水が変われば暮らしも変わる

軟 水 生 活

軟水生活のひろば
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）
●

群馬県
ときねえさん

乾燥肌だったけど皮膚科知らずの冬到来！

奈良県
あかりちゃんさん

子どものアトピーにも、ズボラな私にも◎

最初は子どものアトピーがひどくて、その対策のために軟太郎
を取り付けました。しばらくしたら、そのよさがわかりました。
肌の乾燥が違うし、風呂上がりのしっとり感が全然違います。風
呂がまの湯垢も取れやすくて、水だけの掃除で充分です。当然ト
イレの掃除も簡単だし、お肌の手入れも水まわりの手入れも、ズ
ボラな私にはぴったりです。軟太郎のおかげで、ひどい子どもの
アトピーはすっかり良くなりました。
愛媛県 グリーンバードさん

『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。このページのハガキ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：nansui_life@miuraz.co.jp

キリトリ線

軟水生活プレゼント
料金受取人払郵便
松山西郵便局
承認
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シャボン玉石けんの
「酸素系漂白剤」
（750g）を
2つセットで30名様に！
希望者には「ペットシャンプー」も！

愛媛県松山市堀江町７番地
三浦工業株式会社

差出有効期間
平成27年2月16日まで

切手不要

酸素系なので色柄ものもOK！

『軟水生活』Vol.6
読者アンケート＆プレゼント係 行

今年は冬 本番前に ！

●

大掃除

毎年冬になると、皮膚科にお世話になるほどの乾燥肌でした。
年齢とともにひどくなり、ウロコのような肌になった冬もありま
した。昨年 7 月頃、軟太郎を設置しました。正直、乾燥肌につい
ては半信半疑でしたが、皮膚科には行かずにこの冬を過ごすこと
ができました。軟水器すごいです。知人にもおすすめしています。
大阪府 Swankpot さん

キリトリ線

色柄ものの洗濯や、台所の除菌・除臭、哺
乳瓶の漂白にも使える「酸素系漂白剤」を、
2 つセットで 30 名様にプレゼント！
……さらに、ご希望の方には「ペットシャ
ンプー」専用ボトル
（中身は入っていません）
と詰め替え用パックもそれぞれ 1 個プレゼ
ント。
プレゼントのご応募には、左のはがきを
ご使用ください。
「ペットシャンプー」ご希望の際は応募は
✓ を付けてください。
がきの希望欄に□
締め切りは、平成 27 年 1 月 16 日（金）
消印有効。
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。

ご
住
所
E-mail

お
名
前

TEL

フキノコシガナイヨウニ
シマッシュ！

フリガナ

軟水生活
プレゼント

ペットシャンプーも希望する

□（ ✓を付けてください）

※個人情報保護法に基づき、個人情報を適正に管理いたします。

三浦工業株式会社
〒 799-2696 愛媛県松山市堀江町 7 番地
2014.11

ピカピカ︑清潔︑気分爽快

今年は冬本番前に！

「重曹」
「クエン酸」
「酸素系漂白剤」
大掃除の 三種の神器 でピカピカに

大掃除

生活の中で付くたいていの汚れは、数十年も積み重ねてこびりついた
生活の汚れには、油汚れなどの酸性の汚れと、水垢などのアルカリ性
の汚れがあります。酸性の汚れにはアルカリ性の重曹、アルカリ性の汚

クエン酸

れには酸性のクエン酸、殺菌や漂白には酸素系漂白剤を使いましょう。
また、汚れ落としに大切なものは、適切な洗剤だけではありません。
適切な道具も大切です。せっかく効果的に落とせる洗剤を使っても、そ
れが汚れに届かなければ意味がありません。使い古しの歯ブラシや、不
要になった衣類などを有効に使い、家じゅうをピカピカにしましょう。

油や皮脂、手垢など
「酸性」の汚れには……

重曹

霜月の 11 月は冬の足音がひたひたと。
窓ふきや浴室、台所の大掃除は

（じゅうそう）

寒くなればなるほどつらい水仕事に。

水垢や尿など
「アルカリ性」の汚れには……

クエン酸

本格的な冬が来る前に一足早く大掃除。

重曹小さじ1
（5mℓ）
と水100mℓで重曹水をつくっ

クエン酸小さじ 1 ～ 2（5 ～ 10mℓ）と水 100mℓ

て使います。しつこい汚れなどには、粉のまま使い

でクエン酸水をつくって使います。頑固な汚れには

そのポイントをちょっと早いけど、ご紹介しましょう。

研磨作用を生かします。

直接粉を振りかけて落としましょう。

昔から「段取り八分」というように大掃除も段取りが大切です。誰
がどの場所を担当するか、いつやるか、どの洗剤、道具を使うか……。
しっかり準備をしておくことでスムーズに大掃除を進められます。

事例 1

60 歳代 男性

素材や人工大理石に使うと変色したり、シミになったり溶け

塩素系の洗剤と一緒に使ったり混ぜると有害なガスが発生

たりすることも。アルミや銅素材を黒く変色させます。

します。絶対に混ぜないように。

重曹やクエン酸︑酸素系漂白剤以外に

も強力に汚れを落とす洗剤が販売されて

意事項をしっかり読むことが大切です︒

酸素系
漂白剤

います︒こうした洗剤の使用前には︑注

除中、バランスを崩して転落し、シ
ンクのふちで右わき腹を強打

換気やメガネ︑マスクの着用が必要な

キッチンカウンターの上に立って掃

素手で使うと手を荒らす洗剤もあります︒

60 歳代 女性

洗 剤 や︑アルカリ や 酸 の 度 合い が 高 く︑

んでいるとき、階段から転落し骨折

適切に使用すれば安全ですが︑誤った

70 歳代 男性

使い方をすると思わぬ事故につながるこ

事例 2

とも︒注意事項をしっかり守って︑安全

落ち、右ひざを強打

事例 3

資料：独立行政法人国民生活センター『国民生活』
（No.16）、独立行政法人国民生活センター『見
守り新鮮情報』
（第 125 号）、国立国会図書館「レファレンス協同データベース」
（http://crd.
ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000115778）

大理石や人工大理石に使うと表面が溶けるおそれがあり
ます。また、サビの原因になるため鉄などには使えません。

エアコンの掃除をしようと椅子にの

大掃除中、2 階から 1 階へ網戸を運
玄関
リビング

漆器やプラスチックなどの柔らかい製品は粒子で傷つく
ことがあります。また、畳や無垢の板、大理石などの天然

に洗剤を利用しましょう︒

キッチン
水回り

高い所
力仕事

注意点

ぼった際に、バランスを崩して床に

険に注意を！ 次に紹介する事故は本当にあった事例です。高い場所で
の作業はサポートを頼むなど、家族で団結して、掃除をしましょう。

注意点

洗剤の使用前には注意事項を読むこと

大掃除では、普段はスルーする場所までキレイにしたくなりませんか。
しかし、高い場所にのぼったり、慣れない作業をするときは、事故の危

1

重曹

汚れでもない限り、
「重曹」
「クエン酸」
「酸素系漂白剤」でほぼ落とせます。

段取りと団結力でテキパキ安全な大掃除を

窓
子ども部屋

酸素系
漂白剤

適材適所で
大活躍！

あると便利な清掃道具

●期限切れのポイントカードやキャッシュカードなど
ガステーブルのこびりついた汚れ
や、厚みのある汚れのこそぎ落とし
用に。
は け

●塗装用の毛足の長い刷毛
窓の桟や網戸、エアコンのフィル
ターなどのほこり払いに。

2

漂白、除菌、消臭、排水パイプ用洗浄剤には……

酸素系漂白剤

粉のままで使用。冷蔵庫内、食器棚などの除菌、
消臭には、小さじ （
1 5mℓ）
の酸素系漂白剤を 30 ～
50℃のお湯 1ℓに溶かし、それに浸した布を絞って
ふきましょう。

大掃除が終わったら胴上げ！？
すす はら

大掃除は、もともと「煤払い」として日本に根
づく年の瀬の行事です。正月に年神さまを迎える

以外の金属製品などは変形のおそれがあります。

武家屋敷が多くあり、とくに念入りに神棚を清めた
そうです。

度は 9 ～ 10mg/ℓ。軟水ならではの滑らかな肌触
りが、多くの人を魅了しています。

豊かな自然が育む、きめ細やかなお湯
みなかみ町は、緑豊かな山々や清らかな渓流、湖沼

一同を胴上げすることで、一年の厄を祓う意味が

など、美しい自然に恵まれた町です。湯量豊かな温泉

あったとか。一年の汚れをさっぱり落とした家を見

地としても名高く、全国的に有名な水上温泉や、猿に

ると、胴上げしたくなる気分もなんだか納得でき
ますね。

適材適所で
大活躍！

町の温泉です。泉質はアルカリ性単純温泉で、硬

戸時代には大掃除を旧暦 12 月 13 日に行う商店や

もありました。それは胴上げ。店の主人をはじめ、

シルクとウール、草木染めの布製品は変色、ステンレス

月夜野温泉

「月夜野温泉」は、群馬県北部に位置するみなかみ

準備をはじめる「正月事始め」の一つでした。江

この煤払いが終わった後には一風変わった風習

注意点

温泉紀行

群馬県
みなかみ町

まつわる開湯伝説を持つ猿ヶ京温泉など 18 の名湯、通
称「みなかみ 18 湯」を擁しています。
そのひとつが、古くから湯治場として親しまれてき

あると便利な清掃道具

た「月夜野温泉」です。湧き出るお湯は pH 値 9 強のア
ルカリ性単純温泉で、
硬度は 9 ～ 10mg/ℓとかなり低め。

●ペーパータオルを巻きつけた割り箸

入浴すれば、きめ細やかな軟水が織り成す、つるつる

レンジフードの細部、サッシの
レール、窓の桟などに。

すべすべの肌触りを実感することができます。

利根川に架かる月夜野大橋から望む月夜野温泉。奥に見え
るのは標高 1,977m の谷川岳を擁する谷川連峰。
谷川岳の﹁一ノ倉沢﹂は︑日
本三大岩場の一つ︒

ウルトラピュアソフトウォーターでラクラク大掃除
黒カビの発生もシャットアウト！
ミウラの軟水 “ ウルトラピュアソフトウォーター ” を使い始めてから水回りの大掃除が楽になった
気がしませんか？ それはミウラの軟水が水垢や石けんカスを残さないから、簡単なお手入れで水回

三峰山の中腹で、源泉かけ流しの名湯を

りはいつでも清潔ピカピカになるのです。
また、黒カビが発生しにくくなっているのもラクラクポイント！ 石けんカスを残さないことで、カ
ビの発生を抑えられるのです。

山の中にある公衆浴場「三峰の湯」の内湯（写真上）
と露天風呂（写真下）
。

月夜野温泉近辺には 8 軒ほどの温泉旅館のほか、みなかみ
町が運営する公衆浴場「三峰の湯」があります。
三峰の湯は、男湯・女湯ともに内湯と露天風呂を備え、ど

水垢の
でき方

ちらも源泉を贅沢にかけ流しています。また内湯の湯温は非
常に熱く設定されており、地元の人々や温泉ファンたちから
シンクについている水滴の中にカルシウムイオンや
マグネシウムイオンなどの硬度成分があると……

石けんカスの
でき方

水が蒸発して……

硬度成分
（カルシウムイオン、マグネシウムイオン）

石けん（脂肪酸ナトリウム）
※シリカ由来の汚れに対しては効果はありません。

3

付近には、縄文時代の遺跡で国
指定史跡の「矢瀬遺跡」も。

「入りごたえ抜群」と評されています。

硬度成分がくっついちゃいます！
これが水垢の正体

三峰山中腹というロケーションも、欠かせない魅力のひと
つです。四季折々の表情をみせる絶景とともに、軟水の名湯

合体！
！

金属石けん［石けんカス］
（脂肪酸カルシウム、脂肪酸マグネシウム）

を堪能してはいかがでしょうか。
石けんカス

DATA みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」

所 在 地：群馬県みなかみ町後閑 2265 ☎ 0278-62-1022
営業時間：〈11 月〜 2 月〉午前 10 時〜午後 7 時、
〈3 月〜 10 月〉午前 10 時〜午後 8 時（入場は 30 分前まで）
、第三水曜休み
入 浴 料：中学生以上 350 円、小学生以下 150 円（2 時間）
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軟 水 パワー
むずむず、ジュクジュク不快な水虫

硬度 2mg/ℓの超軟水「樵のわけ前」でまろやかに

ウルトラピュアソフトウォーターで
予防できる理由とは

本格焼酎 樵（きこり）

ミウラの軟水 “ ウルトラピュアソフトウォーター ” を使うと、本当に水虫
になりづらくなるの？ そんな疑問にお答えします。

そもそも水虫の原因って何？
水虫とは、白癬菌というカビが皮膚の角質層や爪などに寄生することで起こる皮膚の感染症です。白癬
菌の感染力は弱く、菌が皮膚などに付いても、あたたかく、湿った状態を長時間継続させなければ感染し
ません。つまり、感染予防には皮膚を清潔にすることと、通気性をよくすることが大切なのです。

では、なんでミウラの軟水なら水虫を予防できるの？
白癬菌の侵入について水道水とミウラの軟水の比較実験

水道水

赤い部分が白癬菌！
角質へ侵入！

焼酎との相性がよい水は、軟水です。焼酎づくりに軟水を
使えば、口当たりが優しく、風味が繊細になります。
鹿児島県志布志市の若潮酒造が製造している
「本格焼酎 樵」
は、軟水の魅力がよくわかる芋焼酎です。でんぷん量が豊富
な大隅半島産のさつま芋・コガネセンガン（黄金千貫）を、杜
氏の卓越した技で磨き込み、仕上げの割り水には地下1,117m
から採水した硬度わずか2mg/ℓの天然水「樵のわけ前」を使用
しています。芋、技、そして超軟水が織りなすまろやかな味
わいが、焼酎ファンのみならず多くの人々に大好評。2009年・
2010年には、モンドセレクション最高金賞を受賞しています。
なお「樵のわけ前」も、モンドセレクション最高金賞を9年連
続、さらにiTQi（国際味覚審査機構）優秀味覚賞を9年連続、
最高位・3つ星を6年連続で受賞している名水です。

本格焼酎 樵
1,800ml 2,351 円 ／ 720ml 1,296 円
（税抜・希望小売価格）
問 若潮酒造株式会社 http://www.wakashio.com

軟水

ほとんど

侵入していない！

※水虫ではない人の足の裏の角質を
採取し、白癬菌を塗り、自然に乾燥。
その足の裏の角質を液体純石けんを
つけた滅菌綿棒で5往復すり洗いした
後、水道水（ 硬 度約80mg/ℓ）また
はミウラの軟水で3回すすぎ洗いを実
行。その角質を高温・高湿度の環境
（35℃・95% RH）
に置き、48時間の保持
後に白癬菌を赤く染色して、
観察。
（写
真はその角質の断面を見たもの。
）

石けんと水道水で洗浄した角質には白癬菌が侵入していましたが、ミウラの軟水で洗浄した角質は、ほ
とんど侵入をゆるさず、侵入の深さも浅いことが観察できました。

白癬菌を洗い流す、軟水×石けんの洗浄力！
実は、石けんと軟水を組み合わせて洗うと、洗浄力がアップすることがわかっています。その洗浄力な
ら、白癬菌をも効果的に洗い流すことができます。だから、白癬菌を角質に侵入させず、水虫を予防する
ことができたのですね。

ひとたび水虫にかかってしまうと、さすがの軟水でも治すことはできません。医師にかかることが必要に
なってしまいます。やっかいな水虫にならないためにも、
日ごろから、
ミウラの軟水でしっかり予防しましょう。

軟 水 トピック
軟水の可能性に挑む！「ペットシャンプー開発奮闘記」
ミウラの「ペットシャンプー」を開発した巻田優花研究員の挑戦の
記録を、ウェブにて公開しています。ぜひご覧ください！
「私が、ワク沸クミウラです。
」http://www.wakuwakumiura.jp/iam/iam_03.html

キリトリ線

軟 水 生 活アン ケート

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、
イラストなどご自由にお書きください。

みなさまからのご意見を『軟水生活』の制作、
三浦工業の製品・サービスの向上の参考にさせて
いただきます。次の質問のご回答を右のハガキに
ご記入ください。ご協力お願いいたします。
❶ 軟水器をお選びの理由は？
A：家事のため B：肌の健康のため C：美容のため
D：子どものため E：ペットのため F：その他
❷ 軟水器の満足度はいかがですか？
A：大変満足 B：ほぼ満足 C：ふつう
D：やや不満 E：不満
❸ 軟水器を使って、驚いた効果などはございますか？
A：ある B：ない
❹ 前問❸について理由をお書きください。
❺ お使いの軟水器を親戚や友人におすすめしたいですか？
A：はい B：いいえ
❻ 前問❺について理由をお書きください。

もっと
い！
知りた

ウルトラピュアソフトウォーター
の詳しい情報は
こちらのウェブサイトで！
お役立ち軟水情報がギッシリ！
公式ホームページ
http://www.nansui.jp
最新情報が「 いいね！」
公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/upsw.miura

キリトリ線

やっかいな水虫は「軟水で予防」がいちばん！

5

軟 水 セレ クト

ペン
ネーム※
❶
性別

男・女

❸
年齢 ❷20代以下・30代・40代・50代・60代以上

アンケートは左の質問をご参照のうえ、以下にご回答ください。
❶

A・B・C ・D・E❷
・F

❸

A・B

❹

❺

A・B

❻

❷

❸
A・B・C
・D・E

※
『軟水生活』
掲載時のペンネームです。
記載のない場合は、
イニシャルを掲載します。

