株式会社 鈴木住研

編集者：おぐりえり

TEL 042-424-1449 FAX 042-424-1446
E-mail info@suzukijyuuken.com
ホームページ http://www.suzukijyuuken.com/

UB 足快（そうかい）バスマットは、珪藻土を独自の技術で新化させボード化した商品です。
『UB 足快バスマット』は、吸水性・速乾性・消臭性に優れた“消臭 OK！乾度良好バスマット”です。

カビ・ダニを徹底的
カビ・ダニを徹底的に
徹底的に防ぎます
気分足快！珪藻土生まれのカラダにやさしいバスマット然の力で脅威の吸水力！
カビ・ダニの発生を抑えます。 くりかえし使えて洗う必要もありません。
吸水して放湿するのでいつもさらさら 。わずか数秒でお水をみるみる吸収します。

簡単お
簡単お手入れ
手入れ
UB 足快バスマットは吸水性のほかにも速乾性にもすぐれています。
ご使用頂き、吸水性が低下したと感じられる場合でも、風通しの
よい日陰で半日程度立てかけて乾燥させると、マットの表面はカラ
ッと快適に保たれます。

使い方いろいろ
UB 足快バスマットはすぐれた調湿機能のほかにも、いやな臭いを
吸着・分解する機能があるのでバスマット以外にも用途いろいろ！

この時期になると恋しくなる缶入りコーンポタージュですが、つ
ぶつぶのコーンがどうしても缶の底に残ってしまうのが悩みの
タネです。
ところが、そんなコーンを最後まで残さずに飲みきる方法が

車酔いを
車酔いを防
いを防ぐ方法
黒のサングラスをかけて車に乗ります。たったこれだけです。乗り
のサングラス
物酔いが起こる原因は、外の激しい光が目を刺激し目に入っ
てくる速い風景に、眼球の動きがついて行けなくなり、脳が混
乱を起こして気分が悪くなります。それを、サングラスをかける
事により、刺激を和らげるという訳です。

車酔いを
車酔いを防
いを防ぐ方法 2
車酔いをしそうになってきた時は、親指の第一間節当たりを、
少し痛いと思うくらいの強さで噛
噛みます。1 回噛んでも駄目な
ら、もう 1 度噛みます。これは、痛いと言う刺激が目からの情
報より早く脳に伝わる為、気分を悪くさせる原因を、遮断し
ようとしています。

乗り物酔いに
物酔いに効
いに効くつぼ
乗り物酔いで吐き気がする時は、ろっ骨の少し下あたりのみぞ
みぞ
おちというつぼを、息を吐きながら５～6
秒間、押す動作を何
おち
度か繰り返すと、多少楽になります。

Twitter で話題になっていました。
その方法とは、飲み口の少し下あたりをあらかじめ凹ませておく
というもの。
たったこれだけ？と思いつつ試してみると、
たったこれだけ？と思いつつ試してみると、たしかにいつもより
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減税・補助・融資を利用した
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コーン粒がぽろぽろ口の中に入ってくる！詳しいことは不明で
コーン粒がぽろぽろ口の中に入ってくる！詳しいことは不明で
すが、どうやら流体力学が関係しているもよう。
お、おそるべし流体力学……
お、おそるべし流体力学……！
……！
実際にこの方法を実践したという
ツイートは、現在までに 1 万人以上が
RT しており、「そんな技があったなんて！」
「あまりにも勢いよく出てくるので、
コーンを噛まずに喉へと…
コーンを噛まずに喉へと…」など、
にチェックを入れて下さい。

さまざまな反応を呼んでいます。
皆さんもぜひお試しあれ
皆さんもぜひお試しあれ。
お試しあれ。

資料送付先
お名前：
ご住所：
ご連絡先：

資料請求先
株式会社 鈴木住研 行

FAX：042-424-1446
mail：info@suzukijyuuken.com

季 節 のお手 入 れ 【
１月】

布のバスマットでは防ぎにくいカビの発生・ダニの繁殖を『UB 足快バスマット』は許しません！
マットの表面はいつもカラッと快適、湯上がりの足はいつも爽快です！！

火災 にそなえ、消火器 の使 い方 を確 認 しま しょう。
• 空気 の乾 燥 す る季 節 です。
換気 に心がけま しょう。
• 部屋 の空気 がこもり がちな ので、

あ かり の消 え た真 っ暗 な部屋 でも、スイッチ の位置 がす ぐわ かり、安全 である。

蛍蛍蛍蛍 スイッチ（ほたるす いっち）
】 照明 のスイッチを 切る と、スイッチプ レート に小 さな緑 のラ ンプ が点 灯す るスイッチ のこと。
ハウジ ング用語 【

韓国の動物園。
アジアゾウのコシキ
は、鼻を口 の中に巻き
入れて韓国語の 5 つの
単語を発音できる。

つーか、ねーゾウさん。
耳が大きくなる進化？凄いと思うよ。時間もかかったろーし。
でも、でもよ。怒んないでね。

以前放送していたお笑い番組、リチャードホールに出てくる「パンダＰ」というコント。
アンタッチャブルの柴田がパンダＰになって、動物のうんちくを話しまくるというコント。
そんな柴田のブログの中から動物うんちくネタをご紹介します★
アフリカゾウ編
アフリカゾウ編

それなら、体温が調整できる進化とかの方が良 くね？
耳で補いまーすみたいの、なんか不便じゃね？
いやゾウって何か抜けてんのよ。
例えばさー。ゾウって体でっかいから飯も半端じゃないのよ。
１日で草 200 キロくらい食うからね。
「そりゃ、あんだけデカけりゃ 200 キロ必要だよ」とか思ってたら、

マジか！！！！
マジか！！！！

皆も良 く知るアフリカゾウなんだけど、ゾウの進化で一番なのはやっぱり鼻だわな。
もー誰がなんつったって鼻しかないでしょ。

鼻の特徴一個もねーし。
で、３メートルもあんのかよ。小さくねーじゃん。
足 もがっちりして、力強そうだし、あごも強そ・・・つーかお。お前・・・

まー鼻って言 っても、正確には、「鼻と上唇が１つなったやつ」って言 う、
なんとも呼びにくい部分なんだけど、今日はめんどくさいから、鼻と呼びますね。

進化しなくてよくね
進化しなくてよくね！！！
しなくてよくね！！！

「吸収するのは 45％程度」だって
なんでだよ！！！
なんでだよ！！！全部
！！！全部しろバカヤロー
全部しろバカヤロー！！
しろバカヤロー！！

いや、生きていけたよ、このままでも。 なんとも信じらんないわー！！
さて、じゃあ、あの鼻の中は一体どうなっているでしょうか？
正解は、
全部筋肉！！

しかしこれはすべて真実。 こいつが元で今のゾウになった訳です。

そーなんです。全部筋肉なんですねー。
うーん。分かりやすく言 うと、凄い筋肉質の人がいます。
そいつが、力こぶ出すよねー。その力こぶが、鼻みたいに長くなったって感じかな。
んー・・・

柴「ゾウさん。本当に凄い進化の仕方だね。」
ゾ「いやいやいや。」
柴「鼻器用だし。」
ゾ「まー。一応豆 つかめますよ。」
柴「マジで」
ゾ「なんだったら豆 腐もいけんですけど。」
柴「えーーーー。つーか豆 腐食うのかよ。」
ゾ「いや、食べはしないですけど」だって

きもっ。
きもっ。そんな人間気持
そんな人間気持ち
人間気持ち悪 っ！

やかましいわ！！
やかましいわ！！

自 分で言 って気持ち悪くなったわ。
まーしかし全部筋肉ってそんな感じなんですねー。

ゾウさんに直接聞いて見 ようのコーナー！！！

ぜっ！！
ぜっ！！全部
！！全部ぅぅぅ
全部ぅぅぅ！！！！
ぅぅぅ！！！！

じゃなんでゾウの鼻が長いのか？ ゾウに聞いてみましょう。
柴「何で鼻長いの？」
ゾ「まず、大昔の僕たちは、痩せたカバみたいだったんだけど。
こんな体じゃ、外敵に襲われんじゃねーか？なんつって
身を守るために、体を大きくした訳、
そしたら、外敵は減ったけど、地面の草に、口 とどかねーなんつって、
飯食えねーから、顔伸ばすーなんつって、上あごと下あご、
両方伸ばしてみたら、飯は食えるけど、顔がおもてーなんつって、
こりゃ大変だーなんつって、上だけ残して下戻すーぅ、なんつって、
で、どうせだったら何でも出来るように、筋肉満載でいちゃう、なんつって言 うもんだから、
まーそんなこんなで、今の感じ」だって
うそつけー！！
うそつけー！！嘘
！！嘘付いてんなよゾウ
付いてんなよゾウ！！
いてんなよゾウ！！
そんな遠回りな進化あるか？
一回だして引っ込めるなんて、聞いたことねーぞ！！
ゾ「本当なんですよ。」
柴「じゃあ証拠は！何か証拠あんのかよ！」
ゾ「じゃあゾウの１番始めの、モエリテリウムみてくださいよ。
はいこれっ」→

一番進化しなきゃいけねーんじゃねーのかよ、そこよー。
少ない食事で、大きい体が維持できるみたいなよー。
何なんだよ半分も吸収しねーって。
30 年前のオムツだってもっと吸収したっつーんだよ！！
あと、あれもわかんねーんだよ。歯！
ゾウって上下に 1 本ずつしかないのね。
しかも、使っているうちに、前にスライドしてきて抜け落ちる。
すると奥から、次の歯がスライドしてくる。
まーベルトコンベアーみたいな感じかな。
それが生涯で、５回行われんだけど、
最後の歯が落ちたら、もう飯が食えない、
で、栄養取れない、で、餓死。だって
まてーーーーー！
まてーーーーー！はえろっ、
はえろっ、はえてこーい！！！
はえてこーい！！！
どうなってんだよお前は！！
そもそもよー。
スライドしながら、５回も生え変わるような進化意味あんのかよ？
硬いのが一生付いていて、ダメにならないの方がよくね？
なんなの？なんで全部ずれた進化なの？

柴「ゾウさん？何で耳でっかいの？」
ゾ「暑いからさー、耳をうちわみたいにパタパタさせて・・」
柴「えっ？」
ゾ「いやだから、パタパタさせたら風が来て涼しいじゃないですか、
しかも、大きかったらもっと来るでしょ。」
柴「違うよね？まさか違うよね？」
ゾ「だからでっかくなりました。」

そのわり、時速 40 キロで走れる、だって。
やかましいわ！！！
やかましいわ！！！

やっぱりかい！！！
やっぱりかい！！！
つーか嘘つけー！そんな理由の進化があるか！！

いらねーよ、その進化！
誰も襲ってこねーじゃねーか。

ゾ「いや、本当ですって。それだけじゃなくて、日陰を体に作れるし、
耳には細かい血管が詰まってるから、それを冷やすって理由も
あるんだから。」
柴「ほー」

ゾ「いや、襲うときの為です。」
柴「は・・・・・？？」
ゾ「なんちゃって。」

と言 うことで、これは本当なんですねー。
象 によって違うけど、アフリカゾウの耳はホントでかいよ。
こんくらいです。→
布団か
布団か！！！

軟水のはなし
軟水のはなし

嘘かい！！！！
かい！！！！
もーいいわ、お前。
また今度ゆっくり会いに行くわ。

