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るで旧知の仲のように、初

ル・くるみちゃんとなごやかに遊
できるだけお散歩に出かけます。

終日仕事で難しい時もありますが、

きゃいけない状況になるんですよ。

ブがお散歩好きなので、外に出な

んでいた本田翼さん。

ま
「私もガブという女の子のトイプ
それに、部屋が散らかっていると、

対面のティーカッププード

ードル
（ 歳）
を飼っていて、プー

© 2019
「天気の子」
製作委員会

すごく軽くてかわいかったです」

みちゃんはガブより小さいので、

くれたのかもしれませんね。くる

ドルには慣れているから安心して

ことで生活を改められるので、健

としています。わんちゃんがいる

食べたりするので、掃除もきちん

物をあさったり落ちているものを

の本田さん。「君の名は。
」
の新海誠

気取りのない明るい人柄が魅力
監督の最新作
「天気の子」
では、そ

康的な日々を過ごせていますね」

噛みされたことから。性格はとて
んな雰囲気を生かして、
女子大生・

愛犬・ガブちゃんの名前の由来

も甘えん坊さんだとか。
夏美の声を演じている。

は、初めて抱いた時にガブっと甘

きで、
『かまって！』
と寄ってきま

「ご飯よりも遊んでもらう方が好

新海作品の声に選んでいただけた

が多くて以前から好きでしたし、
のがうれしかったです。私が演じ

「新海さんの作品はせつない物語

機嫌取りをしています。でも、ご

た夏美は、主人公の帆高
（声・醍醐

すね。帰宅が遅くなった日は、『ほ

機嫌を損ねてしまうと、たまにわ

んとゴメン！』とヨシヨシしてご

ざと変なところで粗相をしている

虎汰朗）を支える、頼りになる女

わんちゃんとの生活は、自身の

の子。カラッと明るい子なので、

ほ だか

ことがあります
（笑）
」

私自身の近い部分を生かせたかな
と思います。新海監督によると、

生活習慣を改善できると感じてい

な

ほんだつばさ●1992年6月27
日生まれ、東京都出身。06
年にモデルとしてデビュー。
12年から女優活動を開始し、
主演やヒロインを数多く務
める。近作にドラマ「ラジエ
ーションハウス～放射線科
の診断レポート～」
（19年フ
ジ系）、映画「空母いぶき」
「新聞記者」
（以上19年）
など。

られる作品だと感じています」

と思いましたし、何かを問いかけ

高と同じ決断をするかもしれない

いて。確かにもしかしたら私も帆

へ届けてみたい』とおっしゃって

帆高と陽菜の決断を、世界中の人

かれているような作品ではない。

新海監督は
『正しいことだけが描

紋を呼ぶものかもしれませんが、

をして進んでいきます。結末は波

「この作品は、帆高が次々と決断

帆高のせつない恋を描く。

女・陽菜
（声・森七菜）
と、
家出少年・

ひ

雨をやませる不思議な力を持つ少

舞台は、雨が降り続く東京。その

美しい風景画で彩られる物語の

なっているらしいですよ
（笑）
」

の夢が詰め込まれたビジュアルに

かれたそうで、女性に対する男性

るそう。

公開中

P rofile

アニメーション監督・新海誠の
最新作。離島で育った帆高
（声・
醍醐虎汰朗）は、高校1年生の夏
に家出同然で上京するが、すぐ
に困窮。どうにかオカルト雑誌
のライター・須賀
（声・小栗旬）
の
事務所に雇われ、スタッフの夏
美（声・本田）と共に取材に奔走
する。帆高の行く末を暗示する
かのように雨が降り続く東京で、
帆高は、祈るだけで空を晴れさ
せる力を持つ少女・陽菜
（声・森
七菜）
と出会う。
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「天気の子」

夏美の絵は男性スタッフのみで描

〝運命〞に直面した
少年と少女の選択とは

at ion

「私はインドア派なんですが、ガ

inform

犬種：ビーグルとキャバリア・
キング・チャールズ・スパニエ
ルのミックス犬
（キャバグル）

犬種：アフリカン・ボーアボール

Jの親友！
モリーはC

僕 がC J を 守 る よ！」

ベイリーは目を閉じる前に、「イ
ー サ ン！
と約束。そして、
再び何度もの
〝犬
生〞を生きながら、イーサンの大
事な孫娘を見守る旅に出るのです。
CJ にとっての本当の幸せとは何
なのか…。それを探す彼女の思い
をかなえるため、ベイリーはCJ
ひと足先に旅立った愛犬が自分

に寄り添います。
に会うために何度も生まれ変わる
という、人と犬との深い絆と触れ
合いに、誰もが笑顔になり、温か
い涙を流した前作。
今作では、人と犬の間だけでな
く、家族の絆にもスポットが当た
ります。CJ を見守る旅、それは
すなわち、家族の絆を結び直すた

うため、3 回生まれ変わったベイ

大好きなイーサンともう一度会

がどう関わっていくのかが、愛情

の道のり、そしてそこにベイリー

れの思いと、関係を修復するまで

すれ違ってしまった家族それぞ

めの長い旅路になるのです。

リー。田舎の農場で再会した彼ら

イーサンとの約束を守るため
何度も生まれ変わるベイリー

と満ち足りた日々を送り、まもな
たっぷりに描かれていきます。

う時に、イーサンから思いがけな

く そ の〝 犬 生 〞も 幕 引 き か … と い

CJ のこと。小さいころからずっ

子の妻、グロリアが産んだ女の子、

ハンナが前夫との間にもうけた息

はこんなふうに考えているのかな、

ちの子〞や
〝近所のあの子〞が、実

感情が生き生きと描き出され、〝う

といっても犬のモノローグ。犬の

この作品のおもしろみは、なん

愛犬へのいとおしさが
しみじみと湧いてくる

と一緒に暮らしていたのに、イー

それはイーサンのパートナーの

い頼み事をされます。

サンたちとのいき違いからグロリ

前作に続き、
『アナと雪の女王』
で

このモノローグを担当するのは

と想像すると楽しくなります。

オラフの声を演じ、実写版の
『美

うのです。
心配したイーサンは
「僕

アはCJ を連れて出て行ってしま
を幸せにしてくれたように、あの

心をこまやかに表現しています。

CJ のことが大好きなベイリーの

世 話 好 き で、 そ し て イ ー サ ン や

かな声が、ユーモアたっぷりで、

ジョシュの温かみがあり表情豊

ョシュ・ギャッド。

子も幸せにしてほしい。だからま

犬種：ヨークシャー・テリア

女と野獣』
ではル・フウに扮したジ

！
なくちゃ
CJを支え
賢い頭脳と勇敢な心を持ったヨークシャー・テ
リアのマックス。憧れの街・NYで暮らし、ミュ
ージシャンになりたいという夢を持ちながらも
進む道に迷うCJのそばに寄り添うのです。

そして作品の中にたくさん登場
する犬たちのさまざまな表情も秀
逸。スクリーンの前で
「そんな顔
をされると、弱いんだよなぁ」と
表情を緩めてしまう愛犬家が続出
するのではないでしょうか。
また多様な犬種が登場するのも
魅力の一つ。スクリーンの中で生
き生きと動き回る犬たちの姿に目
前作でベイリーのことが大好き

を奪われます。
になった人はもちろん、前作を見
逃した方も存分に楽しめる一作で
す。愛犬がいると家族がどれだけ
豊かな気持ちで暮らせるかという

監督：ゲイル・マンキューソ 出演：ジョシュ・ギャ
ッド
（声）
、デニス・クエイド、キャスリン・プレス
コット、マージ・ヘルゲンバーガー、ヘンリー・ラ
ウ、ベティ・ギルピンほか
上映時間：109分

STAFF&CAST

イーサン！
まかせて、 守るよ！
CJは僕が

モリー

6
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ことに思いをはせ、ほっこりする

僕のワンダフル・ジャーニー

109 分を、ぜひ映画館で。

9/13㊎公開

イリー。

た、戻ってきてくれ」
と。

！
だ登場
まだま ら小型

か
大型犬
ざ
、さま
で
ま
犬
が顔を
種
犬
まな
す！
出しま

ベイリー
ティーンエイジャーのCJと暮ら
すのは、キャバグルのモリー。
つぶらな瞳と長いまつげで見上
げる姿がとっても愛くるしい！

僕のワンダフル・ジャーニー
体高70㎝、体重90㎏にもなる大型犬の王様とも
言われるアフリカン・ボーアボール。大きな体
ながら優しいまなざしでCJを見つめます。

ビッグ・ドッグ

！
編
続
の
望
待

頼むよ、ベ

イフ』
ラ
・
ル
フ
ダ
『 僕のワン
犬種：グレート・ピレニーズ
とバーニーズ・マウンテン・
ドッグのミックス犬

ひと目でCJだ
って
わかった。
離れたくなか
ったよ。

50年で 3 回も生まれ変わったベイリー、今度は一人の女性の一生を見守る旅に出る！
〝犬生〞には限りがあるけれど、
終わりではない。
いつもそばにいる愛犬がさらにいとおしくなる新作！

マックス

避難所では多くの人との共同生
活になります。知らない人やほか
の動物に対して声を上げたり、威
嚇したりしないよう、普段から慣
れさせておくことも大切です。頻
繁に声を上げたりすると、入所が
難しくなることもあります。また、
動物が苦手な人もいるので、ケー
ジの中でおとなしくしていられる
よう、普段から練習しておくとよ
普段の暮らしの中でも重要なこ

いでしょう。
とですが、予防接種や各種ワクチ
ンの接種、ノミなどの外部寄生虫
の駆除はしっかり行っておきまし
ょう。予防接種などを行っていな
いと、避難所で入所できないこと
もあります。

近年、地震や台風、洪水や土砂崩れなどの自然災害のニュースをよく耳にするようになりました。自分や家族のため、
そして家族同然のペットのためにも、もしもに備えること、もしもの時の行動を考えておくことが重要です。
取材・文＝佐藤紀子／撮影＝松本順子／イラスト＝岡本倫幸

普段からの準備

然災害の発生は、いつも突
普段から行う準備で、備蓄のほか

きく分けて2 つあります。一つは

飼い主としてできることは、大

自
然です。いつ誰が被害に遭
しつけや情報収集などが含まれま

ってもおかしくありません。その
す。もう一つは被災した時にどの

もって対策を立てておく必要があ

ため、普段から想像力を働かせ、

りますから、この2 つはリンクし

また情報を収集して災害に備えて

くペットも被災します。近年はペ
ているといえます。次のページか

ように行動するのかをシミュレー

ットの避難に配慮する自治体が増
らそれぞれについて、項目ごとに

トしておくこと。そのためには前

えてきていますが、まだまだ十分
まとめたので確認してください。

災害が起これば、人間だけでな

とまでは言えません。また備えて

おくことが必要といえるでしょう。

いたとしても 災害の状況によって

た
〝公助〞
が始まるまでには多少な

どの保護が行われますが、こうし

かりやはぐれてしまった犬・猫な

部を立ち上げ、被災動物の一時預

会などが集まって現地動物救護本

被災地域では、自治体や獣医師

めておいてください。

心安全のために、しっかり心にと

きません。この2 点をペットの安

後のペットの面倒をみることがで

飼い主さんが無事でなければ被災

家族の安全を確保することです。

と。何より、まずは飼い主さんや

所までペットと一緒に避難するこ

被災した時に大切なのは、避難

りとも時間がかかります。そのた

事情は変化します。

め、自分たちで備える
〝自助〞
や、

自助

近隣の人たちや飼い主同士などで
助け合う
〝共助〞
ができるよう備え

公助 共助

近隣住民や
地域の人々、
飼い主同士
などで助け
合うこと
自治体など
による支援

ておく必要があるといえます。

飼い主自身で行うこと

の上に重い物を置かないようにし

家具やケージを固定したり、棚

れるので、いろいろなパターンを

自宅避難をする場合などが考えら

って、避難所を利用する場合と、

合っておきます。災害の状況によ

対策や、預け先などを家族で話し

ます。ガラス窓には飛散防止フィ

想定して対応を検討しておくとよ
いでしょう。

ルムを張ったり、ペットの居場所
配慮が必要です。

をガラス窓の近くにしないなどの

クしましょう。

また、災害が起こった時のお互

一般財団法人ペット災
害対策推進協会は、平
常時にはペットの飼い
主や自治体などに向けた啓発活動などを実施、
災害が起こった時には現地の動物救護本部の活
動支援やアドバイスを行っている。
3doubutsukyuen.org/

家の中、特にペットの居場所と

沼田一三さん
一般財団法人ペット災
害対策推進協会常務理
事、
同事務局長、
獣医師。

いの連絡方法、留守の時のペット

たのは…

その付近に危険はないかをチェッ

教えてくれ

8
9

避難所に入れなかったり、ペッ
ト用シェルターで預かってもら
えない可能性があります。また、
ペット自身も落ち着かず、声を
上げたりしやすくなり、避難所
での共同生活が難しくなります。

ペットの 災害対策
ケージに慣れていないと…
周囲の人に迷惑をかけにくく、飼
い主さんも安心して休むことがで
きます。場合によっては自宅の片
付けなどで外出することもできる
でしょう。
飼い主が買物に行くなどで2～3時間外出する時に、ケージに
入れて留守番をさせて慣らすこともできます。

ケージに慣れていると…

が低いか含まれない水を5 ～ 7日分※

※ 犬に必要な水分：体重 1㎏あたり100㎖／1日
猫に必要な水分：体重 1㎏あたり50㎖／1日

ペットシーツ、排泄物の処理用具、トイレ用品

飼い主と動物の情報
優先順位 2

ペットとはぐれてしまった時に

マイクロチップを入れておくのも

も迷子札が有効になります。また、

子札も着けておくと安心です。猫

飼い主の住所や連絡先を記した迷

けておくとよいでしょう。この時

に鑑札や狂犬病予防注射済票を着

をしておきましょう、犬なら首輪

家族が家にいない場合に安全を確

っておくことが必要です。自分や

たちや飼い主同士で協力体制をと

能性もあります。そこで近所の人

仕事や買物などで出かけている可

い主が家にいる時とは限りません。

災害が起こるのは、必ずしも飼

ただし、ペットとの入居がOK

てることができます。

を事前に調べておくと、対策を立

トの受け入れに備えているかなど

の避難所はどこにあるのか、ペッ

きましょう。自分の住まいの近く

の災害対策をしっかり確認してお

普段から居住する地域の自治体

備え、飼い主がわかるような配慮

よいでしょう。
と想定されていても、災害時の状

避難が必要になることもあり、ペ

認してもらう、一緒に避難しても

ットの負担が大きくなることも考

らう、一時的に預かってもらうな

また被災した時、ペットと一緒
えられます。そのため、上記のよ

況により、必ずしもペット連れで

に避難所に入れないこともありま

入所できるとは限りません。また

す。そこで、かかりつけの獣医師
うにペットを預けられる施設など

ど、お互いにどんな協力ができる

や友達などに預かってもらう、ペ
の選択肢を複数用意しておくこと

り保持します。無理のない範囲で

型犬などはリードを付けてしっか

平常時には、これを想定し、避

ペットと一緒に避難しないと、

難所の場所やハザードマップを確

ペットが迷子になったり、家に戻

災害が起きた時、突然のことに

認して、安全なルートを考えてお

避難セットを持って、避難所に向

慌てたり、動転してしまうのはペ

く必要があります。また、ペット

かいましょう。

ットも同じです。興奮して噛みつ

を連れたうえでどのくらいの避難

れなくなったりします。必ずペッ

いたりすることもありますので、

いの場合は、すべてのペットをど

飼い主は自分の安全を確保したう

のように連れていくかもシミュレ

セットを持つことができるかも実
避難指示が出たり避難しないと

際に試しておきましょう。多頭飼
危ないと判断したら、小型犬や猫

ートしておく必要があります。

えで、ペットに声をかけ落ち着か

などはケージに入れ、中型犬や大

せてください。

トと一緒に避難しましょう。

おくことが大切です。

が重要になるというわけです。

か、普段から話し合っておきまし

▶洗濯ネット
（猫の場合、保護する時に活用）

ットホテルなどに預けるなど、で

災害の種類や規模によっては長期

▶マジックペン
（動物の情報掲示などに利用）

きるだけ多くの選択肢を用意して

ょう。

のほかは、自宅避難などに備えて

ただし、フードなどは備蓄しっ

ペット用のフードなどは5〜7

ぱなしでは消費期限を超えてしま

取り出しやすいところに置いてお

なくても食事を済ませることがで
うことがあるので、定期的に入れ

くとよいでしょう。

きますが、犬や猫の場合、好みで
替えることをお忘れなく。

▶ガムテープ
（ケージの補修などに利用）

ないと食べないことも少なくあり

▶ビニール袋
（排泄物の処理などに利用）

専用のフードが必須、ということ

▶タオル、ブラシ、ウェットタオル

ません。また、病気などのために

日分くらいを備蓄しておくように

▶ペットの写真

しましょう。人は、好みのもので

飼い主の名前や連絡先などを動物ID普及
推進会議のデータベースに登録します。

ペット用品

もあるので、いつも食べているも

▶薬、食器
（フード用と水用）
、リード
（伸びないもの）
またはハーネス、
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飼い主とはぐれてしまった時など、自治
体や動物病院などでマイクロチップのデ
ータを読み取って飼い主を見つけること
が可能となります。

マイクロチップを入れたら
直径2㎜、長さ8～12㎜の円筒
形でICなどが内蔵されており、
生体適合ガラスでおおわれて
います。注射をするように体
内に埋め込み、電池などは不
要で半永久的に使用できます。
マイクロチップの埋め込みは
獣医療行為なので、獣医師に
依頼します。

▶かかりつけ医の情報
※スマートフォンなどに保存するほか、
メモ帳などにまとめるとなおよい

備蓄品のうち、持ち運べる分は

▶ワクチン接種状況、既往症、投薬中の薬などの情報

のを備蓄しておきましょう。

▶飼い主の連絡先・飼い主以外の緊急連絡先や預け先などの情報

人用のものと一緒に避難セットに

▶水：人間が飲むミネラルウォーターではなく、ペット用のミネラル分

まとめ、玄関などに置きます。そ

災害が起きたら

マイクロチップの活用

マイクロチップとは
優先順位 3

命や健康に関わるもの
優先順位 1

～ 7日分
▶フード
（療養食含む）
：いつも食べているものを5

グッズも準備

、
を用意したら
考えたグッズ
を
と
こ
大切です。
る
が
え
と
れておくこ
災害時にも使
慣
も
ト
ッ
ペ
して、人も
普段から使用

Y
R
R
A
C

移動

ポ ル タ

Portaドッグリュック
キャリー

ペティオ

する

キャンピングキャリー
リッチェル

家ではハウスとして使い、そのま
まキャリーとして外出できます。
普段から自分の居場所として慣ら
すことができるので、災害時に移
動する時も安心。避難先でもその
まま利用できます。
ダブルドアタイプは上扉付きなの
で、ペットの出し入れもラクラク。
また別売のショルダーベルトを付
ければ、徒歩で移動する時に持ち
運びしやすくなります。

適応体重：～ 10㎏
オープン価格
20120・133・035
3www.petio.com

Portaのリュックはロックファスナーを使用しているので、内
側から犬が頭や足を出しても開かない安全仕様。開け口は大
きく開くので出し入れしやすく、前に抱えて使うこともでき
ます。普段からお出かけで使って慣らしておくとよいでしょ
う。便利な収納ポケット付き。

ダブルドア￥6,264、
S（超小型犬・猫・うさぎ用、体重目安／ 5 ㎏以下）
M（小型犬・猫用、体重目安／ 8 ㎏以下）ダブルドア￥9,072、キャリー
用ショルダーベルト￥972 ※キャリーは中型犬、大型犬用もあり
（お客様相談室） 3www.richell.co.jp/
1076・478・2957

ペットキレイ
ボディさっぱり清潔シート
ライオン商事

うるおいリッチな厚手のメッシュシートで
ボディの汚れやにおいをしっかり拭き取り、
さっぱりサラサラな仕上がりに。肌にやさ
しい低刺激性。ペットがなめても安心です。
犬用、猫用はアクアフローラルの香り、子
犬・子猫用は無香料。

30×20㎝、各25枚入り、オープン価格
20120・556・581 3www.lion-pet.jp/

clean

ジーンズ風パンツ
ドギーマンハヤシ

清潔に
保つ

ペット用おむつは、避難所などでのおもらしや粗相
に備えることができます。ジーンズ柄がキュート！
前後ガードで前後のつたいモレ、左右立体ギャザー
吸収体で穴の隙間からのモ
で横モレ、シッポ穴360°
レ防止など4つのモレ防止機能で安心。犬猫共に使
え、サイズも豊富です。

3S（胴回り18 ～ 36㎝、体重 1 ～ 2 ㎏）～ LL（胴回り40 ～ 58㎝、
体重13 ～ 18㎏）
まで 6 種類 3S、SS、Sは18枚入り、Mは16
枚入り、Lは12枚入り、LLは10枚入り オープン価格
20120・086・192
（お客様窓口） 3www.doggyman.com
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手軽に水分補給できる環境で
ペットの熱中症を予防

気温が高い日が続く夏場は、ペ

ットが脱水症状になってしまいが

ち。飼い主さんは、熱中症予防の

ためにも、いつでも手軽に水分補

給できる環境をつくっておくこと

が大切です。また、ペットに必要

な1日の水分量を把握することも

室内では、サークルなどに取り

重要なポイントになります。

付けられるアイテムがあると心強

いもの。ペットがいつでも自由に

水分補給できる場所があるとさら

にいいですね。外出時は、キャリ

ーでの移動中もご注意を。ノズル

式の給水タンクならいつでも水分

補給でき、万が一、災害で避難す

る時にも安心です。さらに犬の場

2㎏の猫…………140㎖
4㎏の犬…………320㎖
10㎏の犬…………630㎖

いよいよ夏本番。この時季、気を付けたいのがペットの脱水症状です。
シーンに合わせた水分補給対策で、元気に夏を乗り切りましょう。

※環境省
「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」
より
（平成21年）

おうちで

合、散歩中もこまめな水分補給を

手軽にたっぷり 水分補給

犬と猫が1日に必要な水分量は

外出先で

ト
チェックポイン

※1 室温25 ～ 35℃の時
※2 室温10 ～ 20℃、ペットがプレートに乗った時のプレート部の温度

最初は遠巻きに見ていたんですが、一
度座ったら定位置になりました
（笑）
。
冷暖両方使えるのはうれしいですね。
背面部分から出る風が強いときなこは
イヤがるんですが、出ているのも気付
かないくらいの微風で気になりません

！ 外出
おうちでも
先でも！

水 分 量
例えば

暑くて過ごしづらい日に、ペッ

トがひんやり冷えた場所を求めて、

家の中を転々としているのを見た

ことはありませんか？ ほぼ平年

並みとされる今夏の暑さも、体を

毛でおおわれたわんちゃん、ねこ

ちゃんにとっては大変。愛するペ

ットのためにも、より快適に過ご

せる場所を用意してあげたいもの

をキー

※2

D︲T﹂は、暑い日は室温から約

38

です。話題のペット家電
﹁PL︲PT

、寒い日は約 ℃

噛みつき防止設計なので安心！

※1

プレート部はアルミ製なのでお手
入れが楽ちん。ペットがそそうを
しても薄めた中性洗剤を含ませた
布で拭き取るだけでOK！

-5 4O
℃

汚れても
お手入れカンタン！

ちろん、寒い日も常にペットが一

消費電力は冷モードで36W、暖モードで28W。1日
12時間使用した場合の電気代は1か月￥300前後。

プする冷暖プレート。暑い日はも

1か月で約￥300の省エネ設計

わっているので、みんなが笑顔になること間違いなし！
番心地よい温度を保ち、愛犬・愛

運転時間を4時間または12時間で
切り替えられる自動OFF機能付き。
長時間使用によるペットの低温や
けどを防止してくれるほか、買物
時や就寝時にもとっても便利。操
作ロックモードも搭載。

快適プレート

暑い日も寒い日も、一年中ペットが快適に過ごせる冷暖プレ
ートが登場。ハイブリッド冷暖制御＋αで快適の質にもこだ

猫にとって快適なスペースを作り

低温やけどを防止する
4、12時間の自動OFF運転

HOT

出してくれます♪

プレートの下に3つのセンサーを装備して、快適
温度を制御。夏場はずっとそこにいても冷たいま
まの室温から約-5℃、冬場はペットの体温程度の
約38℃の気持ちよい温度をキープする。

&

心がけたいものです。

冷モードは 室温から約-5℃、
暖モードは約38℃の一番心地よい温度に

COOL

シーンに合わせたアイテムを上

つのポイント

冷暖制御の

手に活用して、大切なペットの健

快適な

ハイブリッド

康を守りましょう。

も愛猫も飼い主さんも
愛犬

□ 1日の摂取量をしっかり把握する
□置き水は傷みやすいため、新鮮な水を与える

ージ内で

ト
チェックポイン
□暑い日や運動後は、水分をこまめにとる
□携帯しやすいグッズを活用し、いつでも
飲める状態をキープ

移動中に
キャリーでの

サークルやケ

白石絵美さんときなこ
（♀）

ウォーターディッシュ ボトル付
犬も猫も飲みやすいお皿型。水が少な
くなると自動的に給水、一定量でスト
ップします。飲んだ量がわかるボトル
付きです。

飲み口が広い
お皿型

ねこちゃんにも！

スポットに

ウォーターノズル キャリー用
キャリーの扉にワンタッチで装着でき
る給水器。ノズル付きでキャリーの中
にいたまま水分補給ができて、災害時
の避難先でも活躍します。

向きを変えてマナー
洗浄にも

M サイズ

お散歩ハンディシャワー
市販のペットボトルに付けるだけの皿
型の給水器。水がたまりやすく飲みや
すい形です。犬の大きさによって選べ
る2サイズをラインアップ。

S サイズ

Nウォータースタンド
給水器を取り付けられる
スタンド。ケージやサー
クルがなくてもOK。ペ
ットが飲みやすいよう高
さを自由に調整できます。

冷暖プレート PL-PT40D-T
夏も冬も快適な温度にコントロールして
くれるペット用冷暖プレート。プレート
上で伏せをすることで、大きな血管があ
る腋や内股、肉球などを冷やして効果的
にクールダウンができるので、夏場のお
散歩後などにもぴったり！

フタを開けるだけで簡単
に給水できます

お散歩中に

どこでも給水

だ
快適 ♪
ワン

ノズルタイプも
あります

わんちゃん、ねこちゃんが噛みついて破損しやす
いコード部は、丈夫なカバーでおおわれているの
で噛みついてしまっても安心＆安全。

その他ラインアップも充実。製品の詳しい情報はこちら
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お問い合わせ／シャープ株式会社 20120・078・178 3jp.sharp/petplate 取材・文＝越智龍二／撮影＝松本順子

リッチェル ペット

検索

3www.richell.co.jp/

お問い合わせ／株式会社リッチェル 1076・478・2957
（お客様相談室） 取材・文＝酒井牧子
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人気のシーバ ®から発売された

新アイテムは、パキッ！と割って

ェットフード。いつでも開けたて

使 用する1回使い切りタイプのウ

新鮮なウェットフードながら、食

事として与えられる総合栄養食に

なります。テリーヌまたはフレー

クの2タイプ各 3種の全6アイテ

ムから、愛猫の好みに合わせて選

極上のおいしさを追求した人気

べるのもうれしい特徴。

ブランドとあって、おいしさはも

ちろん保証付き。あまりのおいし

さに、愛猫の目がキラッ！と輝く

こと間違いなしです。

シュシュット！
猫トイレ用除菌クリーナー
トイレ容器本体のこびりついた汚れやニオイを
すっきり除去する専用クリーナー。泡が密着す
るスプレータイプは、スプレーしてサッとふく
だけ。除菌※1効果で猫トイレをすっきり清潔に
保てます。手軽に使える厚手メッシュのシート
タイプも品ぞろえ。
（2018年ライオン商事
（株）
調べ）

専用クリ
ーナーが
誕生！

渡

部

茜

）
♀
さん
（
とさくらちゃん

市場初 の
専用クリーナーと
軽量タイプの
猫砂が登場

※

猫 砂№ 1 ブ ラ ン ド
「ニオイをと

る砂」から軽量タイプが新たに登

場。
「重たい」「重くて注ぎにくい」

粒タイプのフレーク状で食べ
応えも十分。おいしい「とろ
っとソース」
もよく絡む

という飼い主さんの悩みに応えた

柔らかくて食べやすいうえ、
原材料を混ぜて作っているの
で栄養をバランスよく摂取可

とろっとフレーク

軽量タイプは、軽くなったことで

しっとりテリーヌ

※3 ㈱インテージSRI調べ
猫サニタリー市場
（猫砂＋システムトイレ）2000年～ 2018年

新たに持ち手が付き、注ぎやすさ

®

一方、「トイレのニオイがとれな

シーバ 一皿の贅沢

®

もアップしました。

シーバ 一皿の贅沢

おやつに区分されるタイプが多い
ウェットフードながら、総合栄養
食に分類。しっかり食事として与
えられるのもポイント

レの
猫トイ を
お悩み
解決！

※2

い」「洗うのが大変」という声に応

容器のシール部分をはがして使う
タイプなので、いつも新鮮な食事
を与えられる。開けるたびに香り
と旨味を感じられるのがうれしい

ウェットフードなのに、
しっかり総合栄養食

えてくれるのが、
「猫トイレ用 除菌

特徴

クリーナー」
。これまで市場にな

ペリッ！と開けたてだから
いつでも新鮮！

すべての菌を除菌するわけではありません

20枚入り

かった猫用トイレの専用クリーナ

柔らかくて食べやすいテリーヌタ
イプと、しっかりと食べ応えのあ
るフレークタイプ。6つの味から
愛猫の好みに合わせてチョイス

2つに割れるトレイは、一つが1
食分にちょうどいい37.5gの小容
量。余った分を冷蔵保存する手間
もなく、容器も捨てやすい
特徴

2つのタイプから選べる
抜群のおいしさ

※1

除菌技術

シートタイプ

ーは、泡スプレータイプとシート

特徴

LION

界面活性剤・
洗浄技術

こびりついた汚れを
からめとる！

「いつも新鮮なもの」
「使い勝手がいいもの」
「よりおいしいもの」
…。
猫オーナーさんの尽きない要望に応える新商品
「一皿の贅沢」
がシーバ ® から登場！

1食分にちょうどいい
少量使い切りサイズ

猫のオシッコ
研究による
消臭技術

ねこちゃんのトイレを
すっきり清潔に！

※1

タイプがそろい、トイレ容器本体

特徴

本体
（270㎖）
つめかえ用
（220㎖）

T

! トリプル技術で、

オシッコ特有のイヤなニ
オイを強力消臭。
さらに、
こびりついた汚れや、ニ
オイの元になる菌まです
っきり除去します。

の掃除の悩みを解決してくれます。

猫オーナーさんの
要望に応える
4つの特徴

食べきりサイズの
新 ウェットフード

スプレータイプ

POIN

キ ！ と割れて 2 食分
パ ッ
シーバ®の商品はどれも大好
きなんですが、これもよく食
べてくれますね。1 回使い切
りなので新鮮なままあげられ
るのがいい。食べ残しがある
と鮮度が悪くなるだけじゃな
く、温め直す手間もかかるの
で本当に助かります。

お手入れしにくい
スノコやトレーもすっきり！

3

トイレは毎日使うものだけに特にこだわりたい！
ねこちゃんも飼い主さんもどちらも笑顔に
なる 2 種類の新アイテムを使って、
トイレの悩みを速攻解消！
※2 2018年12月 ライオン商事（株）調べ
（日本のペット市場）

さ」
を
「軽
い
」
す
や
臭力
消
使い
「
た
優れ
Wで実現
と

（木系の砂ユーザー）

ニオイをとる砂 軽量タイプ
しっかり固まり、オシッコやウンチのニ
オイを強力消臭する
「ニオイをとる砂」
か
ら、ユーザーのニーズに応えた軽量タイ
プが登場。軽くて持ちやすくなり、より
トイレのお手入れも簡単になった。

（紙系の砂ユーザー）
（2018年先行モニター調査n=206
ライオン商事（株）調べ）

T

POIN

!

）

砂ユーザー

（鉱物系の

に
た猫砂
っ
な
軽く
評価
ーも高
ザ
ー
ユ

ハイブリッド化で
重さ40％オフ※4 ！
しっかり固める鉱物系素材
と、軽い植物系素材を使う
ハイブリッド化によって、
約40％の軽量化に成功。さ
らに袋が持ちやすくて注ぎ
やすい持ち手付きに！

極上ツナ

17

厳選お魚ミックス
（ツナ・白身魚）

厳選お魚お肉ミックス
（白身魚・チキン）

極上ツナ

お問い合わせ／マースジャパン 10800・800・5874
（お客様相談室） 3sheba.jp 取材・文＝越智龍二／撮影・松本順子

厳選お魚ミックス
（ツナ・白身魚）

極上キチン

※4 「ニオイをとる砂
（ガッチリ固めるタイプ）
」1Lあたりの重量と比較

お問い合わせ／ライオン商事株式会社 20120・556・581
（お客様センター） 3www.lion-pet.jp/ 取材・文＝越智龍二
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ングし、おいしさと健康にこだわ

おすすめ！ 主食としてはもちろ

った総合栄養食です。さらにこの

ん、ご褒美やおやつ、いつものフ

愛猫との生活の中で、何よりも

くてバリエーション豊富なものを

ードのトッピング、さらにおでか

楽しみなのが食事タイム。健康へ

いろいろ試したいですよね。そこ

けにも便利♪ グルメな愛猫の好

さまざまなシーンで気軽に使えて

で注目なのが、キャットドライフ

みに合わせて、いろんな味をロー

コンボの4連パックシリーズなら、

ードの中で、売り上げ 1 ブラン

テーションで楽しめるから、食事

の配慮はもちろん、食べ飽きしや

ド ※の
「コンボ キャット」
。1 日分

の幅がグッと広がります。

猫の飼い主さんにとって、最も心配な健康上の
お悩み｢下部尿路｣。キメ細かな栄養設計のフードで、
食生活の見直しを！

すいねこちゃんのために、おいし

の栄養をバランスよくとれるドラ

の結石ができやすいといわれてい

6 歳までの猫はマグネシウム由来

ます。そして
「尿の状態」
も重要で

す。尿が酸性寄りか、アルカリ性

寄りかを示す値が
「 尿p H 」
。尿

りやすくなりますが、それは猫の

pH の値によっては結晶化がおこ

そこでおすすめなのが、下部尿

年齢ごとに異なります。

路の健康維持フード
「メディファ

ス」です。成長段階によって微妙

に異なるマグネシウムとカルシウ

ムの必要量を調整。さらに適切な

尿p H になるよう、ミネラルやア

ミノ酸を調整し、弱酸性化してい

ます。夏だからといって油断せず、

年間通して下部尿路の健康維持に

配慮してあげてください。

年間を通して
下部尿路 の健康を
サポート

イ粒に、豊富な厳選素材をトッピ

愛猫のおしっこトラブルは
日々の食事にも一因が

猫に多い下部尿路のトラブルは、

水分の摂取量が減る冬の時季に注

意が必要だと言われています。と

ころが
〝夏だから安心〞
というわけ

ではありません。もともと砂漠に

すんでいた猫の祖先は、体内の水

分を効率的に使う能力が発達した

代わりに、尿中に結晶ができやす

くなりました。猫の体の仕組み自

体が、下部尿路の諸問題を起こし

やすい体質なのです。

また、食事に含まれるミネラル

やアミノ酸のバランスが適切でな

いと、マグネシウムやカルシウム

が尿中で結晶化してしまいます。

冬だけじゃない！
そ気を付けて!!
油断しがちな夏こ
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をご紹介♪
「コンボ キ
大人気の
やすい魅力
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使
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力の連パッ
楽しさが魅

※インテージSRIキャットドラ
イ1㎏ 以下 2017年5月～2018
年4月 累計販売金額

ヒミツ

1

いろんな使い方ができる！

ヒミツ

2

バリエ
豊
うれし 富で
い♥

飼い猫の健康上のお悩みで
「下部尿路」
一番多いのは……

か

2位
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毛玉

31.3%

わ
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22.4%

0

毛玉

肥満

ルク

チ

腎臓

歯

食べ飽き
する時に

め
ちり ん

おでかけに

腎臓

11.7%

下部尿路

りミ

節

4位

17.4%
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減

5.5%

4.7%

目

アレルギー

か

焼

20

つ
塩か お

毎日の
主食に

タラチッ
き

つお節

トッピン
グ
に

おやつや
ご褒美に

小魚

プ

w年齢ごとにミネラル分を調整し
て、下部尿路の健康維持に配慮。
必須アミノ酸の一種であるトリプ
トファンも配合し、ねこちゃんの
穏やかな健康生活を
サポートします。
［子ねこ12か月まで/
1歳から/ 7歳から/11
歳から/15歳から］

33.1%

ふん

オリジナル

チ
つお ップ

プ

下部尿路

海の味わいメニュー カニカマ添え
160g
（40g×4連）

毛玉対応メニュー
かつお節添え
160g
（40g×4連）

ッ

40

カ
カニ マ

1位

飼い猫の健康上のお悩みは？

彩り豊かな
トッピング♪

カルシウムが豊富な小魚など厳
選素材そのままのものや、素材
を生かしてひと工夫したチップ
まで、
豊富なトッピングを用意。
好みの味を探してみて。

Ｚｚｚ…
チ
さみ ップ
さ

少量ずつの小分けパックが4連
になっているので、おでかけや
おやつに最適。愛猫の好きな味
を探したい時や、いつものフー
ドに食べ飽きた時にも、気軽に
試すことができます。見た目も
カラフルで楽しいので、猫友へ
のプレゼントにもぴったりです。

※ペットライン調べ

毎日の主食に〈メディファス〉
ドライ

ャー

だニ

安心

鮭チ

ップ

おしっこチェック

e

1

10

やってます

充実のバリエーションで
選ぶ楽しさにワクワク！

e

10

10

夏

の水分補給に
レトルトパウチとの併用もオススメ！

猫下部尿路の
健康維持
減塩かつお節添え
140g
（35g×4連）

毛玉対応メニュー
15

歳以上 ちりめん添え

11

歳以上 かつお節添え

小魚添え

11

歳以上 かつお節添え

鮭チップ添え

eスープタイプ

肥満が気になる猫用
かつお節添え

r総合栄養食
タイプ

海の味わいメニュー
鮭チップ添え

お問い合わせ／ペットライン株式会社 10572･20･1655
（お客様相談室） 3www.petline.co.jp 取材･文＝田山容子

子ねこ用

かつお節添え

〈メディファス〉
のレトルトパウチに
は、自然に水分摂取量が増やせる総
合栄養食タイプと、猫の体液に合わ
せた浸透圧設計のスープタイプがあ
ります。夏バテで食欲が落ちぎみの
ねこちゃんにも、食べやすくておす
すめ。おなじみのドライとの併用で、
愛猫の水分補給を上手にサポートし
てあげましょう。

3

愛猫の健康維持に配慮し、
「毛玉」や「肥満」
「猫下部尿路」
など気になる機能別や、子ねこ～シニアまで年齢別に分
かれた商品展開。さらに味の種類も加わり、豊富なライ
ンアップ！ どれにしようか選ぶ楽しさも魅力です。

ミルクチップ添え

1

その他のラインアップ ●室内猫 毛玉ケアプラス
［1歳から/7歳から/11歳から］
●満腹感ダイエット
［1歳から/7歳から］ ●少しでしっかり高栄養食
［11歳頃から］

19

ヒミツ

PROJECT

避妊･去勢後のケア

避妊・去勢後の愛猫の体重管理に配慮
され、カロリーを約 ％カット（ 歳か
ら比）
。﹇子ねこから 歳まで﹈

健康で美しい毛づやと皮膚の健康維持
に、コラーゲンと亜鉛アミノ酸複合体を
配合。﹇ 〜 歳﹈

皮フ･毛艶の健康ケア

お問い合わせ／日本ペットフード株式会社 103･6711･3601
（お客様相談センター）3www.npf.co.jp 取材･文＝田山容子／イラスト＝岡本倫幸
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コレ便利！

2

災害時の備えにも
あると安心!!

Porta ドッグコンパクト

スリングキャリー

コンパクトに畳めるPortaのキャリ－。
スマホやペットボトル用のほか、2つ
のポケットがあるので収納力抜群。飛
び出し防止具や、愛犬が外の様子を見
たり、通気用にもなるメッシュ窓も付
いて安心仕様。さらにショルダー部が
幅広なので、飼い主さんの肩への負担
も軽減。ネイビー、ベージュの2色展開、
適応体重～ 8kg。

ＣＭも
放送中

給
補
分
水
で
ちゅ～る

便利グッズで

～る」
「CIAOちゅ
の
んちゃんの
ちゅ～るち
ちゃん＆わ
こ
ね
、
ら
か
る」
ムが登場！
「Wanちゅ～
の新アイテ
め
す
す
お
夏場に

Mでおなじみ
ゅ～る♪のC

320㎖

430㎖

530㎖

630㎖

※フードからとる水分を含む

コレ便利！

コレ便利！

〈いなばちゅ～る〉
水分補給

テープタイプのお散歩専用伸縮
式リード。手にやさしいソフト
グリップを採用し、指一本でロ
ックできる簡単操作が魅力です。
テープの部分には反射素材を使
用しているので、夜のお散歩で
も安心。伸縮距離5ｍ、レッド
とネイビーの 2色展開。●サイ
ズS
（10㎏まで・小型犬用）
、M
（20
㎏まで・中型犬用）
、（
L 30㎏まで・
大型犬用）

3

ポータブルウォーターボトル
リーフ グリーン

環境省
「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」
（平成21年）
より

1

リールリード ロード

畳むと
コンパクト

850㎖ 1060㎖ 1250㎖

70

％
（子猫は

190㎖

60

〜

犬

猫は体重の約

-

90

％）が水分といわれ、体

-

80

〜

-

重 4㎏ の猫は1日に約240㎖の

470㎖

約

400㎖

水分を摂取する必要があります。

320㎖

ただ猫は体質上あまり水分をとら

240㎖

ないため腎臓に負担がかかりやす

140㎖

く、飼い主さんの注意が必要です。

猫

「水分補給ちゅ〜る」
は、猫と犬の

25㎏

体液に近いミネラルバランスに調

20㎏

整されており、水分と電解質の効

15㎏

率的な補給をサポート。いつもの

10㎏

ようにおやつ感覚でペロペロとな

8㎏

めるだけで、夏場に不足しがちな

6㎏

水分量をすばやく吸収することが

4㎏

できます。ねこちゃんはもちろん、

2㎏

より多くの水分が必要になるわん

体重

ちゃんも自然に水分補給ができる

猫と犬が1日に必要な水分量

よう、
「水分補給ちゅ〜る」
でケア

夏休みの旅行から、普段のお散歩、
そして防災対策にも使える
愛犬とのおでかけアイテム

してあげましょう！

夏のおでかけ
大作戦！

おでかけ
グッズを
収納

暑い夏は

ゃんも
ねこち
ゃんも
わんち

〈CIAO ちゅ～る〉
水分補給
バラエティも豊富な

水分補給ちゅ～る
1本14gの食べきりサイズのおやつ
水分と電解質の補給をサポート
するミネラルバランス

お散歩中のわんちゃんの水分補給やト
イレの後処理に便利なシリコン製給水
器。ストラップとカラビナ付きで持ち
運びしやすいのもポイントです。市販
のペットボトルにも対応しているので、
ボトルの交換ができて便利。

緑茶消臭成分を配合

とりささみ

とりささみ

ツナ

まぐろ

とりささみ
ビーフミックス味
20本入り

新 お･でかけアイテムで
愛犬との外出が快適に

夏休みに入り、愛犬とのおでか

けを計画している人も多いのでは

ないでしょうか。何かと必要な持

ち物はありますが、なかでも
「リ

ード」「キャリー」「給水ボトル」
は夏

のおでかけに必須の
〝三種の神器〞

と言えるのでは。おでかけや旅行

の時だけではなく、普段のお散歩

にも活用できる機能性を追求した

アイテムが、ペティオから登場し

ました。

タイプの伸縮式リードなので、行

「リールリード ロード」はテープ

お問い合わせ／株式会社ペティオ 20120･133･035 3www.petio.com 取材･文＝田山容子／撮影＝松本順子

動範囲が広がります。「スリングキ

ャリー」は、コンパクトに畳めて

外出先でも便利 。「ポータブルウォ

ーターボトル リーフ」はドイツの

デザイン賞も受賞した、使いやす

くスタイリッシュな逸品です。こ

れらをそろえておけば、おでかけ

だけでなく、近年増えている災害

対策にもなるので一石二鳥。愛犬

21

との楽しくて安心な暮らしに、ぜ

凍らせて
シャーベット
にも♥

ペティオ アクアゼリー
4つのゼロ りんご風味
（16g×17個入）
電解質配合で素早く水
分チャージできるから、
暑い夏のお散歩おやつ
に ぴった り！ さら に
「カロリー」
「脂肪分」
「砂糖」
「着色料」の4つ
のゼロもうれしい。わ
んちゃんの好きなりん
ご果汁入り。

ひお役立てください。

夏の散歩は水分補給が大切！

まぐろ
海鮮ミックス味
20本入り

とりささみ
チキンミックス味 20本入り

用も登
ちゃん
わん
Wanちゅ～る
メーカー

とりささみ
海鮮ミックス味 20本入り

場！＂ちゅ～るメ

ーカー
＂

愛猫のキュートなCMをスマホで簡単に作
れるアプリ「CIAOちゅ～るメーカー」に、
わんちゃん用の「Wanちゅ～るメーカー」
が仲間入り。撮影したCMを応募、採用
されれば愛猫&愛犬がTVCMで放送される
キャンペーンも予定しています。

ちゅ～る
メーカー

お問い合わせ／いなばペットフード株式会社 10120・178390 3www.inaba-petfood.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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ご住職に伺いました

Q 自宅での供養の方法は？
A 「当寺で葬儀をしたあと、紙に書いた仮位牌を差し上
げています。それを祀ってもいいですし、正式なお位

知っておきたい

ペット用仏具も
多彩です！
eお参りセット￥1,0000。
本位牌と写真を置く、ペ
ット用仏壇のセット

Q

ペット供養

牌をご希望の方は、申し込めば作ることもできます。
お位牌やお写真を祀って、そこに生前好きだったフー
ドやおもちゃ、
お花などを飾ってあげるとよいですね」

A

&

Q ペット葬儀の方法は？
『個別葬』
『立ち会い葬』
の3種類
A 「『合同葬』
があり、ご希望の方法で供養いたします」
合同葬

立ち会い葬

個別葬

お寺でのおまかせ葬儀
で、ペットとは受付後
にお別れ。他家のペッ
トと一緒に火葬を行い、
動物供養塔または竹生
苑に埋葬してくれる。
遺骨の返骨はできない。

お寺でのおまかせ葬儀
で、受付後にお別れだ
が、個別に火葬を行う。
寺院職員が収骨し、2
年間無料で納骨堂に納
められる。希望があれ
ば返骨も可能。

元気な今から知っておきたい

人と同様の葬儀。家族
同席のもと、僧侶が荼
毘諷経を行い、個別に
火葬。家族で収骨した
後、僧侶が再び安骨諷
経を行う。葬儀当日に
納骨または返骨も可能。

ペットの供養･お墓事情
ペットを飼っていれば、いつか必ず訪れるのが〝別れ〞。ペットが元気なうちにそれを考えることは飼い主さん
にとってはつらく、難しいことですが、命あるものが終わりを迎えるのは自然な現象。いつ、その日が来ても
悔やまぬように、ペットの葬儀やお墓に関する必要な情報について、ペット霊園のご住職に話を伺いました。

Q 費用はどれくらいかかる？

取材･文＝田山容子／撮影＝野口彈

て、
「自治体」「民間業者」「お寺」
の

火葬をする運営主体は大きく分け

愛するペットが亡くなった際、

受けて、一般の方々に浸透してい

るように。そしてペットブームを

がて口コミで芸能人の方が利用す

財閥系などの方々から始まり、や

最初は、皇室の方々や政財界、旧

いうやり方が定着し始めました。

ペットを火葬して骨壺に納めると

られた当日、受付に来られた時は、

ほとんどいないんですよ。亡くな

にしますが、うちの施主さんには

よく
〝ペットロス〞
という言葉を耳

め、立ち会い葬の方が多いんです。

別葬と立ち会い葬で半分以上を占

的に多かったのですが、今は、個

ペット供養の歴史を知り
最後にできることを考える

3 つ。近年では、火葬場を有しお

り、取り乱す方もいらっしゃいま

皆さん悲しみに打ちひしがれてお

す。ところが、立ち会い葬をして、

ったという流れですね」

ペットが家族の一員として、か

骨上げや読経などをしてくれる

けがえのない存在になってきた現

10

じ けいいん

えています。なかでも
「慈恵院 付

は
『心が落ち着きました』
とおっし

「お寺」
を選択する飼い主さんが増

ゃる。どう受け止めるのかは、結

人間と同じようにきちんとお経を

のですね。

局施主さんの捉え方次第ですけれ

あげて火葬をすることで、最後に

「そうなんです。さらに最近では、

ども、大切なペットを成仏させて

代は、
〝きちんと供養をしたい〞
と

などこまやかに対応してくれる総

動物がご縁で、人間
（飼い主さん）

送るという儀式を通すことが大切

いう思いが当たり前になっている

合施設。長い歴史の中で、ペット

も同じお墓に入りたいという需要

で、飼い主さんも死を受け止める

正 ）
年創立で、火葬・納骨・法要

供養を取り巻く状況には、どのよ

が増えてきています。当院でも将

属多摩犬猫霊園」
は、1921（大

うな流れがあったのでしょうか？

来的に、飼い主さんとペットが一

ことができ、最終的には安堵なさ

の庭に埋めるというのがごく普通

るんだと思います」

「昔はペットが亡くなったら、家

緒に入れるお墓の受け入れ態勢を

返骨後に自宅で供養をする場合

は、どのようにすればよいのでし

ょうか。

おくことは、おすすめはしません。

「お骨を自宅にいつまでも置いて

準備しております」

が らん

お寺での供養を通して
飼い主さんの心もケア

ペットの葬儀には、どのような

ものがあるのでしょうか？

なぜなら、悲しみをずっと引きず

i東京都大島町元町岡の越631-1 20120・381・114 3www.miraien.jp/

ってしまいますから。『お骨を手放

太平洋と富士山を望む国立公園
の丘にある、樹木葬専用ガーデ
ン。ペットと人が同じ場所に眠
ることのできるガーデニング型
の樹木葬墓地が特徴。また、ペ
ット専用の花墓地（永代使用料
￥30,000）
や、ペットの共同墓
（￥
10,000）
もある。

「立ち会い葬、個別葬、合同葬の

人間の海洋葬で実績のある会社
が、12年からペットの海洋散骨
サービスをスタート。ペットを
見送れる合同散骨￥32,400や委
託散骨￥21,600などがあり、船
チャーター料・粉骨・献花・海洋
散骨座標証明書・セレモニープ
ロデュース料が含まれている。

3 つがあります。『立ち会い葬』と

千の風みらい園

まつ

海洋散骨プロデュース珊瑚礁

［出港］
神奈川県・みなとみらい ぷかり桟橋など
20120・44・3540 3sangosyo.jp/pet/
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樹木葬

したくない』という思いはよくわ

近年、新しい供養方法として注目を集めているのが
「樹木葬」
や
「海洋葬」
。自然と一体化できることや、
お墓の管理を永久的に続けることが難しいというニーズにも合い、今後さらに発展していきそうだ。

かりますが、そこに執着心が起き

海洋葬

供 養 が 増 えています

いうのは、家族同席のもとで火葬

多様な

場で僧侶がお経をあげます。そし

きらめ

e煌きストラップ￥1,500、肉
球付き￥2,000。写真を入れて、
お守り代わりに

ても、決して供養にはなりません。

※個別・立ち会いは納骨料2年含む

愛する飼い主さんがいつまでも悲

r線香立て￥1,500。ねこち
ゃんほか、わんちゃんのか
わいいモチーフもあり

て家族でお骨を拾い、読経所で再

￥61,500 ～
72,300

び 安 骨 の お 経 を 唱 え ま す。 ま さ

￥39,900 ～
50,700

しみの中に埋没していることを、

￥29,100 ～
39,900

に、人間の葬儀と同様のやり方で

中大・大型犬

（体重15～35㎏）

亡くなったペットは望んではいな

￥54,000 ～
59,400

いはず。ですから、お骨はお寺な

￥32,400 ～
37,800

す。『個別葬』は、お寺で責任を持

￥19,400 ～
24,800

って一体一体火葬をします。『合同

小型犬・中型犬

（体重15㎏未満）

ど信頼できる場所に預けて、お位

￥54,000

牌やお写真を祀って供養をしてあ

￥32,400

30

葬』は、ほかの動物たちと一緒に

￥15,100

猫、その他

（ウサギ、
フェレット等）

●慈恵院 付属多摩
犬猫霊園
東京都府中市にある、
日本最大級のペット
霊園。ペット供養に
100年の歴史があり、
人間の供養にならっ
て行ってくれる。
i東京都府中市浅間町2-15-1 3www.jikeiin.jp

火葬をして、合同の供養塔に埋葬

立ち会い火葬

げるのが一番だと思います」

個別火葬

いたします。昔は、合同葬が圧倒

合同火葬

でしたよね。うちでは、今のよう

rお骨壺名入れ（白壺3 ～8寸含
む）￥6,000。ペットの種別のシ
ルエットを104種から、色を4つ
から選べる

慈恵院 住職代務
田中章恵さん

50

にきちんとした伽藍を備えたのが

rアートな位牌￥15,000。
いつまでも輝き続けるク
リスタルの本位牌

教えてくれたのは…

年ほど前ですが、ちょうどその

鳥やハムスター、は虫類など小動物から、体重
35㎏以上の特大犬も対応しています」

ころ、昭和 年代半ばごろから、

A 「ご自宅への引き取りから火葬、納骨まですべ
て含んだ料金体系です。以下の種別のほか、小
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今号の「わんにゃんWalker」はいかがでしたか？ 読者の皆さまにプレゼントをご用意しました。
「わんにゃんWalker」公式ホームページより、ぜひご応募ください。
スペシャルプレゼント

本田翼さん
サイン入りポラロイド

2

インタビューはP4

名様

表紙と巻頭インタビュー
に登場してくれた本田翼
さん。直筆サインが入っ
た、くるみちゃんとの貴
重なポラロイド写真を 2
名様にプレゼント。

ペットライン

〈メディファス〉
避妊・去勢後のケア 子ねこから10歳まで
チキン&フィッシュ味
内容量：1.41kg

詳細はP19

シャープ

1

夏も冬もわんちゃん＆ねこ
ちゃんが快適に過ごせるハ
イブリッド冷暖プレートを
1名様にプレゼント。自動
運転タイマー＆ロック付き
で、お手入れも簡単！

名様

名様

健康
わんちゃんの夏バテ対策になる納豆を使った体
にやさしいレシピをご紹介。発酵食品である納
豆は、夏バテで疲れた腸内を整える働きや、夏
に不足しがちなたんぱく質、カリウム、ビタミ
ンB群などを豊富に含みます。また、火を使わ
ず、手軽にそのまま食べさせられるので、暑い
夏には特におすすめ。納豆を料理に上手に使っ
て、愛犬の健康に役立てましょう。

いなばペットフード

〈CIAO ちゅ～る〉水分補給 まぐろ、とりささみ、
〈いなば ちゅ～る〉水分補給 とりささみ、ツナ
詳細はP20

2種セットを

10

各

名様

●10120・178390 3www.inaba-petfood.co.jp

ライオン商事

ペットキレイ ボディさっぱり清潔シート
子犬・子猫用、犬用、猫用

各

10

内容量：各25枚入り

名様

汚れ・ニオイをしっかり拭き取っ
てくれる、水分量がリッチな厚手
メッシュシート3種をそれぞれ10
名様に。使用後もベトつかず、す
ぐに乾くのもポイント。

ペティオ

Porta ドッグコンパクトスリングキャリー、 ポータブル 4種セットを
ウォーターボトル リーフ、リールリード ロード S、
各
1
アクアゼリー 4つのゼロ りんご風味
詳細はP21
名様

約 200 kcal
除く
※ドライフードを

P21に登場のわんちゃんとのお
でかけにぴったりのアイテム
を4点セットにしてプレゼント。
スリングキャリーのカラーはネ
イビーまたはベージュを選択可。

●20120・556・581 3www.lion-pet.jp/

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください

●20120・133・035 3www.petio.com

マース ジャパン

シーバ® 一皿の贅沢 しっとりテリーヌ 極上ツナ、
とろっとフレーク 極上チキンほか全6種
詳細はP17

6種セットで

10
名様

プリモデビィ ササミ＆野菜、ササミ＆さつまいも、
ササミ＆すりおろし野菜、ササミ＆野菜ペースト、
ササミ＆さつまいもペースト 内容量：各95g

いつでも開けたて新鮮なシーバ
の 1 回使い切りタイプのウェット
フード。テリーヌとフレークの2
タイプ各3アイテムの全6種を、各
1個ずつのセットにして10名様に。

シニア期の愛犬の健康に配慮し
た総合栄養食。鶏ささみをベー
スに鶏レバーや鶏手羽を加え、
消化しやすく柔らかく仕上げた
5種各2個セットで12名様に。

●10800・800・5874 3sheba.jp

●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp/

®

日本ペットフード

コンボ キャット 連パック 海の味わいメニュー
カニカマ添え、かつお節添え、鮭チップ添え
詳細はP18

豊富なトッピングが人気のコンボ
シリーズから、おでかけやおやつ
にぴったりな小分けタイプの4連
パックをプレゼント。3 種をセッ
トにして30名様に！
●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

3種セットで

30
名様

ペットアイジージー個包装タイプ
犬用・猫用 生後3ヵ月～高齢期まで
内容量：60g
（4g×15）

シニア犬の食事
ささみ&さつまいも
▶代謝エネルギー 70kcal /100g

・シニア犬の食事 ささみ&さつまいも… …1缶
※小型犬の場合1/2缶
・ご飯………………………………………約50g
・ひきわり納豆……………………………約20g
・シメジ……………………………………約20g
・豆苗………………………………………約10g
・ドライフード………………………………適宜

デビフペット
5種セットで

12
名様

兼松ウェルネス

10

脂肪分が少ない鶏ささ
みのミンチに、サツマ
イモペーストをプラス。
食べやすい柔らかさな
ので、7 歳以上のシニ
ア犬におすすめ。グル
コサミンや必須脂肪酸
のDHAも配合。

シメジ、豆苗は細かくみじん切りに
します。

切っておいたシメジと豆苗、ご飯を
鍋に入れたら、ひたひたになるくら
いの水を入れて火にかけます。

3 ～ 4 分ほど煮込んでとろみが出て
きたら火を止め、ひきわり納豆を入
れて混ぜ合わせます。

火から下ろしてお皿に盛り付け、シ
ニア犬の食事 ささみ&さつまいもと
ドライフードを混ぜたら完成です。

名様

●103・3669・6110 3www.s-milk.com

リッチェル
7種セットで

3
名様

栄養学の基礎知識

詳細はP14

災害時にあると便利な7種をセットにして
3名様にプレゼント。ウォーターディッシ
ュとスタンドはおうち用、ハンディシャワ
ーは外出時の水分補給におすすめ！

犬の体の約70％は水分
夏の脱水症状に要注意

成犬で約70％、子犬では70～80％が水でできているわんち
ゃんの体。体を構成する重要な栄養素ともいえる水は、体
温の調節や呼吸して体内に酸素を取り込む時などにも欠か
せないもので、不足すると脱水症状を起こしてしまいます。
もしも飲水量が急激に増加、減少した場合はなんらかの病
気が疑われるので、動物病院に相談しましょう。

●1076・478・2957 3www.richell.co.jp

3sp.walkerplus.com/wannyan/

使用アイテムは

母乳が子犬や子猫の免疫を高める
ことに着目して作られた機能性ミ
ルク。食事に振りかけたり、水に
溶いて与えることで健康をサポー
ト！ 動物病院専用品。

ペットカート エルフィ、
おでかけ3WAYバッグ、
お散歩ハンディシャワー M、
たためる3WAYペットケージ 640、
キャンピングキャリー ダブルドア M、
ウォーターディッシュ M ボトル付、
Nウォータースタンド

ホームページよりご応募ください

の
ゴハン

Vol.41

ねこちゃん、わんちゃんの体液
に近いミネラルバランスに調整
された食べきりサイズの液状お
やつ。猫用2種、犬用2種をそれ
ぞれ10名様にプレゼント！

●20120・078・178 3jp.sharp/petplate

25

体にやさしい♪ 納豆おじや風

●10572・20・1655 3www.petline.co.jp

詳細はP15

応募
方法

ペット

麻布大学獣医学部との共同研究
に基づいて開発された猫の下部
尿路の健康維持フード。避妊・
去勢後の猫に必要な栄養素を調
整した人気商品を10名様に。

冷暖プレート PL-PT40D-T

内容量：各160g
（40g×4）

10

デビフ

締め切り●2019年

9/20㊎

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※ご提供いただいたお客様の個人情報は、プレゼントの発送に利用させていた
だくほか、お客様の個人を識別できない統計的な資料を作成するために利用
させていただきます。詳しくは当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
3ir.kadokawa.co.jp/company/policy.php

愛犬レシピ
動画は
こちら！

※デビフペットでは、食肉用のお肉を
使用しています。レシピは総合栄養食
のドライフードなどと一緒に与えるこ
とを推奨しています。ペットの体調や
疾病などを考慮して与えてください。

お問い合わせ／デビフペット株式会社 103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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