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ほとんどの馬が長い時間を馬

房で過ごします。その時間が

長くなればなるほど厩舎内に

おける馬の健康と安全のリス

クが高まります。それらのリ

スクが高まった結果として、

厩舎での日々の調教や、特に

競馬場で最大限の能力を発揮

する場面においてその能力が

妨げられることがあります。

最高の敷料を使用することは

数多くの要素の一つにすぎま

せんが、競走馬の健康を保

ち、最高のパフォーマンスを

発揮するのにはとても重要な

要素です。

特徴                

1. BEDMAXは３重に粉塵を取

り除きます 

2. BEDMAXは、管理の行き届

いた英国の森林の真新しい木

材から作られています。 

3. BEDMAXは主にスコッツパ

イン材（ヨーロッパアカマ

ツ）から作られています。

4.１つの梱包におけるBEDMAX

シェービングのうち35％が大

きくカットされたものです。

 

5.1つの梱包におけるBEDMAX

シェービングのうち30％は小

さなシェービングです。

 

6. BEDMAXは滅菌温度で乾燥

させています。

7. BEDMAXは、一定の水分含

有量になるように乾燥させて

います。

利点               

粉塵は厩舎内における馬の健

康に対する最大の脅威です。

100％自然からできたもので、

材料の追跡も可能で、汚染も

ありません。 

 
マツは有害なバクテリアに対
する殺菌効果があり、厩舎
の衛生状態を保つのに有用

です。 
 

大きなシェービングは、より

深く、快適で、排水性の良い

馬房を実現し、馬とその蹄を

サポートします。

小さなシェービングは吸収性

があり、敷料の表面を乾燥さ

せることで、肺や蹄をアンモ

ニアから遠ざけます。

厩舎の衛生状態を自然と高め

るもう一つの要素です。

蹄を乾燥から守り、裂蹄しな

いように設計されています。

粉塵を取り除くことが私たちにとっての最優先事項です。なぜなら

ば、粉塵こそが厩舎にいる馬にとって健康を害する最大の要因だか

らです。

BEDMAXは慎重に検品され、管理された仕様になっていますので、

馬の馬房内での健康と安全を脅かすすべての深刻なリスクを軽減

します。

％の表示数値は概算値です

BEDMAXが違いを生み出す理由は・・・

製作の目的は、競走馬のパフォーマンスのため
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1.粉塵
BEDMAXシェービングはふるい分

けと真空抽出を行うことで、空

気中に生じる呼吸による吸収可

能な粉塵を除去しています。

2.蹄
BEDMAXシェービングは、蹄の乾

燥を防ぐため、適切な水分含有

量に調節がなされています。大

きなシェービングと小さなシ

ェービングを組み合わせるこ

とで、弾力性を生み出し、蹄

叉を支えることにも効果があ

ります。

3.衛生面
BEDMAXシェービングは、真新し

いマツを材料に作られており、

マツ特有の強力な抗菌特性を持

っています。シェービングの乾

燥は滅菌効果のある温度で行わ

れています。

4.飛節と関節
BEDMAXシェービングは、より深

くより弾力性のある馬房をつく

れるので、馬が横になったり寝

転がったりした際に、屈折関

節の怪我を防止するのに役立

ちます。

5.アンモニア
アンモニアは蹄や肺を損傷させ

る可能性があります。大きなシ

ェービングは尿を下部に浸透さ

せることで、敷料表面から蹄、

皮膚、肺へのアンモニアの影響

を減少させます。

6.快適さと安らぎ 

BEDMAXシェービングは、馬が安

全に横になり適切に休息する

のを促進する、深く乾燥した敷

料です。

BEDMAXの特徴

厩舎における健康被害対策を支援します



空気中の粉塵を取り除く

特徴①

走行中の競走馬は毎秒約30リッ

トルの空気を吸い込む必要があ

ります。

ゴール直前においては、ほんの

わずかな呼吸能力の低下がその

勝ち負けを左右する可能性があ

ります。

BEDMAXシェービングは粉塵を

3重にも除去した製品です。

現在、厩
舎内の空
気中にあ
る粉塵
は、馬の

健康やそのパフォーマンス
にとって最も大きな脅威の
一つであると広く知られて
います。そして、敷料が粉
塵の最大の発生原因となる
可能性があります。
これが、私たちが2000年に
BEDMAXシェービングを生産
し始めた最大の理由であ
り、粉塵を取り除くことこ
そが依然として最優先事項
となっています。

!
世界的な獣医学的研究によれば、厩舎内の空
気中にあるごく少量の粉塵が、競走馬の肺容
量を深刻に損なう恐れがあることを確認して
います。



小さなシェービングが
大きな違いを生み出します

特徴②

BEDMAXのすべての梱包は、
独自の大中小サイズのシ
ェービングが一定に決めら
れた割合で配合されていま
す。

このシェービングの配合が
自然と層を形成すること
で、敷料として様々な利点
をもたらします。

粉塵とは？

BEDMAXに含まれる最小のシェービングは、
粉塵ではなく、また、呼吸により吸い込ま
れるものでもありません。
獣医学的研究によると、馬の呼吸器系に吸

入される粒子の最大のサイズは約4ミクロンであることが
わかっています。
BEDMAXシェービングは、その製造過程において1000ミク
ロン未満のすべての粒子を真空抽出しています。
小さなシェービングは、吸水性と衛生状態を高めるうえ
で重要な役割を果たしています。

35%

35%

30%

大サイズのシェービングは、
深い通気層を形成し、尿を浸透させることで
敷料の表面を乾いた状態に保ちます。

中サイズのシェービングは、
蹄底や横になった際に、程よい硬さと快適さ
を提供する役割を果たします。

小サイズのシェービングは、
尿を敷料の底に引き寄せて吸収することで、
尿及びアンモニアと蹄、脚、肺との接触機会
を減少させます。

!

％の表示数値は概算値です



クッション・サポート・保護

特徴③

!
危険因子：アンモニア

BEDMAXの製造に使用しているマツ木材がもつ抗菌特性

はすでに実証済みで、蹄壁や呼吸器系に深刻な損傷を

与える可能性のあるアンモニアの発生を軽減する効果

があると考えられています。

「蹄なくして、馬なし」

サラブレッドの蹄は、蹄壁が薄

くて脆く、頻繁に蹄鉄を打ち替

えるのが難しく、裂蹄を起こし

やすい傾向が見られます。

大小のBEDMAXシェービングの配

合は、蹄底に対して最適な補助

的役割を提供します。（特に蹄

叉に対して）

また、BEDMAXは特別なコンピュ

ーター制御の下、特定の含水量

に調節されており、蹄の乾燥や

裂蹄を防ぎます。

 
          

馬房内での怪我防止

若く、調教の進んだ競走馬は、

厩舎内において、常に自分の体

を守れるというわけではありま

せん。

深く、保護的なBEDMAX敷料は馬

房内での怪我から関節を保護す

る役割を果たします。

休息を促す

競走馬は調教やレースの疲労か

ら完全に回復するため、深いレ

ム睡眠を得るために横になって

休む必要があります。

BEDMAXシェービングの深い馬房

は、馬が横になって適切に休む

ように促して、その間も馬を危

害から守ります。



パイン（マツ木材）：昔の厩務員の知恵

特徴④

私たちはBEDMAXシェービ
ングを真新しいマツ木材か
ら作り出しています。それ
は、馬主様の追加費用なし
で、馬に対して更なる衛生
的利益をもたらす可能性が
あるからです。

選択と追跡可能性

私たちは原料のマツ木材を、

英国の再生可能な管理が施され

た森林供給源からのみ購入して

います。 

これは、BEDMAXシェービング

のすべての梱包が、完全に自然

由来で汚染されていないことが

わかっている、追跡可能な原材

料からのみ作られていることを

意味しています。

違いを嗅ぎ分ける

マツは特有の、そして非常に独

特な香りがします。それはとて

も衛生的な香りと表現されるも

のです。

他の針葉樹はマツのような香

りがしません。他の類似した商

品で、マツの自然な香りがし

なければ、それはマツではあり

ません。

マツの自然な抗菌力は科学によって証
明されています

マツは伝統的に多くの文化で

防腐剤として利用されてきま

した。

農耕馬の時代には、厩舎の廊下

にマツのシェービングやおがく

ずを撒くことが昔の厩務員にと

って一般的な手法でした。

2005年にドイツで発表された化

学レポートは、昔の厩務員た

ちは自分たちがやっていること

の効果を知っていたと示して

います。

この研究では、マツのシェービ

ングとおがくずを、トウヒを含

むいくつかの針葉樹で広く敷料

として使用されているものを比

較試験しました。

この研究は、マツのシェービン

グは、厩舎において見つけられ

る最も一般的で有害な二つの菌

株を完全に死滅させ、その再生

をも阻止する点で独特な性質を

持つと結論付けました。

この研究の結果は以下のよ
うに結論付けています。

「様々な樹種の木に、大腸菌

とエンテロコッカスフェシウ

ム菌（食中毒の起炎菌）を

摂取しました。病原菌の接種

後、数時間内にマツだけが、

その初期の衛生状態を取り戻

すことができました。マツ材

は他の材木に比べて衛生面に

おいて明確な利点がありま

す。」

出典：A. Schönwälder, R. Kehr,
A. Wulf and K. Smalla
Federal Biological Research 
Centre for Agriculture and 
Forestry, Braunschweig, 
Germany.



パインシェービング

レースで優位性を築くための支援

BEDMAXは、2000年から英国において無塵で馬専用のシェービングの生産

を開始しました。私たちの目的は、トレーナーが厩舎において馬の健康

と安全を守るために、すべてが自然由来の敷料を提供することでした。

今日では、BEDMAXシェービングは英国とアイルランドの多くの上位トレ

ーナーや英国の多くの競馬場にとって第一推奨の敷料となっています。

それだけでなく、世界中のトレーナーがBEDMAXの価値とメリットを理解

しており、ヨーロッパ中のトレーニングセンター、中東、タイ、シンガ

ポール、香港、そして日本において商品が使用されています。トレーナ

ーが良質な敷料が管理馬の健康とパフォーマンスによい影響を与えるこ

とを理解しているところであれば、BEDMAXを厩舎で見かけることができ

るはずです。

メール: info@bedmax.co.uk | www.bedmaxshavings.com
電話： 0044 (0) 1668 213467
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