
この「5 つの自由」は、1960 年代に
英国で生まれた動物福祉の基準となる
考え方で、人と暮らす家畜や動物に最
低限保証されるべき自由として定義さ
れています。これは今では世界中で、
ペットを飼育する上で重要な一つの指
針として知られています。

自然な行動ができる自由

各動物の生態・習性に従った
自然な行動が行えるようにし
てあげる。

恐怖・抑圧からの自由

過度なストレスとなる恐怖や抑
圧を与えず、それらから守る。

痛みからの自由

ケガや病気から守り、病気の場
合には十分な獣医医療を施す。

不快からの自由

温度、湿度など、それぞれの動
物にとって快適な環境を作る。

飢えや渇きからの自由

健康維持のために適切な食事
と水を与える。

ペットは体調が悪くても
あなたに訴えることはできません。

「病気にもっと早く気がついてあげられればよかった。」
と後悔しないために、
心残りがないように・・・

その「5つの自由」とは・・・

「バランス「バランス 」ありがとうありがとう

よかった。
ずっと一緒にいられるね。
よかった。
ずっと一緒にいられるね。

動物たちに与えられている「5つの自由」を。

「子猫は最高の芸術作品である」
レオナルド・ダ・ヴィンチ

未来をみすえる 自然農法主義宣言！

バランスバランス 通信通信
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　存知ですか？ 守っていますか？

子供？弟・妹？孫？友達？ あなたにとってペットとは？
今や多くの人々にとってかけがえのない存在となったペット。時代が違っても、同じ言葉を話さなくても、姿が違っても、
屈託のない心が家族の中で自然に強い存在感を確立していることは「歴史の中に刻まれた言葉」からも想像できます。

カナダ在住アーティスト、ウェスリー・ベイツ

ダ・ヴィンチの作品の中でも、「猫と聖母子」など猫が描かれた
ものがありますが、様々なアングルで捉えた数頭の猫を一枚に
まとめた素描も残しています。万能の天才ダ・ヴィンチの目に
も、猫独特の表情や動きはやはり興味深く、その存在自体が芸
術であると映ったのでしょう。

「猫のいる家には彫像はいらない」
ジョージ・ヴェスト上院議員（米国）

「犬は、主人が富めるときも貧しいときも、健
やかなるときも病めるときも、必ずそのそばに
寄り添う。
　冷たい風雪が吹き荒れようとも、彼は主人が
そこにいれば冷たい地面でも眠る。名声を失い、
全ての友人が去っても、彼だけは天空を旅する
太陽のように不変の愛情を持っていてくれる。」

愛しいペットの本当のしあわせを願うあなたへ

㈱高橋剛商会㈱高橋剛商会
〒170-0002 
東京都豊島区
巣鴨 2-16-4-203
TEL  03・3576・5811  
FAX  03・3576・5815

フリーダイヤル :0120・76・5812



大切な家族の一員の健康を「本気」で考えよう
私達が愛するペットは、人に比べ寿命が短いのが普通です。
だからこそ少しでも長生きしてほしいと心から願います。
その長生きは、健康であればこそ価値があるものです。

　現代のペットは、自然環境から離れ人と同じような生活
をしています。野山で自由に暮らす野生の動物は、カラダ
の欲するミネラルなどの栄養素を本能的に知り、自然の中
から必要な栄養を摂取することにより健康を維持していま
す。

　しかし、その機会を失ったペットたちには、私たち飼い
主が日ごろの食事に気を配り、不足した栄養を補ってあげ
ることが重要であり、それが最も重要な役目であると思い
ます。
　言葉で症状を訴えることの出来ない大切なパートナーが
恐ろしい生活習慣病という魔の手に侵されないよう、飼い
主の皆さんが「生活習慣病」に対して正しい知識をもち、
彼らの健康を「本気」で考えることで未然に防いで頂きた
いものです。

（福岡県古賀市）「エンゼルペットクリニック」　院長 ・獣医師 名越譲治　
動物の身体に負担をかけない自然な治療を目指している

発酵食品を与えましょう。

腸内の環境を良好に保つためには発
酵食品を利用しましょう。人や動物
の腸の中には何百種類もの微生物が

共存しており、その中には乳酸菌を始めとする善玉
菌と、病気の原因となる悪玉菌とがあります。
　善玉菌は食べ物の消化を助け、病気の原因となる
悪玉菌やウィルスの増殖を抑える抗菌物質を生産し、
体に必要な酵素を作っています。　　　　　　
　

　一方、悪玉菌は健康を阻害する毒素や発ガン物質
を生産しています。病気や過労などの肉体的、精神
的なストレスは善玉菌を減少させ、悪玉菌を増加さ
せます。
　悪玉菌が増加すると、大量の毒素や発ガン物質が
生産され、人と動物の健康に重大な影響を及ぼしま
す。私たちはヨーグルトなどの乳酸菌飲料や納豆な
どの発酵食品を食べることで常に善玉菌を補給して
います。

全ての病気治療の根本である消化器系を活性化して、免疫力を
高めて、治癒のスイッチを入れるという時には、より効果の高
まる摂取の仕方があります。
①肉、卵、乳製品を摂取しないで、発酵食品、酵素食品を摂る。
②できるだけ他に何も摂取しないで、発酵食品、酵素食品のみ
を摂る。
もちろん、効果は②＞＞＞①です。
「一日二日食べないくらいですから、そんなことでは死にません。
生き物はそんなにヤワではありません。

どうしても不安なら半断食（一日一食）にし液体の栄養を摂取
すればいいのです。」
　「最も重要なポイントは、飲む分にはどれだけ飲んでも構わな
いが、できれば『固形物』はなにも食べさせない、ということです。
犬や猫は、良く味わって噛むという食べ方はせずほとんど丸飲
み込みしてしまうため消化器系に大きな負担をかけてしまうこ
とになるからです。」

須崎動物病院発行　
「Journal of Pet Academy No09」より抜粋

獣医師・獣医学博士　須崎恭彦≪より効果的な発酵食品・酵素食品の摂り方≫

米・ビワ種（葉）・菊という厳選素材を黄金比でブレンド。
　霊峰月山の伏流水を使い、1 年半という時間をかけて、
ほとんどのカロリー分が微生物によって消費しつくされ、
透明になるまで発酵を続けます。
　この “完全発酵” により、有用菌から得られる分泌エ
キスは・・・生の菌そのものではなく有用菌が生産・代
謝した物質で、胃酸などの影響 を受けることなくそのま
ま腸に到達することができます。
　さらに低分子化された酵素類は
ペットたちの体に負担をかけるこ
となく効率良くすばやく吸収され
効果を発揮します。

「バランスα」は・・・「バランスα」は・・・
自然農法により栽培された強い生命力と抗酸化力を持つ国産原料のみを使い
約 80種類の有用微生物群が長期間かけて作り上げた【完全発酵飲料】です。

≪好転反応について≫
好転反応とは、病気から回復し始める
時、一時的に” 症状の悪化” や” その
他の症状” が現れることを言います。
漢方では古くからこういう現象は知ら
れており、” メンケン反応” と呼ばれ、
薬の効果があったことの証拠として、
評価されてきました。
　初めて「バランスα」を与えたときに、
好転（メンケン）反応が出ることがあ
りますが、これは身体が一瞬びっくり
した状態で、徐々に消えていきますの
で、副作用とは違います。
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うちのネコたちも飲んでいます。
夢之助君はとにかく一日中体をなめ、
なめている音で私は目が覚めてしまうほ
どでした。

いくらキレイ好きなネコでも、これは異常だと思い「バラ
ンスα」を飲ませたら数日でピタリと止みました。安心し
てしまうと飲ませなくなり、そうするとまた同じ症状が出
るので今はずっと飲ませています。
次のネコ、のぼる君は体の右半分の毛が突然抜け始め血も
にじんでいました。すぐに「バランスα」を飲ませたら、
数日 ( たぶん 2 日位だったと思います ) で血が跡形も無く消
え、体毛もしっかり生えてきました。                 （東京都　女性）

我が家は 7歳～ 12 歳のミニチュアダック
ス 4匹、13 歳のネコ一匹、
そして人間 4人が生活しています。
7歳のミニチュアダックスのミルク ( 名前

なんです ) の食が細くなったため検診を受けたところ尿管結
石と子宮膿腫が発見されました。
すぐに「バランスα」を毎日スポイトで直接多めに飲ませ
続けたところ 3ヶ月ほどで完治することができました。
今では体重も増え、毛ヅヤもよく健康を取り戻すことがで
きました。それ以来、他の子たちも「バランスα」をせが
むようになり、みんな元気にしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　女性）

獣医さんに酵素のサプリメントを勧めら
れました。そこで様々な酵素サプリメン
トを試してみたんですが、性格が神経質
なため、錠剤のサプリメントは全く口に
してくれませんでした。粉末でも、フー
ドに混ぜても食べてくれないものがほと

んどだったんですが、「バランスα」だと気にせずに飲んで
くれます。 100％天然原料なのも良いですし、与え始めてか
ら「毛づやが良くなった！」と言われることが多く、とて
も気に入っています。　　　　　　　　　（神奈川県　女性）

近所の犬が、長い間バランスαを飲んで
とても良いと言う事を聞いて腎臓病のネ
コ (10 歳 ) にはどうかと思い試してみまし
た。
先日、検査に連れて行きましたが、腎臓
の数値が良くなっていると説明をうけ
ほっとしております。

うちの子は何にでもすぐに飽きてしまうのに「バランスα」
だけはちゃんと飲んでくれます。
本当にありがとうございます。 　　　　(埼玉県　50代女性)

「バランスα」に出会ったのは白内障にな
り始めたところでした。獣医さんとも相
談して、サプリメントを摂取することで
回復するかどうか、しばらく様子を見て
みることになりましたので、それで購入
をしました。
最初は半信半疑で、効果もそんなに期待
はしていませんでしたが、少しずつ状態

がよくなっていきました。　　　　　　　　 （東京都　男性）

昨年、 乳腺腫瘍の手術をしたが、今年に
入って再発。もう 13 年目で体力も心配
なため、手術はしないでステロイド治療
をしていた。病院から帰ってくると、い
つも食欲が無くなるため、ステロイドも

体に負担が大きいように思えたため、サプリメントで延命
を期待するようになった。サプリはいろいろ試したが、まっ
たく効果が現れず、ダメ元で「バランスα」をはじめた。
獣医師より乳腺のしこりが小さくなっていると言われたの
でとても驚いている。　　　　　　　　　　（熊本県　男性）

年齢とともに少しの運動でも疲れやすく、
回復力が落ちてきたなぁ、と感じた時に
「バランスα」と出会いました。今では、
若い時に戻ったかのように元気になり、

毛づやもよみがえりキラキラ光ってとてもキレイになりま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡県　40代）

「バランスα」は完全発酵飲料なので、
犬が嫌がる味や臭いがなく飲ませやすい
です。カロリーが限りなくゼロというの
が嬉しいですね。たくさん飲ませてもカ

ロリー摂りすぎの心配もいりません。おかげでスマートな
体型と健康を維持することができています。（長野県　女性）

今すぐ無料サンプル(500ml)で「バランスα」をお試し下さい。
商品と同じ 500ml サイズを送らせていただきます。お申込みいただいてもこちらからお電話することはございません。

※無料サンプルは１人でも多くの方に試して頂けるよう１家族様一本とさせて頂きます。

ご紹介くださった
動物病院
ペットショップ名
を告げる。

ご紹介くださった
動物病院
ペットショップ名
を告げる。

お名前
送り先ご住所
を告げる。

お名前
送り先ご住所
を告げる。

フリーダイヤルへお電話ください。

（平日 9 ～ 17 時　土日祝日休み）

完了です。完了です。
72 時間以内に
お届けします。
72時間以内に
お届けします。



ヴィジョンズ ( 東京都世田谷区等々力 7-19-14-202)

家の猫は腎不全で今日か、明日・・・と先生に宣告されま
したが、自然療法と「バランスα」のおかげで元気になり
ました。   病院の先生からも「信じられない」と言われま
した。
　それと、お客様のワンちゃんでお腹の湿疹がなかなか
治らなかったのですが・・・「バランスα」を塗ったらビッ
クリするくらい早くそしてキレイになったと喜んでいらっ
しゃいます。すごいですね。本当にありがとうございます。

犬のこと・猫のことなんでも
メール無料相談あり info@ie-visions.jp

動物のための自然治療院　
チロとサクラのクリニック
院長・渡辺由香（日本ホメオパシー医学会獣医認定医）

( 神奈川県横浜市 )　TEL：045-805-0692
カウンセリング・診療は完全予約制。
月・火　休診

自然治療は、現代獣医療で治療を受けている場合でも、
併用して行うことができます。

腫瘍・アトピー・関節炎などの病気が増えてきています。
　これらの病気は原因が体内環境にある為、抗生物質など
の薬では治す事が出来ません。とても厄介な病気です。こ
の状態をなんとかしたくて、食べ物の見直し、生活スタイル
の見直しを当院では試みています。
　すなわち薬ではなく、安全で質の良いフード、安全な機
能性食品の勧めをしています。今一番、人にも動物にも不
足しているものは酵素であると思います。
　特に今のペット達はペットフードという加工食品しか食べ

ていませんから、圧倒的な酵素不足の状態です。酵素は細
胞を若々しく保ったり、活性酸素を除去してくれたり、腸内
細菌を良くしてくれたりの有難い存在です。
　「バランスα」には、この有難い酵素がたっぷり入ってい
るので、病気で食欲のない子や薬の副作用が心配な子にと
てもいいものです。もちろん健康な子にも少量ずつ与える
と、年をとっても病気にかかりにくくなるでしょう。
　私自身が愛用していることから、家族や我が家の犬猫に
飲んでもらい、患者さんの動物にも勧めています。

華 12 歳遊 9歳 チワワの泰 7歳

“体に優しい " をコンセプトに
商品を厳選しております。
薬や手術だけに頼るのではな
く、体内の免疫力を高め、健康
な体作りをと願っております。

ペットの健康を真剣に考える
良心的な動物病院、フードショップのご紹介

㈱高橋剛商会は・・・
子犬を生ませるだけの金儲け主義のブリーダー、
不衛生な環境で飼育するペットショップとのお取
引きはお断りしております。「バランスα」取扱店
は動物愛護精神の持ち主です。安心してご相談く
ださい。

★人とペットの自然派グッズショップ★

DD café Select Shop

無添加ペットフード　
免疫力を高める
自然派商品の取扱店

「バランスα」との出会いは・・・愛猫にアレルギー症状が出始めたのをきっか
けに酵素について模索していた時でした。それまでは粉状の酵素を与えていま
したが「バランスα」を試してみて、資料に目を通し私の求
めていた物は「これだ！」と思いました。その後、愛犬の乳
腺腫瘍の術後から本格的に与え始め、毎日フードに混ぜ、飲
み水の天然水に入れています。効果バッチリ☆すばらしいで
す☆全員高齢ですがとても元気に過ごしています。

「ママ、バランスαちょうだい」桜13歳

( 愛知県春日井市 )　TEL：0568-36-0222

http://www.ie-visions.jp

TEL 03-5760-6629 
FAX 03-5760-6649

ひとりでも多くの飼い主さんとワン
ちゃん・ネコちゃんが、長くて楽しい
ペットライフを送るためにヴィジョン
ズは全力で応援します。

原材料から安心出来るものを飼い主さん
が選べる確かな目を持ち、その時に出来

るBESTを尽くす事が大切だと考えています。
　安心なものを選び、楽しく、幸せである事が、犬にとって
は1番の栄養になるのです。

大切なパートナーとはずっと一緒にいたい。もちろん健
康で楽しく暮らしたい。正しい食事と栄養の知識を身に
つけて、安全なものを選んであげて下さい。
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