水が変われば暮らしも変わる

軟 水 生 活

軟水生活プレゼント
温泉気分でしっとり、
つるつる、
すべすべ肌に！
うるはだ

軟水専用入浴剤
「潤肌美人」
アソートセット３組を30名様にプレゼント！
「潤肌美人」は美人の湯として親しまれる道後温泉、下
呂温泉にならって作られた軟水のための入浴剤。この「潤
肌美人」
アソートセット 3 組を 30 名様にプレゼントします。
しっとり、つるつる、すべすべな美肌づくりに、ぜひこの
入浴剤をお試しください。
本品には浴槽や風呂釜を痛める硫黄は入っていません。
お肌がデリケートな方やお子様もお使いになれます。
プレゼントのご応募には、このページのハガキをご使
用ください。締め切りは、平成 26 年 5 月 16 日消印有効。
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。

Vol.2
「潤肌美人」
アソートセットには、
道後温泉タイプの
「ロー
ズ／にごり湯マイルド」
・
「森林／にごり湯マイルド」と、
よりつるつる度を高めた下呂温泉タイプ「森林／無色」
・
「ローズ／にごり湯」
・
「ラベンダー／にごり湯」の 5 種類、
各 1 包が入っています。

キリトリ線

料金受取人払郵便
松山西郵便局
承認

106
差出有効期間
平成27年2月16日まで

切手不要

みなさまとつくる『軟水生活』

7 9 9 2 6 9 6

『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。本誌にご紹介していき
ます。

愛媛県松山市堀江町７番地
三浦工業株式会社

『軟水生活』Vol.2
読者アンケート＆プレゼント係 行

キリトリ線

お便りには必ず、
お名前、
ご住所、
ペンネー
ムなどを明記してください。なお、
お便りは、
誌面の都合上、割愛・補足することがござ
います。また、お送りいただいたお便りや
イラストはご返却できません。ご了承くだ
さい。
次号のお届けは 2014 年 5 月。NAN-SUISPECIAL のテーマは「殺菌」です。
FAX：089-960-4319
メール：nansui_life@miuraz.co.jp

ご
住
所
E-mail

TEL

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

2014.03

フリガナ

※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。

衣替えのコツは
賢い洗濯術
ここに来た！

春が来た！

冬物から春物へ

汚れをキレイに落とす
そのひと手間が大切

衣替えのコツは
賢い洗濯術

「全部まとめて」はやめて、汚れが軽いも
のとひどいものを仕分けて、それぞれ別
に洗濯を！

Point!

汚れを落とすには、天然繊維と化学繊維など衣

１

類の素材や種類、汚れ具合にあわせた洗濯方法が
あります。そのためには洗濯物の仕分けや洗い方
に、ひと手間かけるのがコツ。その 5 つのポイント
を右にまとめました。

Point!

2

Point!

3

Point!

4

うららかな春が、もうそこに。

Point!

5

冬物から春物への衣替えの季節になりました。
そのとき、洗濯をどうするかが、

汚れが付きやすい襟や袖口は、部分洗い
用の洗剤で洗うなど、必要に応じた前処
理を！
ウールやシルクなどは洗濯絵表示で事前
に確認し、それにあわせた洗い方や使用
洗剤を！
初めて洗うときは、色落ちに気をつけて、
別洗いするなどの気配りを！
この時期は衣類に付着する花粉が悩みのタ
ネ。柔軟剤は衣類を柔らかく仕上げるだけ
でなく、静電気防止効果もあります。柔軟
剤の活用で花粉の付着を減らしましょう！

次の衣替えの泣き笑いを決めます。
賢い洗濯術で、衣替えの達人になりましょう。

衣替えの黄ばみトラブルは
つけ置き洗いで予防

衣替えのトラブルは洗濯で解消！
衣替えで、お気に入りの衣類を引っ張り出して
みたら汚れや黄ばみ、シワが気になったことはあ
りませんか。虫食いで大切な衣類に穴が開いてし
まったなんてことも。
こうしたトラブルは、賢い洗濯術で予防できま

け置き洗いです。衣類を洗剤で溶かした水につけ

正解は 3 ページの一番下にあります。

置きして皮脂を落ちやすい状態にした後、ふつうに

手洗イ
30

平

E◦

◦❺ い温度（80 ～ 120℃まで）で掛け

F◦

◦❻ 日陰の平干しがよい。

載されています。お気に入りの衣類は特に、しっ

1

ⓒ

弱
40
中性

アイロンは 120℃を限度とし、低

るのがよい。

衣類に残った汗 や 皮 脂 などは、虫 食

濯表示）
」
。この絵表示には、色落ち、縮み、傷み

塩素系漂白剤による漂白はでき
ない。

かり 洗 濯 することと、賢い収 納 方 法で

◦❹

いの原因になります。その予防は、しっ

D◦

分目程度にして、余裕を持たせます。

意外と見落としがちな衣類の「洗濯絵表示（洗

8

す。衣装ケースに収納する場合は、その

◦❸ ドライクリーニングはできない

さらに、防虫剤や吸湿剤もいっしょにい

C◦

液温は 30℃を限度とし、弱い手洗
いがよい（洗濯機は使用できない）

「収納上手は捨て上手」ともいわれま

◦❷

れておきましょう。

B◦

洗濯をするだけで衣替えの黄ばみ予防になります。

す。何年も着ていないような衣類の「断

A◦

「弱」:洗濯機の弱流水か手洗いがよいことを表示
◦❶「数字」:洗濯液の温度の限界を表示
「中性」:中性洗剤を使うことを表示

捨離」も考えてみては。

低

ドライ

かりと絵表示を確認しておくことを忘れずに。

皮脂をスッキリ落とすのに効果的な洗濯術が、つ

み合わせてください。

エンソ
サラシ

などの、衣類の洗濯トラブルを予防する情報が記

ばむ原因ですし、いやな臭いのもとになります。

次の A ～ F の絵表示と①から⑥の説明文を正しく組

実践です。

洗濯絵表示をキチンと確認

ていることも。この残った皮脂の酸化が、衣類が黄

知ってるつもり！？洗濯絵表示

衣替えでは収納もしっかりと

す。さあ、トラブルゼロ、ストレスゼロの衣替え、

ちゃんと洗濯したつもりでも、衣類に皮脂が残っ

2

温泉紀行

洗濯機を賢く使うコツ

岐阜県下呂市

岐阜県下呂市の「下呂温泉」は、飛騨の山々に囲

下呂温泉
げ

風呂の残り湯の活用は節水になりますが、皮脂な
どの汚れが含まれ、黄ばみの原因にもなります。す

ろ

まれた緑豊かな温泉地です。お湯は非常に硬度の
低い軟水で、きめ細やかな肌ざわりが大きな魅力
となっています。

すぎにはきれいな水を使いましょう。
また、洗濯機には洗濯物を詰め込みすぎず、8 分
飛騨の山間に流れる飛騨川の周りに、
名湯・下呂温泉の温泉街が広がる。

目を目安に。詰め込みすぎは、汚れが落ちにくくな
るだけでなく、洗剤が溶け残る原因にもなります。
洗濯ネットは衣類の傷みやシワ、からまりや糸ク
ズの付着を防いでくれる便利なアイテム。これを上
手に使いこなすのも賢い洗濯術の一つです。

洗濯物はなるべく早く乾かすこと

全国的にも珍しい温泉の博物館
「下呂発温泉博物館」
。開館時間
は午前 9 時〜午後 5 時（木曜休
み）
。入館料 400 円。
（税込み）

河川敷に点在する灯籠のような「源泉塔」
が、源泉を汲み上げている。

洗濯物を早く乾かすには、日当たりはもちろん
ですが、風が通りやすくなるように重なりを少な
コンのドライ機能を使ったり、除湿機や扇風機で

温泉街の中心部にある白鷺橋の上には、
猿とたわむれる林羅山の像が立っている。

くして干すのがコツ。室内干しをするときはエア

有馬・草津と並ぶ「日本三名泉」

室内の空気に流れをつくりましょう。

下呂温泉の歴史は平安時代、湯ヶ峰山頂付近に温泉が湧き出たこと
に始まります。鎌倉時代には、現在の温泉地付近を流れる飛騨川の河

黄ばみやゴワゴワを解消、洗剤の量もグ〜ンと節約
軟水で洗濯すれば、洗浄力と仕上がりがバツグン
洗濯したのに、衣類が黄ばむ、ゴワゴワする。その原因は、水道水にあるかもしれません。水道

原に源水が移動したと、下呂の「白鷺伝説」が伝えています。
江戸時代初期には、儒学者・林羅山により「有馬・草津と並ぶ日本
三名泉」と称され、天下に名だたる湯治場として多くの人に親しまれ
るようになりました。

水の硬度成分が洗剤の残りカスをつくり、それが衣類に付着して、黄ばみやゴワゴワとなります。こ

下呂の名湯を、開放的な「噴泉池」で

れを解消できるのが軟水です。軟水なら洗剤のカスができず、少ない洗剤でも泡立ちがよく、汚れ

洗浄比較実験結果
をキレイに落としてくれます。節約ができて、仕上がりもふんわり。軟水のうれしい特徴です。
ミウラの軟水と水道水で洗濯の洗浄効果を比較しました！
ミウラの軟水と水道水洗濯の洗浄効果の比較試験結果
1.8

ミウラの軟水

同じ量の洗剤で
汚れ落ちがいい！

1.6

洗浄力の比

1.4
1.2

水道水

1
0.8

水道水

0.6
0.2
0

0.5

1

6

軟水

4

同じ洗浄力で
洗剤使用量が減る！

0.4
0

◀洗浄効果は、石けんが水道水の硬度分と結合して石けんカスがで
きると下がります。ミウラの軟水は硬度分を取り除いてあるため、水
10
の犬で
より多く P ！
道水よりも洗浄力が高いのです。
U
汚れ落ち
8
毛づやが
スッキリ！

2
1.5

（標準使用量を１とする）洗剤使用量

※ 10 枚の湿式人工汚染布を粉末合成洗剤で洗濯試験機にて洗浄し
た後、洗浄前後の反射率を測定することにより洗浄効果を評価
（JISC9606 電気洗濯機の洗濯性能試験に準拠）

0

水道水

▲汚れ落ちがいいミウラの軟水で洗濯すると、
衣類が黄ばみにくくなります。

JR 高山本線の下呂駅から飛騨川沿いにかけて温泉

［1 ページ知ってるつもり！？洗濯絵表示の答え］A−❷、B−❹、C−❺、 D−❸、E−❻、F−❶

泉質はアルカリ性単純泉で、
硬度 0.1mg/ℓの軟水です。
このお湯を無料で満喫できるのが、下呂温泉のシ
ンボル「噴泉池」
。下呂大橋の下の河原にあり、脱
衣所も壁もなく開放感抜群（水着を着用）です。飛

※市販の粉 末合
成洗剤を用いて
水道水
（硬度約
80mg/ℓ）
もしくは
ミウラ軟水で洗濯
した後の湿式人
工汚染布の様子

騨の山々が見渡せ、川のせせらぎが聞こえる絶好の
冬の噴泉池。降り積もっ
た雪を眺めながらの入浴
も一興。

ロケーションで、軟水ならではの、なめらかな肌触
りが楽しめます。

軟水

DATA 下呂温泉噴泉池

所 在 地：岐阜県下呂市幸田

3

宿やホテルが立ち並び、賑わいをみせる下呂温泉。

夜間も利用できる噴 泉
池。入浴には男女ともに
水着を着用。

☎ 0576-24-2222
（代）
下呂市観光課

営業時間：24 時間
（清掃時間を除く） 年中無休

入 浴 料：無料

4

軟 水 パワー

軟 水 セレ クト

つるつる、スベスベ、しっとりと

自宅でカフェの味わいを再現！

ミウラの「ウルトラピュアソフトウォーター」で湯を張ったお風呂に入ると、
肌にうるおいを感じたり、温泉につかっている気分になりませんか？

軟水でコーヒーを淹れると、コー
ヒー本来の味わいと風味を豊かに楽
しめます。というのも、コーヒーの味
を左右し、コーヒーそのものの特徴
を変えてしまうカルシウムとマグネ
シウムが、軟水にはほとんど含まれ
ていないからです。
コーヒーに関する知識の啓蒙普及
などを展開する一般社団法人全日本
コーヒー協会も、コーヒーには硬水
より軟水の使用をオススメしてます。

軟水のお風呂でいつも肌にうるおいを

軟水で風味豊かなコーヒーを

そのわけは……石けんカスを残さないから！
水道水のように硬度成分がある水で石けんを
使うと、石けんカスができてしまいます。この石
けんカスが肌に残ると、つっぱりやかゆみ、乾燥
肌など肌トラブルの原因になるんです。

石けんカスはこうしてできる

その点、ウルトラピュアソフトウォーターには、
硬度成分が含まれませんから、石けんカスを残
さず、うるおい肌を保てるわけです。

肌トラブルの原因

自宅で淹れる
おいしいコーヒーのポイント

❶コーヒー豆や粉は新鮮なものを使い
ましょう。
❷清潔な抽出器具やカップを使用し、
あらかじめ温めておきましょう。
❸コーヒー豆は抽出器具に合わせて挽
いたものを使用しましょう。
❹コーヒー豆や粉と水の量は、パッケー
ジなどの解説に従い、適正な分量を 豆が少量でも短時間でまろやか
なコーヒーを抽出できるのも軟
使用しましょう。
水の特徴です。
❺抽出時間や抽出温度を守りましょう。
※
（3）
と
（5）
はインスタントコーヒーには該当し
ません

キリトリ線

石けんカスを残さない軟水なら、つるつるお肌をキープします！

水に含まれている硬度成分が石け
んとくっついて、石けんカスが誕生。
これが肌に残ると、つっぱりやかゆ
みなど肌トラブルに発展！

ウルトラピュアソフトウォーターの場合

しかも……
ラピュアソフトウォーターのお風呂で温泉気分を
楽しみながら、うるおい肌を保ちましょう。
★ウルトラピュアソフトウォーターはミウラの軟水です。

使えば 使うほ
ど、知 れ ば 知る
ほど、その良さを
実感できるミウラ
の「ウルトラピュ
アソフトウォーター」
。この公式
ホームページがあるのはご存知で
すか？
ホームページでは、軟水と相性
バツグンの商品紹介やイベント情
報、軟水に関する学会発表、軟水
体感スポットまで、軟水にまつわ
るありとあらゆる最新情報を随時
公開しています。
これをチェックすれば、より軟
水ライフが楽しくなります。

キリトリ線

ウルトラピュアソフトウォーターな
ら汚れも石けんもスルッと流し、つ
るつるの美肌を保てます。
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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。

最新の軟水情報を随時更新！

ウルトラピュアソフトウォーター
公式ホームページ

水道水の場合

ウルトラピュアソフトウォーターは、
「美人の
湯」といわれるナトリウム温泉に近いイオンバラ
ンス。保湿効果もすぐれています。今日もウルト

軟 水 トピック

公式ホームページ
「ウルトラピュアソフトウォーター
（高純度軟化水）で快適ライフ！」
http://www.nansui.jp

『軟水生活』掲載時のペンネームをお書きください。
記載のない場合は、ご本名を掲載します。
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