の ひ ろ ば

犬のシャンプーQ＆A

愛媛県
ケロヨン さん
長崎県
ナンスイクラ さん

千葉県
ニャンスイ♪ さん

京都府
H.I さん

『軟水生活』
では、本誌や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に付属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

サンキュー ヒフヨウゴ

miura̲nansui.seikatsu̲ofﬁcial

マンガもあるよ。

Instagram

はじめました！
ぜひ
見てみ
てね。

0120-39-1245

【受付時間】
平日9:00〜12:00 13:00〜17:00
時間外は留守番にて承っております。

〒 799-2696 愛媛県松山市堀江町 7 番地
https://www.miuraz.co.jp/

公式ホームページ

https://www.nansui.jp

公式 Facebook ページ
＃ミウラの軟水 ＃ミウラの軟水生活
＃軟水生活 ＃mbeauty
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ドッグサロン コラボ
NAN-SUI-SPECIAL

山口県
Suzu☆ さん

福岡県 ハル さん

NAN-SUI-INTERVIEW

（島根県）

さん

さん

新築祝いはこれに決ーめた！

お風呂は温泉みたいだし、髪もツヤツヤ！ 本当につけて良かったと思
う私。お嫁ちゃんも軟水風呂のファンだから新築のお祝いはこれにし
ようと密かに計画中。

愛媛県 荻山こはな

福岡県 ｍｙｏｎｔａ

さん

●

東京都 みっつ

奈良県 もうすぐ30代に入ります さん

昆布だし 軟水使って 店の味

実家の水、違いを実感

息子との ほおずりとまらぬ 軟水効果

●

しばらく軟水のない実家に1週間ほど帰ったことがあって、手がカサカ
サになり、ハンドクリーム必須でしたが、軟水のある家に戻ってきて、
ハンドクリームをせずに軟水を使い続けていたら、ハンドクリーム要ら
ずの肌になりました。実家にも軟水すすめ中です。

米変えた？ 軟太郎に 変えました

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）

https://www.facebook.com/nansuiseikatsu/

公式 Instagram

@miura̲nansui.seikatsu̲official
2022.04

春はおさんぽ。
ばうばう速くなりゆく
足取り。

Vol.38

NAN-SUI-INTERVIEW
日本海に面する島根県大田市。東は出雲市に隣接、西部には世界
遺産の石見銀山があります。ドッグサロン コラボは市を東西に
貫く国道９号を「久手港入口」信号で日本海方面へ曲がり、車で約
３分走ると見えてきます。島根県ならではの石州瓦をふいた建物
で、かわいらしいロゴマークが目印。
今回はオーナーの森井義久さんにお店のこと、軟水を使って実感
していることなどをお聞きしました。

5

1
7

6

1・2 世界中のドッグショーで愛用されているシャンプー、コンディ
ショナーと、ミウラの軟水を使用 3・4 丁寧な手技でトリミング
5・6 ミウラの軟水ポスターが貼られた店内ではドッグフードやペッ
ト用品も販売 7 軟太郎で店舗と隣接する森井さん宅の水を軟
水に 8 店舗の裏側には“ 軟水マイクロバブル”の看板が

2

[お話を伺ったのは]

ドッグサロン コラボ
森井義久さん

3

「ワンちゃん、飼い主さんに喜んでいただくため
」
“ 軟水 &マイクロバブル”を導入！ 当店が山陰初です。
知識や経験の重要性を痛感
愛されるブリーダーの道へ

1

2013年にトリミングサロン
「コラボ」が誕生！

4

8

殖が少しずつ上向いていきました。

当店、水はもちろん、シャンプーにもこだわってい

店名はスタッフや同業の方、今までの私の人生に

ます。また、オプションになりますが( 初回はサー

関わった人たちとのコラボレーション……つまり

ビス)、毛穴の汚れをミクロの泡で落とすマイクロ

は色んな人と繋がって助けあいながらお店をやれ

バブルも選択でき、軟水シャンプーの仕上がりは

たらいいなぁ〜、との思いから「コラボ」にしました。

お客様に大変喜ばれています。

健康を第一に優しさと喜びが溢れるサロン

トリマーさんの手荒れが減り、ドッグバスのスノコ

今はドッグサロンとトイプードル、ポメラニアンの

繁殖が好転するようになったのは、トイプードルの

ブリーディングをしていますが、元々はシベリアン

ブリーディングを始めてからです。

ブリーディングのモットーは “ 健全で健康 ”。これ

こと尽くめです。

ハスキーのショーにチャレンジしていました。

トイプードルは月1回程度のトリミングが必要で、

を基本に考えています。あまり獣医さんのお世話

今後も、より多くのワンちゃんに幸せと、飼い主さ

ショーを通じて、多くのハンドラーさんやブリーダー

足しげくトリミングサロンに通うことになりました。

にならない健康な子犬をご提供することはブリー

んに喜びを与えられるよう努めます。

さんと知り合うなか、お宅や犬舎におうかがいする

すると、サロンにワンちゃんを迎えに来られたお客

ダーの使命だと思っています。サロンも同じです。

ように。そこで、さまざまな知識や情報を教えてく

様の多くが代金を支払った後に「ありがとうござい

犬に優しく、人に優しく、そして環境にも優しく。

れるブリーダーさんたちの人柄や仕事に向き合う

ました」と言って帰られることに気づいたんです。

水は全てミウラの軟水を使用しています。軟水と

姿勢に触れ、私もやってみたい！ と思ったんです

これに驚くと同時に面白いなと感じて、サロンの仕

はペット産業の展示会で出会いました。いろいろ

（笑）
。若かったせいもあり、思い立ったが吉日。ブ

事に興味を持ち始めたんです。かく言う私も感謝

なメーカーさんの商品が並んでいましたが、ミウラ

リーダーに挑戦しました。

の気持ちでいっぱいでしたが、やはり自分で繁殖

の軟水器にビビッときて、まずは自宅にデモ機を入

ただ、見よう見まねで始めた繁殖ですから、そう上

した犬は自分でキレイにしたい！ そして、トリマー

れて、体感。軟水風呂はまるで温泉、湯上がりポカ

手くはいきません。はじめのうちは、多くの失敗を

さんを迎え入れ、サロンを立ち上げました。

ポカでこれはイイ！ 石けんの泡立ちも違う！ と実

繰り返しました。

サロンを始めたことで、スタッフの力が加わり、繁

感して、導入を即決しました。

NAN-SUI-INTERVIEW 募集中

店舗や工場に軟水を導入したしたきっかけ、良かったことをメールでお寄せください。取材、撮影にうかがい、

『軟水生活』で紹介いたします。 nansui̲life@miuraz.co.jp

やシンクに汚れが付きにくくなるなど軟水は良い

犬にとって良いことや良いアイテ
ムを敏感に察知できるよう常にア
ンテナをはり、犬のことなら「やっ
ぱり“コラボ”」と言っていただける
店にしていきたいと思っています。

ドッグサロン コラボ
島根県大田市久手町刺鹿2241-2
☎ 0854-83-7753
https://www.facebook.com/yoshihisa
24collabo2013/

※感染症対策を十分に実施した上でインタビューを行っています。
マスクは撮影時のみ外しています。

2

NAN-SUI-SPECIAL

犬のシャンプー

お風呂好きの動物といえば…

Q&A

温泉につかる動物は、ニホンザルやカピバラ
が有名ですが、今年の干支のトラも水浴び好き。
水嫌いが多いネコ科の一種ですが、動物園など
で水や温水につかる様子を見ることができます。

軟水でシャンプーすると

野生動物が清潔を保つために

フワフワ、ツヤツヤの毛並みが復活！

猫の毛づくろいや鳥の羽づくろい、象の砂浴び、水

ご自慢のペットをシャンプーするときに

浴びなど、野生の動物も皮膚や毛、羽毛についた虫

気をつけてほしいこと、よくある質問などを

を排除したり、清潔にするための行動をとります。

P1-2でインタビューに答えていただいた

海洋哺乳類のイルカ、クジラ、シャチなども海底に

ドックサロン コラボの森井オーナーに

体をこすりつけて皮膚の健康を保とうとします。ま

アドバイスしてもらいました。

た、イルカのジャンプには、体を海面に叩きつける

Q.
A. 月に1回くらいが適当です。

ことで古い皮膚や垢を取り除く目的があるようです。

シャンプーはどのくらいの頻度ですればよいのでしょうか？

犬の皮膚の新陳代謝は約4週間と言われているため、1か月に1回くらいが適当だと思います。
目安は、匂いがしてきた、爪が伸びてカチャカチャ鳴らすようになった、体を頻繁に掻くようになった、
目やにが固まった、などいろいろなサインがあります。愛犬をよく観察することが大切です。

Q.
A. 必ず犬用のシャンプー&コンディショナーをお使いください。
軟水でシャンプーする際の注意点を教えてください。

水道水も軟水も耳や目に水が入らないようにする、よくすすぐなど、シャンプーの注意点は変わりません。ご家
庭でのシャンプーでよくある間違いは人用で代用してしまうこと。ワンちゃんには必ず犬用のシャンプー&コ
ンディショナーをお使いください。人の皮膚は弱酸性で、犬は弱アルカリ性です。犬用シャンプーは犬の汚れ
が自然と落ちやすいようpH7.5〜8に合わせてあります。
コンディショナーも同様です。カビや雑菌はアルカリ性や高温の中でよく繁殖することから、質の良い犬用コン
ディショナーは、弱酸性のpH6に留めていることが多いです。
なお、中途半端なシャンプーとドライは皮膚病の元です。ご家庭では、泥だらけの足を洗うなど部分洗い程度
にとどめ、定期的なシャンプーは専門の知識があり、設備・道具を揃えるプロに任せるとワンちゃんの皮膚の健
康維持、病気の早期発見、家族の負担減などにもつながります。軟水を扱うペットサロンも増えているようです。

ワンちゃんの皮膚を軟水で守ろう！
『軟水生活』はこれまでに、皮膚炎のワンちゃんに対しての軟水による皮膚バリア機能・肌の保湿
性・かゆみやフケの改善といった研究結果をご紹介してきました。
今回は、皮膚炎ではない元気なワンちゃん
に対する研究です。

皮膚バリア機能損傷から30分後の回復率

水道水よりも軟水を使った方が皮膚バリ
ア機能の回復が早いという結果が得られ
ました。
擦れやひっかきによって傷ついてしまっ
た皮膚を洗っても、軟水なら早く回復す

（％）
40
35
30
25

るというのは安心ですね。

20

皮膚炎のない健常犬6頭において、左右の腹部の皮膚に粘着テー
プを用いた処置
（テープストリッピング）で軽く皮膚バリア機能
を損傷させた後、水道水
（硬度158mg/L）
または軟水
（硬度1mg/L
以下）
を含ませたガーゼを10分間当てた。テープストリッピング
処置前、処置直後、処置30分後に皮膚バリア機能の指標となる経
皮水分蒸散量を測定し、回復率を求めた。

10

軟水を使った方が
回復しやすい！

15
5
0

水道水

軟水

※pH7を中性とし、7未満が酸性。7より大きい値がアルカリ性

3

ちょっと
話したい

軟水のこと

風呂上り、肌がいつもツルツルです。私、75歳です。
（神奈川県 シミヌキヤさん さん）

ちょっと
話したい

軟水のこと

ローズの入浴剤がお気に入り〜
（愛媛県 にこにここっちゃん さん）

4

ナンスイカ
その13

劇場

ナンスイカのお友達大募集！

不思議なフシギなナンスイカ。みなさまからナンスイカのお友達（イラスト）を
大募集中です。はがきに書いてお送りください。お友達候補は随時『軟水生活』
や公式 Facebook ページで紹介します。その中から「ナンスイカ劇場」に登場す
る場合もあります。

口コミ

今日めっちゃ毛づや
いいじゃん
どうしたのコレ

次の日

ワンワンワン

ナゴナゴナゴナゴ

ペットサロンってのに
行ってみたらこの通りよ

バウバウバウ
メッチャ毛ヅヤイイノ
ナンナンソレ？

ナンスイカ図鑑

ワンワンワン！
ペサロよペサロ！
ペットサロンだよ！

ミウラッコ

2

3

4

バウ！
サロン！

そのまた次の日

その次の日

1

イカ焼き？

Q

飛び込みが苦手です。人よりワン
テンポ遅かったり、きれいな飛び
込みができなくて悩んでいます。何かコ
ツがあったら教えてください。

サロン
（日焼け）
「ミウラッコ」
は兵庫県
グラノーラさんの作
品をもとにしていま
す。ご応募ありがとう
ございます！

カタイーカ

※今後ナンスイカ劇場に
登場予定

軟水ライフ通信販売に
新商品が登場しました！

天 然 の 軟水スポット に 出 合 う

軟水と相性のよい商品を扱っている軟水ライフ
通信販売のご案内です。
潤肌美人に新しい種類が登場し、バラエティセッ
トの組み合わせが変わりました。
しっかりした厚みで吸水力が高く、特に女性の
方に人気のタオル「エクスタシーエニータイム」
の取り扱いも始めました。
ぜひ専用ページで商品をチェックしてみてください
ユーザーID： nansui
パスワード： 391245

富山県中新川郡上市町黒川84

穴の谷霊水

スト
ダリ
金メ
ク
ッ
ンピ
オリ
みを
の悩
泳
水

が
さん
衣
亜
柴田
!!

解決

!

柴田 亜衣（しばた あい）
福岡県生まれ。鹿屋体育大学
卒。アテネ五輪の800m 自由
形で、日本人女子自由形選手
として初となる金メダルを
獲得。北京五輪後に引退し、
現在は講演会やイベントな
どで幅広くスポーツの振興・
普及活動に携わっている。

プレゼント
当たるかも

飛び込みは飛び出しから入水するところだけではなく、入水
してからの浮き上がりも大切です。それは飛び込むことだけ
じゃなく、日々の練習中に何十回と行うターンのあとにストリーム
ラインの姿勢をしっかり作ることでも改善できますから、ぜひ意識
して取り組んでみてください。私も飛び込みは苦手で、ずっと人よ
りワンテンポ遅い飛び込みしかできませんでした。何度練習しても
うまくならなかったので、私は「飛び込みで遅れた分は泳ぎで取り
戻そう」と泳ぎを伸ばすことにしました。全部うまくできなくても良
いんです。苦手なものを直すより、まずは得意なものを伸ばしてみ
てはいかがでしょうか。そのほうが練習も楽しいですよ！

A

クロ ス ワ ード

①

クロスワードパズルを解いて、A〜Hに当てはまる文字をアルファベット順に
並べると、ある言葉が出てきます。答えをはがきに書いて送ってください。
正解者には抽選でプレゼントが当たります。ぜひご応募を！

著作権の取り扱い
お送りいただいた作品にかかる一切の権利は三浦工業に帰属し、作者は作品に関して著作権・著作者人格権を行使しないものとします。

硬 度 5. 1mg / L

富山市の東隣にある上市町。この町の北部にある穴の谷
霊場に湧く水が「穴の谷霊水」です。水源は名峰「剱岳」
。
環境省認定の名水百選や、とやまの名水に選ばれ、全国各
地から多くの人がこの水を求めて訪れます。
※「穴の谷」は富山弁で「あなんたん」と呼ばれます。

よこのかぎ

たてのかぎ

①「花」を英語で。
③ ハワイの伝統舞踊。○○ダンス。
④ 北海道の日高山脈の最南端は「えりも
○○き」
。
⑦ 食品や化粧品で、油分を含んでいない
こと。○○○○○ドレッシング。
⑨ 低○○圧⇔高○○圧。高○○圧の人は
塩分の取りすぎに注意。

②
A

③
C

④

正解者の中から3名様に、P5の軟水トピックで紹介した
「潤肌美人」を5包と「エクスタシーエニータイム」1枚を
セットにしてプレゼント！（種類、色は編集部セレクトです）

G

⑤
H

⑦

① 片足立ちが得意なピンク色の鳥。
② 動物を捕まえる仕掛け。
⑤ 洗濯物干しや釣りに使う細長い棒。
旗、タンス、羊かんなどを数えるとき
の単位。
⑥ 三拍子の舞曲やそれに合わせるダンス。
⑧ くぼ地に水が自然にたまった所。古○○
や蛙飛び込む水の音。

B

D

⑧

E

⑨
F

ヒント 軟水で洗うと…。
A

B

C

D

E

F

G

H

前号Vol.37の答え

かA みB にC もD なE んF すG いH
①

②

みB か んF

締め切りは2022年6月30日
（木）消印有効。
ご応募には、付属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。

⑥

④

にC いH

④

③

か

④
I

た

⑤

も

⑥

③

D

かA こ

⑦

もD の が た り
⑩

⑧

ち しB すG なE

E

ぬりえ

ぬりえ

紹介コーナー

紹介コーナー

（vol.34より）

（vol.34より）
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水泳教室

（茨城県 大ちゃんマン さん）

ニャンスイ

トピック

ゴールドあい

No.013

カタイーヌ

メッチャ毛ヅヤ
イイネ？

第5回

（東京都

せっかちボーイ さん）

（茨城県

アルトリリーと母 さん）

（神奈川県

みっち〜 さん）

（広島県

まーくん さん）

（滋賀県

まっつん さん）

（愛媛県

おさなさん さん）
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