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わらっこ倶楽部レモングラスシリーズに
新登場♪うさぎさんも好きな 100％ナチ
ュラルなレモングラスを、手作りで編み
込みました。囓りやすいねじり棒と、夏
らしいひまわりの形です☆針金や糸類は
使用していません。これからの季節にう
れしい虫除けの効果もあります！

今回はアイドル達のお話♪お客様からアイ
ドル達はいつ遊んでいるの？と時々聞かれ
ます。東京店は小さなお店なので、お店が
賑わっている時は危ないので、楽しいお散
歩はスタッフのお昼休みの時と、店内のお
客様が少ない時間帯に鈴付きのハーネスを

付けて順番に店
内を探検しなが
らあちこち走り
回っているんで
すょ (^^)b こん
な感じ！写真は
ムート君です☆
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先月の「うーさんの日」には、横浜店、東京店、そして通販部でもたくさんのお客様にご利用いただきまして、誠
にありがとうございました。多くの皆様に支えられての「うさぎのしっぽ」であるのだと改めて感じております。
本当にありがとうございました。さて、過ごしやすい季節を通り越して、汗ばむような毎日でもありますね！また、
朝晩などや日によっては気温の差が激しいこともあります。私達でも体調を崩しやすい季節ですが、小さな体のう
さぎさんにもその影響は少なくないです。充分に気をつけていただきたい季節の到来といったところですね。厳し
い夏を迎えるまえに、この時期も健康で乗り切りましょう！！

梅雨の時期は、うさぎさんにとっても苦手な季節です。
環境を整えて元気に過ごしましょう！

一年の折り返しの６月です！
2007年6月9日発行
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うさぎさんに快適な夏の環境とは？

暑さ対策を考える時期になりました！今年はより快適に過ごさせてあげましょうね！

暑さ対策を組み合わせて快適空間を♪
空気の流れをつくり室内温度を少し下げ
られることと、空気の流れ自体がいろい
ろな意味で有効的です。こちらもエアコ
ン同様にうさぎさんの体に直接風が当た
り続けないように注意してください。そ
して、様々な暑さ対策用品がありますね。
クールボードなどは、室内の温度から決
まった温度（５度くらい）を下げられる
優れもので、一番人気の商品です。また
mini ミニクーラーは、氷よりも冷たい保
冷剤ですから使い方によっては効果的に
温度を下げられるものです。そのフォル

ムから、隠れた人気のうさ
ぎの土管は、表面を軽く水
でぬらしておくだけで、気
化熱の原理で涼しく感じら
れます。うさぎさんにも楽
しい暑さ対策を♪という方
にはぴったりですね！これ
らを組み合わせて、貴方な
りの暑さ対策を考えてあげ
ていただきたいと思います。

今年は例年に比べて、どんな夏を向かえ
ることになるのでしょうか？猛暑なのか、
あるいは冷夏になるのか、そして日本列
島は長いですから、そのお住まいの地域
ごとでも異なってくるともいえるでしょ
う。またご家庭ごとでも暑さ対策も様々
だと思います。日中お留守にするご家庭
や、常に一緒に過ごしていられる方、こ
の違いでもその環境は変わってくるとも
いえますよね。暑さ対策の代表選手、エ
アコンは、室内全体の温度を下げられる
ものです。猛暑の場合には、フル活動が
予想されますが、注意点も
あります！エアコン本体付
近などの温度でチェックす
るのではなく、うさぎさん
が過ごすケージ周りが何度
ぐらいなのかということに
気を付けてください。日中
留守にする方は、タイマー
機能などを上手に使うとよ
いでしょう。扇風機等は、 人気 No １のクールボード

うーさんの日セールには、暑い中たくさん
のお客様にご来店いただきありがとうござ
いました♪さて、横浜店アイドルの『アー
サーくん』のケージが、コンフォートタワ
ーが付いてパワーアップ（^^）横には広く

出来ないけど、上には大
きくできる！という方に
はオススメ！プロケージ
にも付けられるウッドフ
ロアを付けると、ロフト
の出来上がり♪おうちの
うさちゃんにも快適な空
間を作ってあげてはいか
がでしょうか♪No1437 ねじり棒

No1436 ひまわり



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:新しくうさぎを迎えるために、ケージの置き場所について思案中
です。まず環境に慣れてもらうためにも、静かなところに置いてあげ
てくださいと言われました。部屋のすみに置くつもりですが、温度管
理のことを考えても、私が生活全般の中心としているひと部屋になっ
てしまいます。テレビがある部屋になってしまうのですが、テレビの
音などって、やはりうさぎさんにとってはストレスになってしまうで
しょうか？うさぎさんは音には結構敏感ですか？たとえば掃除機の音
とか。ケージの置き場所で変わってきてしまうと思うので気になって
きました。教えてください！（一部中略）

A:新しい環境の変化はただでさえストレスとなってしまうことでも
ありますので、お迎えした際には、静かにゆっくり過ごしてもらえる
ような環境が望ましいこととは思います。ただし、これにも様々な考
え方があるともいえます。例えば、飼い主さんとなる新しいパートナ
ーの生活の一部に入ってくるわけですから、飼い主さんがいつもとは
違う毎日を過ごしてしまうようだと今度はこちらにストレスがかかっ
てしまいますよね。そうなると余裕のある気持ちでうさぎさんに接す
ることができなくなることもあるかと思います。また、静かに、静か
に過ごさせてしまうことで、ちょっとの音にも大きな反応を示すよう
になったりして、お出かけ（健康診断など）もままならない箱入りう
さぎになっては困ります。ですからうさぎさんの習性も考えつつ、な
おかつ飼い主さんの生活リズムを乱さないような飼育環境を考えてあ
げるとよいのだと思います。テレビの音も普段よりは低めからスター
トして、徐々に慣らしてあげることや、掃除の際も一声掛けて、「お掃
除するよ～、ちょっと大きな音がするけどこわくないよ～」などとう
さぎさんに話しかけながら、そして様子を見ながら慣らしてあげると
よいと思います。大きな音に敏感であれば、掃除機を掛けるときには
別室へ避難させてあげることなどでもよいと思いますからね。

Q:うさぎを飼いはじめて2週間くらいになります。1週間経つ頃から
1日に数時間サークルに出して遊ばせています。初めのころは見られな
かったのですが、ここ最近サークルの床材を時々かじり困っています。
かじるというよりは、食べているようにも見えます。部屋はフローリ
ングなので、ジョイントマットを敷いてその上にサークルをおいてい
ます。ジョイントマットの表面はポリエステルで出来ていて、毛足の
全く無いじゅうたんみたいになっています。指で引っ張っても全然抜
けないのですが、万が一お腹で固まってしまったら心配です。叱って
も何度もかじるし、かじる度にケージに戻すというのを繰り返しても
やっぱりかじっています。思い切ってジョイントマットを取り払った
んですが、フローリングだと滑って逆に怪我をしそうなのでやめまし
た。サークルの床材は一体何を使えばいいのかアドバイスをよろしく
お願いします。（一部中略）

A:マットなどを囓るうさぎさんのようですので、どんな素材がきて
も囓る可能性があると考えておくことが必要かもしれません。こうい
った場合には、ケージの床材などのすのこを敷いてしまうことがよい
と思います。すのこであればフローリングと違って滑ることもないで
すし、なんといっても囓って食べてしまっても心配はないですからね。
すのこの下にペットシーツなどを敷いてあげれば、おしっこや糞に対
しても万全の環境といえるかと思いますよ。

Q:殺虫剤について、お尋ねします。我が家は高台にあり、隣が竹や
ぶの為、これから蚊をはじめとする虫が発生します。毎年バルサンを
焚いたり、液体の蚊取りを部屋に置いたりします。バルサンを焚く時
は勿論うさちゃんは実家に預けますが、液体の蚊取りや蚊取り線香な
どは部屋の中に置かなければ効果がないので・・。その際、うさちゃ
んは同じ部屋に置いていても大丈夫なものでしょうか？そういったも
のとはなるべく距離を置いてケージを移動させます。本来ならば、し
っぽさんに売られているようなハーブの虫除けの方が望ましいとは思
うのですが・・。これから初めての夏を迎えるにあたり、不安です。
宜しくお願いいたします。（一部中略）

A:そうですね、できることならばハーブなどうさぎさんにも安心の
タイプをお使いいただくことがより安全だともいえますよね。毎年お
使いのタイプの蚊取り剤が、小動物にも安全かどうかを再度ご確認い
ただくことがよいかと思います。同じような液体タイプのものに、ペ
ット用にも使用できるものなどもみたことがありますので、それらに
替えてあげることなどもよいでしょうね。そして、外から害虫が入っ
てこないように環境を整えるということも大事だと思います。

Q:４ヶ月のネザーの女の子なのですが、今日サークルを購入し、ケ
ージにつなげてみました。最初はおっかなびっくりだったんですが、
ものの数分で走り回るようになりました。それ自体はすごくいいので
すが、餌の時間になっても餌を食べるのも水を飲むのもを忘れるほど
夢中でサークルで遊んでいます。今日は３時間ほど、サークルで遊ば
せたらケージに戻しました。サークルで遊んだり、抱っこになれてき
たら、サークルから出して遊ばせようかとも思っています。うさぎさ
んは、どのくらいの時間、ケージ以外の場所で遊ばせたらいいです
か？運動不足によるストレスや肥満などは心配ないんでしょうか？
（一部中略）

A:うさぎさんの飼育環境は、そのご家庭ごとでも異なってくること
です。ですから、それぞれの飼い主さんがうさぎさんに構ってあげら
れる時間を決めるということでよいのです。それを毎日同じように繰
り返すことが一番大事なのです。日によって遊ばせる時間が異なるよ
うでは、生活のリズムが決まりませんので、毎日同じ生活を送ること
ができるように、お宅ごとのルールを決めてあげてくださいね。時間
の目安としては、30分から2、3時間でも充分だと思います。また、
サークルの中でさえ興奮してケージに戻らないとなると、サークルを
外してしまった時には、そのやんちゃぶりが想像できるようです。ケ
ージに戻す為に追いかけ回すなどの行為にもなりかねませんので、サ
ークルの中だけ自由に遊ぶことができるルールにしてあげるほうが賢
明だと思います。

Q:ネザーを飼おうと思っています。ホームセンターやペットショッ
プを訪れ、どれがいいのかケージを探しています。うさぎのケージは
大きければ大きいほうがいいと聞きますが、本当にそうなんですか？
もし、そうだとして大きいケージを冬場、段ボールで囲うことは出来
るのでしょうか？（一部中略）

A:ネザーをお迎えの予定のようですから、ケージ自体はごく一般的
な大きさでも問題ないと思います。その分、ケージから放して遊ばせ
てあげる時間をきっちりとってあげることで、運動不足やストレスな
どは解消できることと思いますよ。この時サークルなどで、遊んでも
よい環境を管理しながら与えることが大事です。時間が取れずに、ケ
ージの中だけで過ごさせることが多いかもしれないということならば、
広いケージがよいとは思いますが、うさぎさんに与えてあげられる環
境を考えながら決めていただくとよいと思います。また、大きなケー
ジの場合でも、お手元の段ボールを切り貼りしていただいて、床面や
側面を囲っていただくことはできるかと思います。

Q:ホーランドロップの10ヶ月の男の子を飼っています。うちの子は
とても気が強く頑固です。先日トイレを別の形のトイレに交換をした
らトイレにはほとんどしないので元に戻しました。2週間は様子を見た
のですが2日ぐらいでトイレを覚えた子なので長い目で見たとしても
無理だろうと判断したからです。その後に給水ボトルを変えたら1週
間、断固として飲みませんでした。その間は野菜で水分を取っていた
のですが。1週間で妥協したのか新しいボトルで水を飲むようにはなっ
たのですが、ここからが質問です。とてもやんちゃな子なのでケージ
の中でも結構ジャンプしたりするので、今のケージより大きいものに
変更をしようと思うのですが、上記に記載したように結構頑固者なの
で、ケージを変更して良いものか悩んでいます。今のケージの大きさ
はＷ62cm×Ｄ50.5cm×Ｈ51cmです。ケージを大きくしたというの
で広くなって喜ぶというよりは変えたことにより、ストレスになって
しまうことはあるのでしょうか？広いケージより、狭くても慣れてる
ケージの方が良いのでしょうか？よろしくお願いいたします。（一部中
略）

A:うさぎさんはどちらかというと、同じ環境に安心する生き物です。
新しいものに興味を持つことも多々ありますが、基本的にはいつもと
一緒という環境がよいようです。今回のうさぎさんもその典型ともい
えそうです。ですからケージを変えることで、うさぎさんの行動に変
化が見られたりするのかもしれません。今までとは違う環境に不安を
覚えたり、落ち着きがなくなったりするかもしれません。そのような
事が予測されるわけですので、環境の変化には充分に考慮して行動に
移すことが大事だと思います。今お使いのケージが、これといって小
さいタイプでもないようですからね。ケージから放してあげる回数や
時間を定期的に与えていただいて、しっかりと運動をさせてあげると
いうことでもよいのかもしれません。もしくは、ケージを変えるので
はなく、サークルを利用してケージを含むその環境を広げてしまうと

今月は飼育環境についていろいろなご質問を頂戴致しました。今回の「テーマQ&A」
の暑さ対策に関連してきますが、よりうさぎさんが過ごしやすい環境を目指していた
だきたいと思います。ベストな環境とは、そのご家庭ごとで異なってくるものでもあ
りますので、ご参考くださいね！そして、うさぎの種類に関するご質問もございました！



うさぎの言葉

GW のう～さんの日も皆様のおかげで無事に向かえることができ、気が付けば一年の半分近くを過ごしてしまっておりますね。早
いものです。さて６月は梅雨の時期です。私たちもジメジメした季節は苦手ですが、うさぎさんにとっても過ごしにくい季節の到
来です。また、梅雨を終えると夏本番です！体力を必要とする時期でもありますから、それに向かって体調を崩さないように注意
してあげることが必要な季節だといえますよね。飼育環境をそれぞれのうさぎさんに合わせて整えてあげること、そして食欲が落
ちないような魅力ある食事内容などを心がけていただきたいです。今回の特集は暑さ対策に関してと、生牧草の紹介と、とてもタ
イムリーな内容ですから、是非参考にしていただきたいと思います。ではまた次号で♪

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

いうこともよいでしょう。サークルの中にケージがあり、自由にサー
クル内に出入りできる環境にしてしまうということです。いずれにし
ましても、環境が変わればうさぎさんの行動にも変化が見られること
も多いですので、様子を見ながらということになるかと思います。

Q: ７月頃にうさぎを飼う予定で凄く楽しみです♪私はホーランド ロ
ップがいいな～と思っているのですが、親にロップイヤーと何処が違
うのよ？と聞かれました。当然、種類や値段が違うのは分かりますが
…（笑）性格や飼い易さに違いはありますか？個性はあるでしょうが、
一般的な性格の違いがありましたら教えてください。よろしくお願い
します。（一部中略）

A: ロップイヤーは次の５種類に分けられます。古い順に申しますと、
イングリッッシュロップ、フレンチロップ、ホーランドロップ、アメ
リカンファジーロップ、ミニロップとなります。また、これ以外のい
ろいろな名称で呼ばれているロップイヤーもいるのですが、残念な事
にロップイヤーと様々な種類を繁殖して、繁殖した方やペットショッ
プが独自につけている名称で、種類ではないのです。この５種類は親
戚関係にあります。ちなみにホーランドロップは、フレンチアンゴラ
とネザーランドドワーフを交配し、毛質向上のためにアンゴラ種も交
配されているようです。もともと大きなうさぎさんからの改良種です
ので、小型化されたホーランドなど、その特徴なども受け継がれてい
ます。ロップイヤー全般の性格ですが、環境に適応しやすい図太い性
格で、警戒心よりも好奇心のほうが強いともいえるようです。新しい
環境にも慣れやすいといえますね。そして自己主張も明確なものが現
れるようです。飼い主さんの気を引こうと後を追ったり、スキンシッ
プをねだったり、または飼い主さんを独り占めしたいかのようにやき
もちをやいたりすることもあるようですよ。そして縄張りの意識が強
い種類ともいえるようです。縄張りを主張している間、なかなかおし
っこの場所が決まらないことが多く、ロップイヤーうさぎのおしっこ
のしつけは、ある程度時間をかけてもらう種類ともいわれているよう
です。ホーランドに関していえば、多くの個体の性格は温厚で、触ら
れる事をいやがらず手を怖がることが少ないといえます。抱くことが
出来る個体も多く、アメリカのペットセラピーなどで使用される種類
です。アメリカンファジーロップに比べると自己主張など若干少ない
かもしれません。こういった性格の特徴は、やはりその子その子で本
当に違ってきます。すべてがそうだともいえないところが多々ありま
すので難しいですね。一般的な性格の特徴ということで、受け止めて
いただければと思います。

Q: ジャージーウーリー種を購入したのですが、毛色がオレンジです。
毛色がオレンジのジャージーウーリーというのはいるのでしょうか ?

A: はい！オレンジのカラーのジャージーウーリーはもちろんいます
よ。但し、この品種のオレンジは現在 ARBA で未公認カラーです。

（ARBA とはアメリカのうさぎの非営利の団体。非常に大きな団体で、
毎年会員が数千人単位で増え、様々な情報提供やいろいろなチャータ
ークラブの管理を行っています。）ですので、ラビットショーなどには
出せないことはありますが、やさしいその色は、とても人気のあるカ
ラーです。

Q: ジャージーウーリーとアメリカンファジーロップで迷っているの
ですが、出来るだけ抱っこのしやすいうさぎが良いです。できれば、
アメリカンファジーロップが良いのですが、カタログによると、『ジャ
ージーウーリーは抱っこをしてもあまり嫌がらない』とありますが、
アメファジにはそのようなことは書いてありません。抱っこをするに
はどちらの種類が良いでしょうか？（一部中略）

A: うさぎの種類によって、その特徴に性格の傾向などがあります。
ジャージーウーリーの場合には、非常に大人しい性格で抱くことやグ
ルーミングをされることにほとんど抵抗しないようです。自己主張も
あまり多くなく、その分わがままをいうこともなければ、甘えてくる
ことなども見られなかったりするようです。アメリカンファジーロッ
プの場合には、好奇心旺盛であまり人を怖がったりしません。その分
いろいろな要求をしてきますので、自己主張が強い種類といえるかも
しれません。このことから考えれば、抱っこしやすいのはジャージー
と思われますが、ただしこれは一般論ともいえることで、本来はその
子その子で異なってくるのが性格といえるでしょう。ですから一概に
この特徴を鵜呑みにせずに、よくうさぎさんを観察していただきたい
と思います。子うさぎさんの性格や行動を観察することもそうですが、
出来るならば親の性格などもお聞きになれるとよいと思いますよ。新
しい家族を決めるのですから、いろいろな面から考えていただきたい
と思います。多くの飼い主さんは、頭でいろいろ考えてはいても、こ
の子！という子と出会ってしまっているようですからね。よい出会い
がありますように♪

うさぎ用品ご紹介

うさぎのしっぽのオリジナルケージ　リニューアルで再登場！

プロケージにロフトとコミュニケーション窓がつきました。今回の改良のポイ
ントは、もっと楽しいうさぎ空間にするという事です。ケージレイアウトが、
今迄の平面的から立体的に考える事ができるので、より楽しいうさぎさんのお
部屋ができるはずです。ロフトの上に小さな小窓を付けましたので、ここで大
好きなおやつ等を食べさせるといいかもしれませんね。

６月発売下旬開始
規格：幅 61cm ×奥行 46cm ×高さ 55cm（キャスター時 60cm)

Renewal

もっと快適にする為に、こんなアイテムもあります。

N o . 2 5 0 6 5 　 ￥ 1 0 5 0
60cm × 45.4 × 2.4cm

ウッドフロアー　

Ｓ　No.2801 ￥1680
Ｗ　No.2802 ￥2520
Ｓ　幅 20 ×奥行 45cm（内外）
Ｗ　幅 40 ×奥行 45cm（内外）

替えトレー

お掃除の時に便利です！

Loft

Communication Window

Loft

Communication Window

価格：18600 円（税込）

＊現行のプロケージが在庫終了次第、リニューアルタイプに変更致します。

商品番号：2506



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: うさぎが我が家に来て初めての夏を迎えます。今はひんやりシー
トを使用していますが、昼間誰もいないので、実際どれくらい暑いの
か分かりません。ペットボトルに水を凍らせてケージの側に置いてお
こうとも考えたのですが、知人に「すぐ溶けるので意味がない」と言
われました。クーラーが一番いいのでしょうが、付けっ放しというこ
とに抵抗がありまして・・・もし何かいい暑さ対策があれば教えて頂
けると助かります。宜しくお願い致します。（一部中略）

A: うさぎさんのお留守番ですが、これからの時期はとても心配です
よね！お休みの日など、お留守番と同じ環境下を作っていただいて、
実際体験されることが一番かもしれません。どの程度の暑さなのか体
験してみてください。そうすれば、どういった対処が必要なのかおの
ずとわかってくるのではないでしょうか。またご自宅に戻られたとき、
お家の中に入った時に暑いと感じるかそうでないかなども、暑さ対策
をスタートさせるか否かの目安ともいえるかもしれません。ペットボ
トルを凍らせてケージの側に置く方法ですが、悪くない案なのですよ！
うさ飼いさんの皆様の中ではポピュラーな方法です。こちらもどのぐ
らいの時間で溶けるのか、もちろんその時の気温などで異なってくる
とは思いますが、試されてみるとよいと思います。思いのほかうさぎ
さんが気に入ってくれたりするかもしれませんからね。クーラーの場
合でも、朝からつけっぱなしにする必要はないかとも思います。それ
ぞれの環境で変わってくることですが、お昼前後の暑くなる頃に合わ
せてタイマーが作動するようにしたり、これと併用して午前中はペッ
トボトルを凍らせたものを置くとか、またドライモードにするとか、
いろいろ方法もあるかと思います。日差しをカーテンで遮ることでも
だいぶ室温は変わりますし、空気の流れがあるだけでも違いますから、
空気が淀まないような環境を目指していただくこともよいと思います。
そして販売されている夏の対策用品も、うさぎさんの好みや飼育状況
に合ったタイプをお使いになることも良案です。

Q: そろそろ暑い季節になってきました。先日私の住む福岡では気温
２４度とちょっと汗ばむほどで日差しもだんだん厳しくなりつつあり
ます。暑さに弱いというウサギさんにどうしてあげるのがいいのか今
から悩んでいます。エアコンがウサギさんの部屋に無いので、買って
あげるべきかなと思っているのですが・・・本当に迷っています。（一
部中略）

A: ぺットうさぎとして一緒に生活しているうさぎさんの環境は、室
内飼育が多いともいえますが、屋外で飼育しているかたもいらっしゃ
いますので、そのあたりを考えますと夏の暑さも乗り切っているとも
いえます。もちろんそれぞれの環境にあった暑さ対策を万全にしても
らうというのは言うまでもないですね。日本で生まれ育ったうさぎさ
ん達は、比較的温度の変化にその体調が左右されないともいえますが、
繁殖時や病気の時などはその環境によって、簡単に体調が左右されて
しまうことがありますので注意が必要です。うさぎさんには 15℃位か

ら 25℃26℃位が適温とされていますが、繁殖時や病気の時などは 23℃
位に保つ事がよりよいようで、湿度は常に 40 ～ 60％が理想といえます。
ではこれからの暑さ対策ですが、日陰で風通しの良い場所がケージの
置き場に適しています。直射日光が当たらず、空気の流れがあるとこ
ろがよいと思います。暑さがあっても空気の流れがあるだけでかなり
違いがありますので、空気の淀まないことがポイントになります。エ
アコンと併用して扇風機などで空気の流れをつくることもよいと思い
ます。ただ、エアコンの吹き出し口などや扇風機からの風に直接あた
らないようにする工夫も必要になります。私たちの冷房病などという
症状もうさぎさんに見られたりもするのかもしれませんからね。そし
てうさぎさんが自由に、涼しいところとそうでないところを選んで過
ごせる環境を作ってあげてください。また冷気は下に溜まってしまい
ますので、床に直にケージを置くと、我々が感じるよりももっと涼し
くなることもあります。高床式のように、なにか台の上などに置いて
あげることも大変よい環境となるかもしれませんね。もちろんペット
用の暑さ対策用品も様々なものが販売されています。お役立ち度がそ
れぞれございますので、うさぎさんの好み、飼育状況に合った物を上
手に使って頂ければと思います。毎年好評いただいているクールボー
ドもお薦めですし、また滑る素材が苦手なうさぎさんの場合などには、
うさぎの土管などもお薦め致します。うさぎさんは体温調節が得意で
はありません。体温が上昇したとき、口呼吸をほとんどしないうさぎは、
耳と体を広げることで表面積を増やし放熱します。ですから暑い夏の
時期は十分に伸びが出来る広さと暑さをしのげる涼しい場所を選べる
ようにしてあげてくださいね。

Q: うさぎさんの体調管理も気になる季節になりました。ケージの中
には冷え冷えボードを入れています。出かけるときは、ケージの上に
タオルで巻いた保冷剤を置いていくのですが、それだけでも効果はあ
るのでしょうか？それと、耳がやけに暑くなってることがあります。
これは暑さによるものなのですか？（一部中略）

A: 保冷剤も効果はちゃんと見込めると思います。ただし、その大き
さや材質などでも効果の持続性が異なってくるでしょう。また、気温
との関係でもあっという間に保冷の効果がなくなることも考えられます。
短時間のお出かけや、普段の暑さ対策などにはとてもよいかもしれま
せんが、長時間や暑さがひどくなったときにはちょっと心配です。エ
アコンや扇風機なども併用してご使用いただくと、尚よろしいと思い
ますね。そして、うさぎの耳には体温を調節する器官の役割もあるの
です。うさぎは汗をかく機能が発達していないですから、細かい血管
が行き渡った耳を外気にさらして、放熱しては体温を調節します。例
えば、体温が上昇したときに、血液を耳に集中させて、空気で血液を
冷やして体温を下げるという具合に利用するのです。耳が熱いという
ことは、こうやって体温を下げようとしている状態でもあると思いま
すよ。

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。

RUNAちゃんピョンちゃん

笹丸ちゃんチョコラちゃん

てぃあらちゃん

ぽぷりちゃん

うーたちゃん

天空ちゃんさくらちゃん

暖かくなった季節を快適に
過ごしているようなうさぎ
さん達に集まってもらいま
した！お宅のうさぎさんは
いかがお過ごしですか？
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