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しっぽ通信No.9 でお知らせ致しました、
高原の朝採りティモシー♪ご好評頂いて
おりますが、さらにストレート、ヤング、
アウトレットが登場です！繊維質もたっ
ぷりですし、何よりも香りが抜群です！
是非お試しくださいね♪

しっぽ通信
うさぎのしっぽのMonthly News

2007年4月9日発行
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暑さがまだ体に応える季節ですが、うさぎさんも飼い主さんも快適に過ごしていらっしゃいますか？さて、前号では、
HPオンラインショップのリニューアルについてお伝え致しましたが、皆様もうご利用いただけましたか？通信販売
をご利用いただくと、お買い上げ金額に応じてポイントがつくポイント制が開始になりました！是非今後もお買い
物をお楽しみくださいね！そして、来月は店長君の日セール、１１月にはうさフェスタ2007と、イベント目白押し
です♪それから大変お待たせ致しておりますが、横浜店の新店舗のオープン記念セールも待ちかまえております。
こちらもどうぞお楽しみに！いずれのイベントも皆様のご期待に添えるよう、スタッフ一同頑張ります♪♪♪

うさんぽの季節到来でもありますね♪
９月とはいってもまだ暑さを残しますから、ご注意を！

残暑、いかがお過ごしですか？
2007年9月9日発行
No.11

横浜店・10月5日（金）OPEN

お待たせ致しました！とうとう横浜店が移転リニューアルです。
なんとイメージは、和風です。お楽しみに！

オープニングセールス・東京店同時開催  10月5日～7日　

皆様はじめまして、横浜店アイドルのグリ
です（^^）ネザーのチョコレートの男の子
です。これからパパになるのでどうぞよろ
しく♪さて、お待たせしました新店舗への
移転ですが、もう間もなくとなりました。
とってもおしゃれな空間になるんですよ！

（≧▽≦）スタッフ
も今からドキドキ
ワクワクです！オ
ープン記念セール
も企画しておりま
すので、どうぞお
楽しみに（^^）

ムートがしっぽから卒業しました。そこで
みなさんへ新アイドルの紹介です。まずは、
ムートのBabyのムーシャン(左 )この子は
既にパパとして大活躍中です(^^)そして !!
新アイドルはムーシャンのBabyで Eel/イ
ール ( 右 ) パパにも似ていますが、実はム

ートにそっくりな
んですょ (^^) まだ
まだ小さいですが
これからパパとし
て活躍する予定で
すのでよろしくお
願いします。
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旧横浜店

　場所は、現横浜店の10メートル手前、白い壁に「うさぎの

しっぽ」と描かれたファサードは和風…。男性も女性も、

「いいんじゃない！」という店構えを考えたらこうなりました。
　

移転openを記念して、幾つかのオリジナル新商品を販売致し

ます。完全無添加おやつシリーズ（５種類）・機能的でオリジ

ナルなハーネスリード（9種類）、トイレ洗剤（カルシウム除

去剤）、コエンザイムQ10乳酸菌　また、新たにパッケージ

が変わったもの等が多数登場します。お楽しみに♪（通信販売

と販売時期等が若干ずれる事があります。ご了承下さい。）

プレゼント　2000部
　お買い物をして頂いた方全員にもれなくプレゼント致します。

①　無添加シリーズおやつ　2袋

②　ウーリー社からのプレゼント

③　ポストカード

④　ポイントカード特別申込案内

　　　（特別ポイントが付きます。）

⑤　うさフェスタカタログ

⑥　2008年版　新カタログ（予定）

　通販ご利用のお客様にも④を除きプレゼント致します。

　但し400部先着順とさせて頂きます。ご了承下さい！
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午後2時～



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飼育相談Q&A

Q:うちのうさぎさんは普段はケージの中で過ごし、遊ばぶ時だけ時
間を決めてケージから出して遊ばせています。最近私が妊娠をし、つ
わりがあり辛く、うさぎさんをケージからだして遊ばせる事がめっき
りできなくなってしまいました。体調が良い時には遊ばせてはいますが、
やはり大分減ってしまいました。いつもうさぎさんに、なでながらご
めんねと謝っています。こんな状態なので、サークルの購入を考えて
います。今までの様に、部屋いっぱいで走る事はできないですが、少
し動ける範囲が広がる事で、ストレスは半減するでしょうか。何かア
ドバイスがあればよろしくお願いします。（一部中略）

A:うさぎさんの毎日の生活スタイルが、これまでとは違ってきてい
るようですから、そのことがストレスの原因ということにはなるかと
思います。ただ、飼い主さんの体調が良いときに遊ばせてあげている
ということもありますので、うさぎさんがどう感じているのかという
ことを読みとってみていただきたいと思います。ケージの外にでる時
間は少なくなったけれど、それを受け入れてスキンシップを楽しんで
いるというような状態ならば、お身体のこともありますので、無理は
しないということが大事なのだと思います。ただし、サークルで囲っ
た中を自由に遊ばせるということは、よい案でもありますね。うさぎ
さんが遊ぶ行動範囲を明確にできますし、サークルに放す機会が定期
的に与えてあげられるのならば、そのことが日常となってうさぎさん
の生活リズムになっていくと思います。新しい生活リズム、環境を与
えてみるということもひとつの方法だと思います。

Q:以前に「メス２匹の飼育」について質問させていただきました。
その後、少しずつ同じ部屋にケージを置くようにしたところ、お互い
順調に慣れてくれているようです。ところが、その１匹（ミニウサギ
メス７～８歳）なのですが、胸にしこりが出来、検査してもらったと
ころ、悪性でいわゆる乳がんだと言われました。肺にも転移している
可能性があるそうです・・・。春先くらいから小さなしこりがあると
思っていたのですが、以前にもしこりが出来調べてもらったところ、
脂肪腫でした。またうちにいるもう１匹の子もしこりができ、２回検
査を受けたのですが、脂肪腫だったので、勝手にまた脂肪かなと楽観
的に考えてしまっていました。まだ信じられず、私のせいでこんなこ
とになってしまったことが申し訳なく、悔やんでも悔やみきれません。
でも、これからの毎日をできるだけ元気に、幸せに過ごさせてあげた
いと思います・・・。今、８０センチ×６０センチくらいのケージで
過ごしており、朝夕１時間ずつくらいケージから出して遊んでいます。
昼間はケージの中でお留守番です。ケージから出て遊ぶのが大好きな
ので、サークルにつなげて、昼間も自由に遊べるようにしてあげては
どうかと思いますが、どうでしょうか？環境を今と変えず、ゆっくり
過ごさせてあげるほうがいいのでしょうか？今以上に、出来るだけ一
緒に過ごす時間を大切にしたいと思っています。（一部中略）

A:病気ということをしっかり受け止めながらも、これからもっと充
実した生活を送らせてあげることが大切なのだと思います。サークル
とケージを繋げて飼育環境を広げてあげるということ、うさぎさんに
とってはとても楽しい環境にもなると思います。ケージから出て遊ぶ
ことが好きなようですからなおさらですね。ただ、年齢的なことから
いえば、ゆっくり過ごす時間も長くなっていることと思います。まして、
お留守番の時にとなると、どのような様子になるのかということがわ
かりかねてしまいますので心配は心配です。これまでとは環境も変わ
ってしまうのですから、サークルの上部から飛び出さないか（うさぎ
さんがその気になれば、サークルもあっという間に飛び越します！）、
ケージからの出入りが危なくないかなど、万が一の行動も考えていた
だきたいと思います。その上で決断していただきたいと思いますよ。

Q:うさぎを家に迎えてから約二ヶ月が経ちました。家に来た時から、
クーラーをドライ２５度で２４時間つけっぱなしです。電気代がかな
りはねあがるのも痛いですが、一番しんどいのが、私が寝て起きた時
に体が冷たくなって、クーラーの風で体がだるくなる事です。寝ると
きは、２７度で寝ているのですが。ケージにはヒエヒエマットを入れ
ています。しかし、クーラーを消してしまうと、温湿度計を見ると大
変な気温になっていたりするので、怖くて消せません。この先どんど
ん暑くなってきますが、寝ている間だけでも、クーラーを入れずに暑
くならないうまい方法を教えてください。（一部中略）

A:夜間、一緒に過ごしているときであれば、何かの時にはすぐ対処
できるともいえますので、いろいろ試してみるということもよいかも
しれませんよ。まずは、エアコンですが、これは私が感じたことでも

あるのですが、ドライモードは冷房（クーラー）よりも体感温度が低
いような印象がありますが、いかがですか？夜間だけでも、ドライ（除
湿）から冷房（クーラー）に替えてみてもよいかもしれません。そし
て低すぎない温度に設定していただいて、そこに扇風機で風を送って
あげることもよいと思います。そしてmini ミニクーラーなど、長時間
保冷効果がある保冷剤をケージにセットしてあげて、うさぎさんだけ
に涼しい環境を与えてみることもよいと思います。気温の低い夜など
には、エアコンを切って、扇風機と暑さ対策用品で一晩過ごしてみる
ということもよいでしょう。うさぎさんに合わせることで、飼い主さ
んが体調を崩してしまってはいけませんから、お互いが快適に過ごせ
るようにしていただきたいと思います。

Q:現在8ヶ月のネザーの男の子と暮らしています。まだ思春期も迎え
ず？とってもいい子です。今、この子のケージの部屋にはエアコンが
なく、共働きのため夜まで部屋は締め切りです。クールボードミニを
いれていますが、小さいのか？ボードが暖かくなっています。ケージ
の上と横に凍らせたペットボトルは置いていますが、どうなんでしょう？？
唯一エアコンがあるのがリビングです。小さい頃からいた場所から動
かして良いものか？エアコンは私たちも使わないので、できればあま
り使いたくないのですが・・。全ては人間のわがままで、いつもお留
守番をしてもらっているので、快適にお昼寝できる環境にしてあげた
いのですが。とにかく喋って欲しい！！といつも思います。（一部中略）

A:飼い主さんがエアコンを使用しないで過ごしていられる環境とい
うことでもあるようですので、それなりに快適に過ごせる室温や湿度
を保っていられるお住まいなのでしょう。ただし、日中締め切ったお
部屋の中がどの程度の暑さになるのか、また向きによっては日差しが
入り室温が上昇するということもあるでしょうから、その点などをま
ずは確認していただくことが大事だと思います。お休みの際に、お留
守番の時と同じ環境を作って体験してみることで、どのように対処す
ればよいかということがわかると思います。暑さ対策はエアコンばか
りでもありませんので、そのご家庭ごとに合わせて対応していただき
たいと思います。ただ、暑くて快適に過ごすことができないようであ
れば、お留守番の時にはお部屋を移動することも必要だということで
すからね。それから、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。ですから元になる室内の温度も考
えていただくことが必要だと思います。快適に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たいと思います。

Q:ネザーランドのオスを飼って4ヶ月程経ちました。1ヶ月半程前か
ら私自身がどうやら気管支炎になってしまったらしく咳が止まりません。
何となくウサギの毛が原因の気がします。今まで鳥を飼ったことがあ
り何ともなかったので分かりませんでしたが、ウサギを飼った後にな
ってアレルギーだと気づきました。空気清浄機を購入しましたが効果
がありません。別の部屋にはゲージを置くことができない為、ベラン
ダに出すことを検討しています。友人からベランダで飼っていたら、
暑さでウサギが死んでしまったと聞きました。ベランダ飼いは無理で
しょうか？（一部中略）

A:まずは、うさぎさんがアレルギーの原因であるかということをお
調べいただくことが大事です。何らかの形でアレルギー症状がでるよ
うになってしまったという体調の変化ということもあるでしょうから、
原因を突きとめるということが大事だと思います。そして、うさぎさ
んに対してアレルギーが出てしまっている場合には、その環境を改善
することが必要なのだと思います。別室での生活が不可能であれば、
ベランダにうさぎさんにとって快適な空間を提供してあげられるかと
いうことを考えていただきたいと思います。お住まいの地域やその環
境によっては、暑さ対策にも限度があるという場合もあるでしょうか
らね。特に温度や湿度などの管理が重要になります。夏は直射日光や
コンクリートからの照り返し、エアコンの室外機からの温風などの影
響がないことが条件になると思います。また、日差しが強く差し込む
ような環境ならば、よしずやすだれなどを利用することも必要でしょう。
そして現在お使いのケージに、外枠のような物を作るイメージで小屋
をお作り頂くのもよろしいと思います。屋根を二重にした小屋の中に（こ
れには日射の暑さを軽減する意味があります）ケージをいれるという
手があります。小屋には犬用の大きなケージなどに、屋根は塩化ビニ
ールの板など、そして床は高床にすると良いでしょう。そして暑さ対
策の用品なども取り入れながら、ストレスがなるべくかからないよう
な環境を提供してあげることをお考えいただきたいと思います。

8月のご投稿内容は、うさぎさんが快適に過ごすことができるような、飼育環境につ
いてのご質問が多かったように感じます。ご家庭ごとに本当にいろいろな問題がある
ようです。皆様のお宅の飼育環境と照らし合わせてみてください。まだまだ残暑も厳
しいと思いますので、暑さ対策の内容などは是非ご参考くださいね！



YBRC 6Th Rabbit Show 開催YBRC 7Th Rabbit Show 開催

11月3日（土曜日）・4日（日曜日） 横浜産業貿易センタービル　１F展示場

うさぎの言葉

今年はどんな夏になるのかと思っていましたが、やはり猛暑、酷暑といえる、夏らしい夏？になりました。仕事場では冷房が効い
ていて、一旦外に出ると大変な暑さ。その変化に体もついていけなくなります。そう考えると、お家の中で一日を過ごしているう
さぎさんは、実はかなり快適な環境に置かれているともいえるのですよね！羨ましいかぎりです・・。そうはいっても私たちより
もデリケートなうさぎですから、ちょっとの変化でも体調を崩してしまうこともあるでしょう。毎日の様子をよく観察していただ
いて、変化を見逃さないようにしていただきたいです。暑さが一段落すれば、うさんぽ☆にも適した季節がやってきます♪楽しみ
ですね！健康診断のために病院を訪れやすい季節ともいえますので、夏を乗り切った体をチェックしてあげることも大事ですよ。

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

Q:2 週間ほど前に新居に引っ越しました。家にはネザーの男の子１年
半の子がいます。前回の引っ越しでは１週間ほどでゲージから出てき
たのですが今回はなかなか出てきません・・。フローリングが滑るの
か出ようと足をかけて覗くのですが出てきません。食欲はあるのですが、
落ち着けば出てくるようになるのでしょうか？元気に走り回ってた姿
が見れなくて寂しいです。（一部中略）

A: お引っ越しという環境の変化に、まだ本来の姿を取り戻していな
いということなのでしょう。食欲には問題がないようですから、体調
が悪くて・・という印象ではないようです。ケージからなかなか出て
こないということには、出やすいような環境を作ってあげるとよいの
だと思います。フローリングの上に、カーペットやラグマットなどの
敷物を敷いていただくとよいと思います。この時、毛足などが長いも
のや、ループ状になったものなどは、足の爪などが引っかかったりして、
トラブルの元にもなりますので、そうではないタイプを選んでいただ
くとよいと思います。

Q: 近い将来ウサギを飼おうと思っています。しかし、夏休みという
だけあって、ウサギを家に置いたまま、お出かけに行くような事がた
びたびあると思います。そのような場合、どのようにしたら良いでし
ょうか？どのぐらいの時間ならウサギをひとりにしても大丈夫なので
しょうか？なにせウサギ初心者なので…ウサギの種類はホーランドロ
ップを飼う予定です。宜しくお願いします。（一部中略）

A: うさぎさんに限らず生き物と一緒に暮らすということは、いろい
ろな事を考えていただいてからお迎えしていただくことが大事です。
うさぎは小動物の中でもデリケートな生き物でもあります。ちょっと
の変化などでもストレスを感じて体調を崩してしまうことも少なくな
いです。ですが、飼い主さんが決めた環境やルールを受け入れてくれ
る順応性も持ち合わせておりますので、うさぎの生態なども含めて、
どのような生き物なのかということを、是非勉強していただきたいと
思います。夏場ですと、その環境にはより注意をしていただくことが
必要です。室温などがそうです。締め切ってのお出かけの環境でしょ
うから、エアコンや扇風機などで快適に過ごせる環境を与えていただ
くことが大事だと思います。環境に充分に慣れたうさぎさんならば、
一泊などのお留守番も可能になると思いますが、その子の成長段階
や、その時の体調などでも異なってきますので、飼い主さんの状況判
断が必要になるでしょう。お迎えしたばかりの状態でも、ひとり暮ら
しの飼い主さんの場合には、日中お留守番の状況になってしまいます
ので、うさぎさんに危険のない環境を提供してあげることが、必要だ
ということだと思います。季節的なことで考えれば、過ごしやすい季

節である、春や秋などのほうが、お迎えするにはより適した季節とい
うこともいえそうですね。

Q: 私はウサギを室外（小屋）で育てています。２匹飼っていて、２
匹とも♀です。夜以外はほとんど庭にだしています。いつも庭に柵を
はっていて、見張ってはいません。その際気を付けることはなんですか？
教えて下さい。（一部中略）

A: アナウサギであるペットうさぎですので、地中に穴を掘る行動を
見せるかもしれません。柵を張ってはいても、地中深くにトンネルな
どをつくってしまうようだと、注意が必要になります。作った穴がつ
ぶれてしまってそこに埋まってしまったり、うさぎさんもわからない
場所にでてしまい、戻れなくなるなどの問題が出てくる可能性もある
と思います。ご自宅の庭で過ごさせる場合には、柵などの境界をかな
り地中深くまで巡らせるか、もしくはコンクリートなどで庭を作り、
その上に土をいれた中で過ごさせるかなどする必要があるようです。
うさぎは、簡単にトンネルを作ってしまいますので、そうなっても問
題のない環境に整えていただくことが大切です。それから、外敵など
にも注意をはらっていただくことも大事ですね。野良猫や犬、カラス
などにも同様の注意が必要です。また、植物などにも毒性のあるもの
がありますから、これらがないかということも要確認です。また、外
という環境から、ノミやダニなどがついてしまうことなども考えてお
くことが必要でしょう。今の時期は熱中症などにも注意していただく
ことも大事ですので、環境をしっかり整えてあげることができるよう
に努めていただきたいと思います。

Q: サークルで遊ばせる時なのですが、とにかく何でもかじって食べ
てしまいます。サークルの木の部分はかなりボロボロです。そこでサ
ークル内での敷物は、何が良いでしょうか？今はホームセンターで購
入した畳を敷いています。畳もかじかじかじってパリパリ音がしてい
るので食べてるようです。これを無農薬の畳に変更したらかじらせて
も良いのでしょうか？（一部中略）

A: 畳はイグサがその素材でもあるかと思います。これが無農薬で、
ほかの素材などにも問題がないということであれば、囓ってしまって
も問題はないかもしれません。ですが、畳に似せてつくったフェイク
のものもあるでしょうから、しっかり物を見極めて頂くことが重要だ
と思います。何でも囓ってしまうといううさぎさんの場合には、サー
クル部分にすのこを敷いてしまうこともお薦めです。すのこであれば
囓ってもよい素材ですので、安心して遊ばせてあげられますし、すの
この下にビニールシートなどを敷いておけば、トイレが一定ではない
場合にも、掃除が簡単です。

今年も、「しっぽ」の最大イベントがやってきます。バタバタだけど、熱い思
いがある、そんなお祭りです。昨年は、8000 人近いうさ飼いさん達が集まっ
てくれました。今回は、少しお勉強ができるような企画を考えています。み
なさんも一緒に参加しましょう！

恒例の「うさぎのファッションショー」もあります。是非応募して下さいね。

開催日：2007 年 11 月 4 日（日曜日）1：00 ～ 1：45（予定）

■　一般部門■　一般部門

自慢の愛うさぎさんにかわいいファッションをさせたり、飼い
主さんとコーディネイトしたり、うさぎさんと一緒に楽しんじ
ゃおうというイベントです。ファッションはオリジナルでなく
ても大丈夫、でも、この子のここを見て欲しいという強い思い
こみが大切です。参加者のうさぎ好きに共感しながら楽しい時
間を過ごせますよ。我こそは、と思う方は見学ではなく、是非
参加を！ 1 位～３位には副賞が贈呈されます。

■　応募方法■　応募方法

作品のイメージ画、又は、写真を同封の上、ご連絡のとれる電
話番号、住所、お名前、そして簡単な志望動機を明記して下記
迄お申し込み下さい。こちらから、折り返しご連絡させて頂き
ます。

e-mail ：show@rabbittail.com
住所　 ：〒 235-0002
　　　　横浜市磯子区馬場町 6-29
　　　　うさぎのしっぽ内　うさフェスタ事務局　迄

うさコ
レ2007　参加者大募集！！うさコ
レ2007　参加者大募集！！みんなでかわいく楽しもう！うさコ
レ2007　参加者大募集！！うさコ
レ2007　参加者大募集！！
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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!

Q: まだうさぎを飼っていません。お母さんが、「うさぎは、臭いから！」
といって飼えません。お父さんやお兄ちゃんは賛成なのに・・・。な
ので、教えてください！うさぎは、臭いのでしょうか？（一部中略）

A: 本来うさぎさんは、ほかの動物のように体臭というものがさほど
感じられない動物であるともいえます。とてもきれい好きでもありま
すから、飼う側、お世話する側がしっかりと管理してあげることで、
においなどは気にならないといいきれると思います。においがあると
すれば、いくつかのにおいの元を発する臭腺という部分がうさぎさん
にはあります。これは、うさぎさんが縄張りを示すために必要な器官で、
通常は私たちには感じ取ることができないほどのにおいともいえると
思います。臭腺には、あごの下の臭腺や生殖器の脇にある臭腺などが
あります。また、うさぎの体がにおうという時には、スプレー行為（お
しっこ飛ばし）によるおしっこのにおいというものや、単純に排泄物
で汚れている等で、においがするという場合だと思います。においの
ない環境には、なによりもケージやトイレの掃除をきちんと行ってい
ただくことが一番です！最低でも一日一回はきれいにしてあげましょう。
そうすることでにおいが気にならない、うさぎさんも過ごしやすく衛
生面も保たれた環境を提供してあげられると思います。そして、うさ
ぎさんの体もチェックしてあげることです。お尻や足などが汚れてい
ないか、確認してあげることでクリアできることだと思いますよ。

Q: 人懐っこく構ってもらうのが大好きな女の子です。最近になり、
臭いが気になり始めました。なんの臭いか分らなかったのですが、ワ
キガのような臭いがお尻のあたりからするのです。臭いが強いときと
そうでないときがあるようで、気にならないときもありますが、最近
は強い臭いがします。元々体臭はなかったので、発情期などと関係す
るのかとも思いましたが、心配になってきたのでお聞きしたいと思い
ます。座布団や人の膝を掘る仕草やマットを噛んでむしったりもよく
します。臭いに対して何か対処した方が良いのでしょうか？よろしく
お願い致します。（一部中略）

A: 基本的には、うさぎさんには体臭はないといわれていると思います。
ですが、体の数カ所には臭腺というものがありますから、その場所と
関係があるかもしれませんね。顎の下や生殖器の脇などにこの臭腺が
ありますから、今回のうさぎさんの場合にはお尻付近から匂いが発せ
られているようですので、この臭腺が関係しているかもしれません。
生殖器の両脇にある部分の臭腺に、分泌物が固まって付着している可
能性もあるかと思います。これはわれわれ人間のへそのごまのような
ものと考えていただくとわかりやすいかもしれません。大きさはその
たまり具合でまちまちにもなるかと思いますが、ひまわり種大にもな
るようです。この分泌物がある場合、うさぎさんをひっくり返した時
点で臭いがしてきます。固まっている場合は、無理に取ろうとすると
うさぎさんが嫌がったりしますから、グルーミングスプレーなどでし
めらせたり、綿棒などを利用して取ってあげるとよいと思います。そ
1123

してこの臭腺以外にも、排泄物などでお尻が汚れていないかというこ
とも確認していただく必要もあるかと思います。そしてもし汚れてい
るようならば、それをきれいにしてあげることはもちろんのこと、な
ぜ汚れてしまうのかという原因もつきとめてあげることが必要だと思
います。下痢や軟便があるのではないか、失禁してしまっているので
はないか、そしてトイレの環境が適切ではないなど、原因があるとい
えますからね。獣医師に診ていただくことや、環境を整えてあげると
いうことが必要になると思います。

Q: 我が家でうさぎを引き取りました。オスで多分雑種かと思います。
引き取って３週間なのですが、時々糞をしていない時に、くさい糞の
ような臭いがすることがあります。おならのような音を聞いた事はな
いのですが、うさぎがおならをするのはあまり体調がよくない事のよ
うなので、気になり投稿させていただきました。糞自体は直径８ミリ
位の丸い糞で、臭いはあまりないです。餌には、キャベツ２枚とチモシー
主体のペレットを朝夕２回あげています。（一部中略）

A: うさぎさんの糞の中に、盲腸糞といわれるものがあります。これ
は排泄物ではなく、うさぎさんが作り出したタンパク質とビタミンと
多くの微生物を含んだ食事なのです。盲腸糞の特徴としては、葡萄の
房のように小さめの粒々がまとまっている状態で柔らかく、臭いもき
ついものです。時々においがするということですので、もしかしたら
この盲腸糞の仕業ということも考えられるかもしれませんね。通常は
お尻から直接食べますが、食べ残しなどがないか観察していただくこ
ともよいかもしれません。新しいお宅にお迎えして数週間ということ
のようですから、うさぎさんも新しい環境に慣れようとしているとこ
ろなのでしょう。うさぎさんのこともよく観察していらっしゃるよう
ですので、お腹の調子がよくない場合（糞の状態や食欲に変化があっ
た時など）は、直ぐに獣医師に診ていただけるように、お近くでうさ
ぎさんを診ていただける獣医師を探しておくこともとても大事です。

Q: 生後４０日前後のホーランドロップを飼いはじめたのですが、おしっ
この臭いがキツク感じます。飼い始めてまだ３日目なのですが、餌も
消臭タイプと書いてあるのですが・・・無臭になる事は、やはりない
のでしょうか？（一部中略）

A: おしっこの臭いが気になるようですが、うさぎさんの体質という
こともあるのかもしれません。こういった場合には、消臭に関するア
イテムを取り入れていただくことがよいでしょう。消臭タイプのペレッ
トもそうですし、そのほかには「バイ・オーダー」や「ビスカルリキッ
ド」のようにうさぎさんに飲ませてあげるタイプもあります。また、
体質改善であれば、「うさぎのみず」なども効果的でもありますので、
ご参考いただきたいと思います。そして飼育環境、トイレの環境も見
直していただくことも大切だと思います。

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。

パンダちゃんぽこちゃちゃん

ちろるちゃんアッシュちゃん

ちゃ太郎ちゃん

おいもちゃん

ぱふちゃん

ナルトちゃんみみたんちゃん

暑さを乗りきるために、快
適な過ごし方を見つけてい
るようです♪うさんぽにお
出かけしたくなる季節が待
ち遠しいようですね！
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