコートのないシングルコートの犬は、換
毛期がないのです。
毛期がないのです。

ダブルコートの
毛の生え方
表皮
表皮

アンダーコー
ンダーコート
ト
ア

プードル
パピヨン
パピヨン

シーズー
シーズー

joel̲420 -- Fotolia.com
Fotolia.com
©© joel̲420

途によって多彩な道具を使い分け、愛犬をケアしましょう。

抜け毛の多い犬に
おすすめ

コームは、
仕上げやもつれ
の確認に
ピンブラシは毛の
長い犬向け。毛が
途中で切れにくい

獣毛ブラシは、艶
出しのために最後
に使う

シングル・コート

マルチーズ

11

スリッカーブ ラシ
は、毛のもつれや換
毛期の抜け毛を取り
除くのに適している

オーバーコート
ト
オーバーコー
アンダーコー
ンダーコート
ト
ア

を予防します。そのため、こまめにすることが大切です。用

ラバーブラシは毛
の 短 い 犬 や 子 犬、

その違いは、毛の生え方。
その違いは、毛の生え方。
1つの毛穴から
「オーバーコート」
1つの毛穴から
「オーバーコート」
と
「アンダーコー

ブラッシングは、毛についた汚れを取り除いたり、皮膚病

春・秋に毛が生え変わるペットたち
夏の暑さ、冬の寒さ対策で毛が生え変わるペットは犬だ
けではありません。猫やうさぎ、ハムスターの毛、インコの

羽も生え変わります。ペットの抜け毛はぜんそくなど、アレ
ルギー疾患の引き金になることもあります。ペットの毛が生

え変わる春・秋は特に、こまめな掃除を心がけましょう。
ヨークシャテリア

』
（2006
資料：環境省『飼い主のためのペットフード・ガイドライン 〜犬・猫の健康を守るために〜』
、環境省『ペット動物販売業者用説明マニュアル（ 哺乳類・鳥類・爬虫類）
、ペッ
年 3 月）
、独立行政法人環境再生保全機構「ぜん息などの情報館」
（http://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/04.html）
、ペットライフ社発行『犬の家庭医学大百科』
トライフ社発行『写真でわかるトリマー実践マニュアル』
、ペピイ発行『現代社会と家庭動物』
、文部科学省 高等学校専門教科「農業」

2

シャンプーで
愛犬を清潔に

岐阜県の中央部、日本のほぼ真ん中に位
置し、
“刃物のまち”として知られる関市。

岐阜県
関市
ん

高賀神水庵
こ

シャンプーでは愛犬の肌や被毛の汚れを落とし、

う

か

し

ん

す

い

あ

その西北部の水汲み場「高賀神水庵」で
は硬度 30mg/L 以下の軟水が湧いていま
す。この地域には水や自然の見どころが
たくさんあります。

高賀神社の氏子が掘り出した
1 億年以上前の軟水

フケやにおいを取り除きます。また、血行を良くし、
新陳代謝を盛んにし、新しい毛を生えやすくします。
ただし、シャンプーは回数を増やせばいいわけで

こう が さん

高賀山のふもとにある高賀神社の氏子らは、1996

はありません。皮膚をいためる原因にもなるため、

ちょうず

20日～ 1カ月に1回、多くても1カ月に2回を限度に、

年7月に大鳥居の参道わきで手水用の井戸を掘削し

短時間に手際よく洗ってあげましょう。ワンちゃんの

ました。掘り当てた水は1億年以上前に閉じ込めら
れたといわれる硬度30mg/Lの軟水。

体調を考え、暖かい日にするのもおすすめです。

氏子は、この水が高賀神社の境内から湧いたこと
ご しん とく

から、神様の御神徳による御神水として、求める人

薬用シャンプーは、皮膚のトラブル時に処方されま

に授与することにしました。

す。それぞれのトラブルに対して有効な成分が含まれ

この水の飲みやすさやおいしさが、評判を呼び、

ています。皮膚トラブル用の薬用シャンプーは、獣医

水汲み場「高賀神水庵」には県内外から多くの人たち

師の指示にしっかり従うことが大切です。

が訪れるようになっています。
6月下旬から7月上旬にかけて多彩な
イベントやコンテストを行う「関市
板取あじさいまつり」
が開催される。

ミウラの「ペットシャンプー」とミウラの軟水で
ふわふわ＆つやつやに
ンプーする時にミウラの軟水を使うと、皮膚の状態
や毛並みが良くなることが分かっています。
「軟水に合うペットシャンプーは？」
という声に応じ
て、ミウラが軟水用に開発した
「ペットシャンプー」
が
あります。
せ、皮膚炎の犬をシャンプーする試験をしたところ、
皮膚炎症状、フケ、抜け毛、毛並み等において、大き
な改善がみられました。
ペットのために成分にこだわって開発した「ペット
シャンプー」
を使ってみませんか？
※バックナンバーは公式ホームページ
（http://www.nansui.jp）
で
ご確認いただけます。

フケの量の変化

4

高賀神水庵から高賀神社に向かう数kmの道のりと並行する
ように、高賀川が高賀渓谷を流れています。高賀川は、長良

3

川の支流の板取川に注ぎます。6 ～ 7月には板取川に沿った約

2
1
なし

このミウラの「ペットシャンプー」と軟水を組み合わ

0

清冽な天然水、
絵のような風景

高賀渓谷は、川底の岩
肌の色が白く、水の透明
度をひきたたせている。

多い

『軟水生活』Vol.4※でご紹介したように、
愛犬をシャ

生涯で12万体あまりの
木彫りの仏像をつくった江戸時代前期の僧・円空と
ゆかりが深い高賀神社。境内には洞戸（ほらど）円空
記念館があり、最高傑作とされる一木作り三像をは
じめ、30体近くの円空仏が展示されている。

24kmの道に7万本のアジサイが咲き、人々の目を楽しませます。
また、板取川の周辺には近年新たに注目を集める観光スポッ

大きく改善！
試験前

4週間後

軟水＋薬用シャンプー
軟水＋ミウラ
「ペットシャンプー」
皮膚炎の犬10頭を軟水＋病院用薬用ペットシャンプーと、軟水＋
ミウラの「ペットシャンプー」で週1回4週間シャンプーし、試験前
後で飼い主がフケの状態を5段階（0 なし〜 4 多い）で評価。10頭
の平均を示した。

透明度の高い水に
睡蓮が浮かぶ
「名もなき池」
（通称：モネの池）
。

DATA

トがあります。通称
「モネの池」
です。印象派を代表する画家クロー
ド・モネの睡蓮の絵を彷彿とさせる風景が評判を呼んでいます。

高賀神水庵

洞戸円空記念館

所 在 地：関市洞戸高賀658-4 ☎0581-58-8100

所 在 地：関市洞戸高賀1212番地

入庵時間：午前７時～午後6時30分（11月～ 3月は午前７時30分

開館時間：午前9時～午後4時30分

☎0581-58-2814

～午後6時）

休館日：月曜（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜・祝日を除く）、

休業日：12月30日～ 1月1日

年末年始（12月29日～ 1月3日）

初穂料：100円

入場料：大人200円

小・中学生無料

神水を容器に汲む場合は、1回に2個
（1個につき上限20Lの容器）
まで

3
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パワー

ミウラの軟水でふっくらおいしいごはん

硬度 30mg/L の湧き水を使用した
か く

ごはんのうまみ
30

うまみ UP!

還元糖量︵

アミノ酸量︵

甘み UP!

20

100

mg 10
︶

︶

mg 50

0

0

水道水

軟水

水道水
アスパラギン酸

精白米を水道水または軟水を用いて炊飯器で炊き、
蒸らした後に、甘み成分である還元糖量を測定。

軟水でごはんを炊くと、口に含んだ時に感じる甘み成分、うまみ成分の量が増加することが分かりました。

軟水は、甘くておいしいごはんが炊けるようです。
さらに、食感にも大きな変化が……。

ごはんの粘り気
1500

軟水
5％ UP！

精白米を水道水または軟水を用いて炊飯器で炊き、
炊飯前後の体積を計測。その増加率を算出し、ご
はん粒の大きさを比較。

5

アンケート
私の『軟水生活』募集！
一味違った軟水の楽しみ方や我が家での
軟水自慢、軟水ライフ通販のこんな使い方な
ど、あなたの『軟水生活』エピソードを募集し
ます！ 左のはがきにご記入ください。
編集者も驚く『軟水
生活』
は本誌でご紹介
させていただきます！

にまつわる世 界 遺 産

No.1

ベネツィアとその潟
イタリア

世界文化遺産

1987年登録

1000

トピ ック

J/m3
500

0

水道水

軟水
精白米を水道水または軟
水を用いて炊飯器で炊き、
蒸らした後に、テクスチュ
ロメータにて付着性（粘り
気）
を測定。

軟水で炊いたほうが、
軟水で炊いたほうが、ごはん粒が大きくなり、
、ごはん粒が大きくなり、
粘り気も強くなりました。

軟水でふっくらもちもちのごはん
軟水でふっくらもちもちの
ごはんになるようです。
になるようです。

三年熟成 玄米黒酢「桷志田」
720mL 3,240 円（税込）
問 福山黒酢株式会社 ☎ 0800-8888-962

粘り気 UP!

付着性︵ ︶

水道水

福山黒酢株式会社の黒酢「桷志田」にはたくさんのこだわりが詰め込
まれています。
まずは、伝統製法。鹿児島県福山町には、200年以上黒酢造りが受
け継がれています。福山黒酢では、この地の黒酢職人の最古参の一人、
赤池力氏が全商品を責任醸造しています。赤池氏がこだわる伝統製法
では
「アマン壷」
と呼ばれる仕込み用の壷に、蒸した米、米麹、水を入れ、
その後、壷の液体の表面にフタをするように乾燥麹を均一に振りまく
「振り麹」を行います。この壷は屋外に並べられ、昼の太陽、夜の冷気
にさらし、じっくり発酵熟成させていきます。仕込みが終わったあとも、
赤池氏は一壷一壷を丹念に覗き、点検の毎日を送ります。
もちろん水にもこだわります。福山黒酢の醸造所には硬度30mg/Lの
水がコンコンと湧き出しています。この軟水が伝統製法と相まって「桷
志田」
独特の口当たりの良さやまろやかさを生み出しているのです。

軟水
グルタミン酸

精白米を水道水または軟水を用いて炊飯器で炊き、
沸騰開始時の残存液を採取。うまみ成分であるア
ミノ酸
（アスパラギン酸・グルタミン酸）
量を測定。

ごはん粒の大きさ

だ



ごはんの甘み

い

杜氏手造り 黒酢 桷志田

ごはん、お茶、豆腐、うどん、ダシ……といった食品は、
「軟水を使っておいしくなった」
とたくさんの感想が届いています。
私たちが日ごろ食べている
「ごはん」
。軟水で炊くと何が変わるのか
調べてみました。

150

セレ クト

水道水
軟水
水道水
軟水

軟水生活発行から2年以上が経過し、Vol.14となり
ました。この快適な軟水生活がもっと世の中に浸透す
るように、この度新ロゴマークをつくりました。軟水
の下に水のイメージ、生活の上に家をイメージしたラ
インを入れ『軟水でずっと快適、もっと幸せな生活を
おくって欲しい』
という願いを込めています。
今後とも冊子同様ロゴマークの応援もよろしくお願
いいたします。

ベネツィア（英語名Venice・ベニス）は、アドリア海の干潟に
築かれ、約120の小島からなる水の都です。大小176の運河が
張り巡らされ、約400もの橋が島を結びます。5世紀～ 7世紀に
イタリア北部に侵入した異民族からの避難場所として人々が移
り住み、10世紀には強力な海運共和国に発展しました。
この共和国の総督邸兼政庁であったドゥカーレ宮殿や、ビザ
ンチン様式のサン・マルコ大聖堂、大運河沿いに連なる貴族の
館や小さな建物、運河にかかる橋まで、目をみはる歴史的建造
物が建ち並びます。
運河を交通網として利用するなど、水が生活に深く根ざして
きたベネツィアですが、その中心地は、天然の砂州がなくなり、
干潟の地盤沈下も進み、海に沈む危機にさらされています。
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