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夏バテ知らずの体調には、食欲をなくさ
ないような食事内容も大事になりますよ
ね！ドック・ラビット・エンハンサーは
食欲増進効果もありますのでお薦めです。
そしてビタミン類の補給もこの時期は大
切です。体調不良やストレスが溜まって
いる時などにもお試し下さいね♪

子供達の夏休みももう残り少なくなりました。
楽しく過ごせましたか？さて、今年も 11 月
に『うさフェスタ 2007』が開催されます。
みなさんのうさぎさんもファッションショー

『うさコレ』に出てみませんか？オリジナル
のお洋服を着せてみんなに自慢しちゃおう！！

も ち ろ ん 既 成 の
お洋服でも OK で
す（^^）詳しい
事はこれから HP
で も お 知 ら せ し
て い く の で 楽 し
み に 待 っ て て 下
さいね♪
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毎年のことながら、この暑さには思いやられますね（> <）皆様はいかがお過ごしですか？しっぽのある関東では、
空梅雨から一転し、台風の影響で雨が多く降ったり、なかなか梅雨が明けなかったりと一筋縄ではいかない季節の
移り変わりを向かえています。待ちに待った梅雨明け後は、気温が３５度を超える猛暑日があったりとこの夏も手
強いようですよ！そしてお知らせです！ HP のオンラインショップがリニューアル☆是非ご覧くださいね♪それから
ポイント制度もスタートしました♪会員登録をしていただいてお買い物いただくと、金額に応じてポイントがつき
ます♪これはお得なサービスですね！詳しくは、HP をご覧くださいませ！

今年は猛暑！いやいや平年並み？どうなるのでしょう？
どうぞ、熱中症などには充分に注意してくださいね。

いよいよ夏本番です！
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インターネットの注文時に会員登録して頂くと、①ポイントが付き、②二回目以降の注文の時
に楽になり、③お買い物の履歴も残るようになりました。そうなんです、注文しやすく、お得
になりました！是非ご利用下さいね！
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皆さんご存知でしたか？東京店はお店に入
ってすぐの所に、その季節ごとにうさぎさ
んの為になる物のミニコーナーを作ってい
ます (^^) ぜひぜひ参考にして下さい♪今は

夏という事で「夏の大
掃除コーナー♪」と、

「ダニ＆ムシ対策コー
ナー♪」です。いつも
旬な事柄を取り入れて
いこうと思っているの
で楽しみにしていて下
さいね♪質問がありま
したら気軽に聞いてく
ださい☆

ポイント制開始♪ポイント制開始♪ポイント制開始♪

■登録までの流れ
 1. 以下のフォームにメールアドレスを入力して下さい。ご入力いただ
　　いたアドレスに確認のメールが届きます。
 2. 確認メールに記載されているアドレスにアクセスし、お名前・ご住
　　所など必要事項を記入して下さい。
 3. 登録が完了すると仮のパスワードが発行されますので、忘れずにメ
　　モして下さい。
 4. 登録したメールアドレスと発行されたパスワードをショップ右上の
　　「ログイン」欄に入力してログインします。
 5. そのままでもご利用可能ですが、安全のためなるべく早くパスワー
　　ドを変更して下さい。ログイン後の管理画面で簡単に変更できます。

■ポイントについて
うさぎのしっぽ通信販売をご利用いただくと、お買い物金額に応じてポ
イントがつきます。ポイントは商品代金 50 円（税抜き、送料・代引き
手数料抜き）に対して 1 ポイント加算されます。1 ポイント＝ 1 円とし
て次ぎ以降のお買い物にご使用できます。



皆さんの質問にお答え致します。
もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A

Q:今年で４年目になるんですが、最近夏が原因なのか年なのかわか
りませんが、よくおなかをこわすんです。ここ２・３日下痢が続いて
います。健康食品をあげていますがあまり効果がありません。クール
アルミボードを暑いかと思ってひいてあるんですが、よくそこで寝そ
べっているんです。それでおなかを冷やすってことはないてすか？ど
うしたらいいですか？教えてください。（一部中略）

A:下痢が続いていることは大変心配な状態です。お腹を冷やしてし
まったことでというよりは、お腹の調子自体が優れないという状態な
のだと思います。まだ下痢が続いているようならば、どうぞ早めに獣
医師にご相談していただきたいと思います。そして、うさぎさんの飼
育環境も見直していただくことも大事かもしれません。クールボード
は室内温度から決まった温度（５度くらい）を下げられるものですの
で、元になる室内温度が低すぎないかということも考えてみていただ
きたいと思います。ストレスがないかということも含めて、環境を整
えていただきながら、体調が万全であるように、対処してあげること
が大事だと思います。

Q:1才になるメスうさぎを飼っています。種類は「ネザーランドドワ
ーフ」です。家に来てから１年たつのですが、抱っこをしようとする
と嫌がって逃げてしまいます。なので、爪を抱いて切ることが出来な
いので抑えて切ろうと試みるのですが、暴れると危ないので切れませ
ん。お出かけ用のキャリーにも入ってくれないのでお店に切りに行く
ことも出来ません。爪が伸びて可愛そうなので早く切ってあげたいの
ですが、どうしたら爪を切ってあげることが出来ますか？後、嫌がら
ずに抱っこすることが出来ますか？（一部中略）

A:うさぎさんは本来、抱っこをされることが苦手です。これは、捕
食される動物であるため、本能としてイヤなのだと思います。ですの
で、いかにストレスを与えずに抱っこを行えるか、これは飼い主さん
が慣れることが必要なのです。飼い主さん次第で上手になれることで
もあるのです。もちろん上手になるには時間がかかるかもしれません
が、本人次第とわかれば、少しずつでも上手になれるのだと思います。
素早く的確に出来るよう、チャレンジしていただきたいと思いますよ。
爪を切るには、抱っこすることが不可欠ですよね。不安定な抱き方は
うさぎさんに逃げられる要素を与えてしまいます。そうするとうさぎ
は力一杯抵抗します。興奮しやすい性格がうさぎにはありますので、
その状態で離してしまうと、やっとの思いで逃げらたという記憶を作
ってしまいます。これがうさぎの記憶に植え付けられると、手を見た
だけで、捕まえられる、逃げなくてはという行動になってしまうので
す。抱っこするときは躊躇せずに素早く捕まえて、うさぎの興奮がお
さまるまで我慢しましょう。ケージの中で捕まえてしまうことのほう
がよいかと思います。お部屋に放した後などですと、捕まえるために
追いかけ回してしまうことになってしまいますからね。そしてうさぎ
さんの普段の縄張り以外の場所のほうが、いつもよりおとなしくなり
ますので抱っこしやすいかと思います。この時にその場所へ抱きかか
える必要があるときは素早く行うことがコツです。この時飼い主さん
に迷いがあったりすると、逃げられてしまいますので、ここぞという
時には絶対放さないという心構えで取り組んでいただくことが必要で
す。抱っこの方法は、縄張り以外の場所に連れていったら、うさぎさ
んと飼い主さんが向かい合った状態でうさぎさんの動きを止めて、お
腹に手を入れます。持つポイントとしては前半身の腹部です。ここの
持つ位置が正しいと、うさぎさんをそのまま片手で持ち上げてもバラ
ンスがとれて持ち上げることが出来ます。安定感を持たせるために首
のうしろ（頭の後ろ）にも軽く手を置いてあげます。こうするとうさ
ぎさんを上に持ち上げられると思います。そうしたらすぐに先ほど頭
においていた手をお尻にまわしてあげます。うさぎさんの体が丸くな
るように安定させてあげてください。後ろ足が不安定だったりするこ
とがうさぎさんは苦手なようですからね。ただ、お腹に手を入れるポ
イントがバッチリだった場合は、暴れることも少ないようです。そし
て最後はうさぎさんから逃げ出すように放すのではなく、飼い主さん
の意思でしっかりと開放してあげることが重要です。文章ではわかり
にくいことが多いかと思います。是非、専門店や担当の獣医師にどう
すれば簡単にできるのか、直接伝授していただくとよろしいかと思い
ます。まずはお互いが抱っこに慣れることが大切ですからね。そして、
キャリーに入ってくれないと嘆くのではなく、入れてあげられるよう
に頑張っていただきたいと思います。普段からキャリーバックをひと
つの遊び道具として、サークルやお部屋の中に設置してしまうことが
よろしいでしょう。常日頃から親しんでいれば、それがイヤな物とい
う認識がなくなるといえますからね。イヤな場面である、苦手な抱っ

こやお出かけの時にばかり登場するのであれば、私たちでも嫌いにな
ってしまいますから、そうではない環境を作ってあげていただきたい
と思います。そうして抱っこに慣れれば爪切りもできますからね。ま
ずはじめは専門家にお願いすることがよいと思います。その時に爪切
りの方法も教わるとよいでしょう。

Q:一年五ヶ月ぐらいになるオスのミニウサギを飼っているんですが、
爪をそろそろ切らなきゃな・・と思っていた頃に自分でかじって、ひ
っぱって切っていました。その行動は普段からではなく、爪が気にな
ってからしているようです。前足、後ろ足ともにしていて　危なっか
しいです。あとからみてみるとちゃんと切ってあるのですが、この行
動には何か理由があるのでしょうか？かじる前に早めに爪を切ったほ
うが良いのでしょうか？（一部中略）

A:人間では爪を噛んだりする行為は癖だったり、ストレスだったり
するようですが、うさぎさんにとってはどのような意味があるのでし
ょうね。ただ、この行為が見られる時期が、爪が伸びているような時
期でもありますので、邪魔になってきた爪を囓っているということも
考えられるでしょう。稀に聞く話でもあります。野生のうさぎであれ
ば、穴掘りや野山を駆け回ることなどで爪が摩耗しているといえます。
ペットうさぎの場合には飼い主さんが定期的にカットしてあげること
が必要だということです。中には遊び上手なうさぎさんもいて、あま
り爪が伸びない（上手に摩耗させている）子もいるようです。今回の
場合には、邪魔だな～と自分で調節しているのかもしれませんね。ま
たストレスだったり、繊維質が不足しているときに毛を食べてしまう
行動もありますから、爪を囓っているということであっても、生活全
体を見直してみることも大事かもしれません。バランスの良い栄養を
摂取しているか、牧草はたっぷり食べているかなど、このあたりも注
意してみてください。また爪にではなく歯に関係していることもある
かもしれません。いずれにしましても、爪が長くなってしまう前に、
チェックしていただいて、そして、爪を囓ることよりも、もっと楽し
いものを与えていただくことで、こちらに気が向くようになるかもし
れませんから、かじり木の形や堅さなど、お気に入りのものを探して
あげることもよいでしょう。木に限らずに、牧草だったり、牧草でも
チモシーバーのようなちょっと違った形状や、パインコーンのように
囓りごたえのあるものなど、いろいろ試していただきたいと思います。

Q:５カ月になるロップイヤーを飼っているのですが、床材にすのこ
で、その上に新聞紙が敷いてあります。今の時期は暑いから新聞紙は
外したほうがいいのですかね？そこで、おしっことか糞をしてしまい
ます。トイレは設置はしていますが、そのために、足の裏とかが汚れ
ているのでペット用シャンプーとかで洗ってあげてもよろしいのでし
ょうか？床材ですけど、網に変えてあげようかなって思っていますが、
最初、変えた上に新聞紙を敷いたあげたほうがいいのですか？それと
ペットショップで、売られていたときに段ボールとかで、うさぎが入
れるぐらいの隠れ家みたいなもので、ゲージの中においてあったので
す。それは続けて入れてあげたほうがいいのでしょうか？飼って3カ
月です。どうぞよろしくお願いします（一部中略）

A:ケージの床面がすのこで、その上に新聞紙を敷いていらっしゃる
ようですが、トイレの場所も一定ではないようですので、まずは新聞
紙を外してあげることがよいと思います。すのこの場合でも、おしっ
こや糞などはその下に落ちてくれるともいえますので、新聞紙などを
敷いた場合よりはうさぎさんの足裏やお尻などは汚れにくくなるとも
いえると思います。もちろん、すのこよりも下網のほうが、よりおし
っこを下に落としてくれますので、トイレがなかなか一定の場所に決
まらないなどという場合には、こちらに替えてあげることもよいでし
ょうね。そしてうさぎさんの体の汚れも、きれいにしていただきたい
と思います。ひどい汚れの場合には、小動物用のシャンプーを使って
部分的に洗ってあげることや、グルーミングスプレーなどを利用した
り、もしくは、濡れタオルなどできれいにしてみることなどからチャ
レンジしていただくと不安も少ないかもしれません。うさぎさんのケ
ージの中に、隠れ家となるようなハウスを入れてあげることはよいこ
とです。うさぎさんは暗かったり、狭かったりするところが好きだっ
たりもしますので、小さなころからこれらがある環境であれば、体の
成長に合ったハウスなどを入れてあげるとよいと思います。段ボール
などの素材の場合には、うさぎさんが囓ってしまわないことが条件に
なるかと思いますので、できれば囓っても安心できる素材の木製品や
わら製品のハウスなどが望ましいと思いますよ。

今月はうさぎのケアについてのご質問を集めてみました！ケアと一言でいっても、体
調に関してのケアの方法や、グルーミングなどに関してのケア、食事や飼育環境など
本当に様々です。その場その時の状況で対処の方法も色々ではありますが、今回ご紹
介した内容を参考に、うさぎさんのケアについても考えてみてくださいね！



うさぎの言葉

季節の中でも夏の暑さ好きな私ですが、連日のこの暑さには少々堪え気味です。皆様も体調を崩されぬように気を付けてお過ごし
いただきたいと思います。前号の特集では、「まさか！の時の避難セットを考えましょう」という内容をお届け致しましたが、７月
に入ってから、豪雨や台風、そして地震などの災害の報道が続き、自分の身には・・などと甘く考えていたことが現実に起きて、
切実な問題なのだと改めて考えさせられました。８月は台風が最も多く接近する季節でもありますので、今後も注意しながら過ご
していくことが必要のようです。また、今年から猛暑日（最高気温が３５度を超える）という言葉が生まれたように、過酷な暑さ
の日々が続くのかもしれません。お留守番のうさぎさんが快適に過ごせるように、環境を整えてくださいね！ではまた♪

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

Q: うちのアメファジなのですが、フケ状の白い物ができ病院へ行き
ました。フケの周りをバリカンで刈り、抗生剤の塗布剤をもらい使っ
ていました。フケはしばらくしたら無くなったのですが、バリカンで
刈ったところがもう３ヶ月位たつのに毛が薄くしか生えません。再度
病院に行って消炎剤と真菌のシャンプーを塗ったのですが、あまり変
わらずフケも違う場所に出てきました。痒がりもせず、食欲もあり元
気なのですが心配です。そちらで販売されているものを試してみよう
かと思うのですが何がいいでしょうか？（一部中略）

A: うさぎの皮膚はとても薄く敏感ですので、ストレスや体調不良な
どによっても簡単に皮膚炎になってしまいます。私たちのお肌のトラ
ブルと考えていただけるとわかりやすいかと思います。ですから皮膚
の状態などはうさぎさんの体調を見るときの指標のひとつにもなるの
です。うさぎさんの皮膚にトラブルがある場合、その箇所にだけ注意
がいってしまいがちになりますが、その皮膚の状態を回復させんが為
に体調をさらに悪化させてしまう事もあるようです。寄生虫や真菌な
どの影響であっても、体力が充実すれば体の抵抗力でほとんど悪さを
しない事もあるぐらいです。体調が整えば回復してくることも多いの
ですから、まず、うさぎさん全体の体調がどうかを見極めてあげるこ
とが大事です。お手入れ方法としては、OYK グルーミングスプレーで
皮膚の環境を整えてあげてから、はげなどがある場合にはキチンクリ
ーム、炎症がひどいときにはプロポリス軟膏と、症状に合わせてご使
用いただくとよいでしょうね。また、フケがひどい時には、パナズー
ムースシャンプーもお薦めいたします。

Q: ネザーランドドワーフのメスの六か月を飼っています。糞の事で
気になる事がありまして質問させてもらいました。ここ最近、昼間は
異常ないのですが、朝起きてトイレを見てみると変な形の糞を数個し
ています。正常な丸いコロコロした糞に何個か混じって大きめな楕円
のような形でその糞に更に小さな細い糞がくっついている時もありま
す。毎日という訳ではないのですが心配です。食事はペレットとチモ
シーに納豆菌とアクティブエンザイムを与えています。とても元気そ
うにはしているのですが、何が原因なのでしょうか？（一部中略）

A: 普段見られるコロコロの糞もきちんと排泄されているようですの
で、一時的に楕円形の糞も見られているようです。お腹の調子があま
りよくないときなど、コロコロの糞の他に軟便やこのような楕円形の
糞などが見られることがあります。毛などを飲み込んでしまったりし
て、うまく丸状に形作られないという場合もあります。また腸が動き
にくく、排泄がすんなりできないという場合もあったりするでしょう。

牧草をよりたくさん食べてもらうことと、ストレスなどがないか、生
活全体を見直していただくことも大事だと思います。また、マッサー
ジなども効果的です。最も簡単な方法は、手当てをしてあげるという
ように、お腹の部分にやさしく手を当ててあげるだけでも、その手の
ぬくもりで腸が動きやすい環境になるともいえるかと思いますので、
試してみてください。

Q: ホーランド♀３ヶ月を飼育しています。乾燥キャベツや、乾燥エ
ンドウ豆や、乾燥野草、乾燥リンゴなど･ ･ ･１日少しずつ与えていま
すが、えん麦ってどうなのでしょうか？うさぎの大好物とありました
ので、１日一つまみを２回ほど、ペレットと一緒に与えていますが、
ペレットよりも先に食べてしまって、とても大好物なのです。肥満に
ならないかと心配はしていますが、大好きなので与えたとき喜んで食
べる姿をみると与えないわけにはいかず。ちなみに、現在は８００グ
ラムほどです。よろしくお願いいたします。（一部中略）

A: 穀物であるえん麦はうさぎさんも大好きなおやつのひとつです。
当店でもえん麦のほか、大麦や小麦なども取り扱っております。ただ
し、これらは栄養価の高いものですので、与え方を間違ってしまうと
確かに肥満に繋がってしまうこともあります。与える量としては、一
日にティースプーン一杯程度がよろしいかと思います。これから暑い
夏を迎えますが、食欲増進効果もあるものですので、上手に与えてい
ただきたいと思います。

Q: 足が開張肢でうまく自分で耳そうじが出来ず気持ち悪そうにして
います。飼育書等読んで試しに耳そうじを行ってみたんですがうまく
出来ず耳を触ろうとするとくすぐったいようで嫌がります。指に脱脂
綿をまいてベビーローションでふいたのですが何処まで指を入れてい
いのか、力加減が難しいです。綿棒も試したのですが・・・やり方を
教えて頂きたいです。（一部中略）

A: 耳はとても重要な器官です。暴れないようにしっかり保定して、
なるべく刺激を与えないようにゆっくりと行う必要があると思います。
指を使った方法も大変よろしいと思いますが、お手入れ綿棒 L サイズ
などの大きめの綿棒が耳の奥まで入ることなく、安心してお使いいた
だけると思います。そして耳専用クリーナー（イヤークリーナー）も
併用していただくと、より低刺激で汚れ落ちにも効果的です。軽いよ
ごれの場合には、きれいにやさしく拭く程度でいいと思います。目に
見える部分をきれいにする事を基本として行っていただければよいか
もしれません。また不安がある場合などには無理をせずに、獣医師や
専門店などでご相談されるとよいと思います。

うさぎ用品ご紹介
10 月初旬　発売開始予定

Original 1st  Cut

TIMOTHY

Net 800g

Original 1st  Cut

TIMOTHY
毎日食べる牧草だから『こだわる』。これは、当然の事です。この「ORIGINAL 1ST CUT TIMO-
THY ̃ オリジナル一番刈　ティモシー牧草 ̃」は、ウーリー社とのコラボレーションで、牧草の
トレーサビリティー、より安全な輸入方法を実現したこだわり牧草です。これからも、うさぎ飼
い主の皆様に、より良い牧草を安定して提供出来るように努力していきたいと思います。

■トレーサビリティー

この牧草は、北米の優良な牧草の産地、ワシン
トン州で作られています。幾つかの契約農家の
中からその年の一番上質なティモシーを選びます。
ホームページ上で契約農家さんの情報を見て下
さいね！販売開始後オンエアーされます。
　　www.rabbittail.com/traceability/

■輸入方法のこだわり ～燻蒸をしていません～

通常の牧草の輸入では、輸出先で燻蒸という処
理を行っています。これは、日本に有害な昆虫
等が入らないようにするための１つの方法です。
この牧草は、燻蒸をしないですむように契約農
家さんにこだわってもらっています。

■パッケージのこだわり

牧草の鮮度は、パッケージした時から変化してきます。ですから、パッケージ
したてを皆様にお届けする事がとても大切になります。この牧草は、ウーリー
社との契約でパッケージ後数日で皆様のもとに渡るようにしています。そして、
牧草を入れる袋には、ファスナーをつけ、乾燥剤を入れました。

＊牧草の保存について
うさぎ飼い主さんがひと月使う事を考えま
した。脱酸素剤と乾燥剤を比べ、乾燥剤を
選びました。脱酸素剤（エージレス）は、
牧草を長期間保存する時には、とても有効
ですが、いったん開封してしまうと、その
後は全く効果がありません。開封した後も
ひと月新鮮に使う事を考えると乾燥剤が
BEST だと考えました。牧草は生ものです。
数ヶ月に渡って保存させるとその鮮度は落
ちていきます。是非、早めに食べさせてあ
げてくださいね。

オリジナル牧草が変わります！



テーマQ&A
皆様の質問の中からテーマにそって選びました。もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!

今回はお腹の不調に関するご質問です！

Q: 今朝からずっと軟便をしています。アリメペットを飲ませようと
思ったのですが、どうしても飲んでくれません。それで考えたのですが、
飲み水に溶かして入れたらどうでしょうか？もしその方法でも大丈夫
なようなら、濃度はどのくらいにしたら良いですか。（一部中略）

A: アリメペットは簡単に手で崩せるタブレット状ですから、粉々に
してペレットなどに振りかけてあげるなどでもよいと思います。新し
いものに対しては保守的なのがうさぎさんであったりもしますので、
少しづつ試してみることがよいかもしれません。アリメペットの一日
量の目安は２～３粒ですから、成長段階や体重などを目安に与えてあ
げてくださいね。そして、飲み水に溶かしてあげることもひとつの方
法でしょう。ただ、粉が溶けきらなかったりしてボトルのノズルに詰まっ
たりすることもあるかもしれません。また夏場などは水も傷みやすかっ
たりするかと思いますので、こまめにチェックして変えてあげるなど
の手間も必要になると思います。ですから、溶かすよりは崩してペレッ
トなどに振りかけてあげるほうがお手軽だと思いますよ。また、軟便
の原因も探ってあげてください。改善されない場合には早めに獣医師
に診ていただいてくださいね。

Q:2 歳８ヶ月になるネザーの♂・体格は普通で時々ぶどうの房状の食
糞の食べ残しの他に形状が太い軟便を見ることがありましたが、通常
のコロコロうんちはちゃんと出ていたのでそのまま放置。１ヶ月前あ
たりからその軟便の水分がどんどん増えてきて２週間前にすっかり液
状になりポトポト状態に。医者で検便の結果、腸内細菌のアンバラン
スが原因とのことで、抗生物質 + 整腸剤を処方されました。その下痢
便の量は多くなく、だいたい昼間。いつもなら盲腸糞の食べ残しの小
さいベタベタした糞が出るタイミングのようで、夜になるとコロコロ
うんちもちゃんと出るのでどうも別物みたいなのです。ちゃんと食糞
してたりもするので、いつも液状なわけではないみたいだし…疑問だ
らけです。盲腸の調子が悪いということなのでしょうか？季節柄、食
欲も動きも活発ではない上に、もともと神経質で臆病な子なのでこち
らがあまりピリピリするのはよくないと思い、投薬治療で様子を見よ
うと思います。何かアドバイスを頂けたら幸いです。（一部中略）

A: 盲腸などお腹の調子が悪い場合に軟便が出ることがあります。う
さぎさんは盲腸糞という食べ戻しの糞をしますが、一般的には朝から
午前中にかけて出して食べます。これが食事の時間帯が同じで盲腸糞
が出る時間が遅くなったら、ストレスなどの影響で消化機能が低下し
ていることが考えられます。そしてこの盲腸糞が出る時間帯に、軟便
がでる場合もあるようです。この場合しばらくすると普通の固形の糞
が排泄されるようです。腸内細菌のバランスがよくないという診断の
ようですので、お腹の調子を整える乳酸菌やうさぎの納豆菌などで様
子を見ることや、ストレスがないかなど、日頃の生活スタイルを見つ
め直してみていただきたいと思います。また、当店の「うさぎのみず」
は体質改善の効果もある商品です。病気でないと獣医師から言われた
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軟便がよくなったという飼い主さんも少なくないので、よろしかった
ら是非お試しください。ストレスなども大きく関係していることが多
いようですので、食事内容も含めて、生活全体を見直していただきた
いと思います。

Q: 気のせいかもしれませんが、うちのウサギがごくたまにおならの
ような音をたてます。聞き逃しそうな小さな音なので本当におならか
わからないのですが。いろんな本によると腸の働きが弱っているとお
ならをするとありましたが、その解消法は書いて無かったのでどのよ
うにしたら腸が活発になるのか教えて下さい。家のコは牧草はたくさ
んは食べず、乳酸菌の固形物は与えても食べませんでした。最近、糞
も小さくなってきました。（一部中略）

A: 腸の動きが弱っていると、お腹が鳴ることがあります。食欲がな
いような場合は病気を疑っても良いかもしれませんので、その場合は
獣医師に診て頂きましょう。腸の動きを活発にさせるためには、腸内
の微生物が良い状態であることが重要です。腸内の善玉菌をサポート
してくれるのが乳酸菌で、さらにこの乳酸菌を働きやすくしてくれる
のがうさぎの納豆菌です。これに加えて、牧草の繊維質も微生物が住
みやすい場所を作るために重要な役目をしています。これらのサプリ
メントなどを上手に取り込んでみることがよいと思います。

Q: 家のうさぎは 8ヶ月くらいだと思います。最近急に糞の量が減りま
した。数日前までは、毎日トイレが糞で一杯だったのですが、最近半
分以下に減っているようです。部屋の中を散歩させている時に、ダンボー
ルや広告などをかじっていました。電源コードもかじっていました。カー
ペットや座布団をべとべとになるまでなめます。それから毛がたくさ
ん抜けるのですが、これは生え変わっているのでしょうか？（一部中略）

A: 糞の量が減ったとのことですが、食欲などはいかがなのでしょうか？
いつもと同じだけの食欲はありますか？牧草は沢山食べていますか？
うさぎさんの具合は悪くはないですか？ダンボールや広告、コードなど、
大量に囓って食べてしまったのであればちょっと心配です。一度きち
んと獣医師に診ていただいたほうが安心かもしれません。いつ頃から
状態が変わったのか、また普段の食生活や糞の状態などもお知らせし
ていただくと、診断に役立つことと思います。そして自分の毛を必要
以上に舐めたり、また食べてしまうときなどは、ストレスがあったり、
牧草などの繊維が不足しているときに見られる行動でもあります。思
い当たるところなどがないか、生活全体を思い返してみてください。
また換毛期の場合には、無駄な毛をうさぎさんが舐めて体に取り込ま
ないためにも、グルーミングを定期的に行っていただきたいです。余
分な毛を飲み込んでしまうと、毛球症の原因にもなってしまいます。
グルーミングと合わせて、毛球症を防ぐためにもパパイヤ酵素の食品
や納豆菌などを上手に取り入れていただくことも大切です。

Best shot紹介！お店のお客様の子やホームページのマイページから選ばせて頂きました。

のあちゃんムクちゃん

ぴょんちゃんミッキーちゃん

もかちゃん

桜花ちゃん

ウィッシュちゃん

ファイちゃんもみちゃん

かわいいうさぎさん達ばか
りです☆ HP のマイページ
ではご登録をお待ちしてお
ります！お宅のうさぎさん
も仲間入りしてみませんか？

ミルクちゃん
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