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  Vol, 3愛しいペットの本当のしあわせを願うあなたへ

「ペット」という言葉の使用について
ご理解ください

愛犬・愛猫の健康に関するアンケート調査
【ペットの6割弱　この1年間で通院経験あり】

【10歳以上の高齢犬では、通院回数「年6回以上」が2割】
【1年の医療費「3万円以上」　犬で24.0%　猫で12.4%】

犬か猫を飼っている18歳～59歳の男女1,000名（犬を飼っている

500名、猫を飼っている500名）に、この1年間で、飼っているペット

が病院にかかった回数を聞いたところ、「1回以上」病院にかかった

のは、全体で57.4%、犬で66.0%、猫で48.8%となり、愛犬で6割半、

愛猫で5割弱が病院にかかったことがわかった。愛犬が病院にか

かった回数が「6回以上」の割合は、「0～5歳」で8.5%、「6～9歳」で

13.2%、「10歳以上」で20.0%と、高齢になるほど病院にかかる回数

が多くなっている。

また、この1年間で飼っているペットにかかった医療費を聞いたと

ころ、「3万円以上」が犬で24.0%、猫で12.4%となった。今回の調査

での最高金額は犬で60万円、猫で40万円と、多額の医療費がかか

った飼い主もいた。（ソニー損害保険株式会社調べ）

この「バランスα通信」は,
愛しいペットの本当のしあわせを願
うあなたのための情報誌ですが・・・
「ペット」の本来の意味は「愛玩動物」
なのでちょっと抵抗があります。人間
より下としてしか思っていないような
気がしてならないのです。「ペット」以
外に「コンパニオンアニマル」「家族
動物」などという言葉も考えましたが
ピンときません。この紙面での「ペッ
ト」とは、人間以外の家族や親友とお
考えください。

『本当に安全で効果のあるサプリをお選びください。』 『本当に安全で効果のあるサプリをお選びください。』 

「バランスα」のリピーターさんやご紹介が増え続けているワケ
「犬の飼育がコミュニティにおいて人々が互いに関わり合い、付き合いを
深めるという点において大きく貢献しており、コミュニティ全体の価値を
高めている」と話すのは、ペット先進国の一つであるオーストラリアのウェ
スタン・オーストラリア大学のリサ・ウッド博士。また、博士は、ペットを飼
育することがコミュニティの住民同士の助け合いや協力を促進する要因
にもなっているとみています。
　日本でもペットが人と人をつなぎ、たまたますれ違った人とちょっとし
た会話が始まるということは良くあります。こうした小さな始まりがコ
ミュニティ全体のまとまりにつながっていくという点は、国が違っても
同じでしょう。
　

通院経験

なし あり

いつまでも健康で元気な毎日のために

　「バランスα」が無名の商品にもかかわらず、あっという
間に全国の動物を愛する方々から高いご支持をいただけ
るようになったのはその確かな効果とペットを介した人と
人との強いつながりがあるからなのです。

㈱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
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ブルガリアのボイコ・ボリソフ首
相から「政治家はこの犬のように
（国民に）忠実で、強くなければな
らないですね」とブルガリアン・
シェパードの子犬をプレゼントさ
れたロシアのプーチン首相

犬の能力ってスゴイ！

「猫を愛した著名人」
猫を腕にのせながらの執筆はさぞかし肩もこっただろうと
いう余計な心配をしてしまう人物がいます。それは、ノーベ
ル平和賞を受賞したアルベルト・シュバイツァー博士。
　博士の猫、シージーは博士の左腕で眠るのが好きだった
のだそうです。左利きだった博士
は、利き手の左側を猫に譲り、しば
しば右手にペンを持ち、仕事をした
とのこと。小さな命への優しさが感
じられる話です。博士の創造性に刺
激を与え、あるいは精神的な支えと
なり、もしかすると猫が博士の偉業
に大きな貢献をしていたのかもし
れません。

ガン探知90％

九州大医学部第二外科の前原喜彦教授らのグループが、がん患
者特有のにおいが分かる「がん探知犬」に、大腸がん患者の呼気
などをかぎ分ける実証試験をした結果、９割以上の精度で患者
を判別できた。研究成果は英国の医学誌「ＧＵＴ」に掲載される。
その「がん探知犬」はラブラドールのメスで、9歳の「マリーン」。
　「最初は、海難救助犬を目指して訓練されてたんですが、嗅覚
や集中力がハンパなく優れてたので、
ガン探知と云う難関にチャレンジする
事になったんです。」と話すのは訓練
師の佐藤悠ニさん。
　盲導犬や水難救助犬を育ててきた
佐藤さんは、がんに臭いがあるという
情報をもとに、犬の嗅覚を利用しがん
を発見するという研究を重ね、ついに
胃がん・肺がん・膵臓がん・乳がんなど
大多数（18種類）のがんを、患者の呼
気から嗅ぎ分けられるようになった。

歴史的に著名な人々だけでなく、今日でもロイヤルファミリ
ーや大統領がペットをかわいがる姿がテレビ画面などに映
し出されると、私たちは妙に彼らに親近感や好感を持つこと
があります。
　ペットを愛する気持ちというのは、同じペットを愛する者
であれば誰でも共有することができ、遠い世界の人々との距
離までも縮めてくれるのです。

「強面」プーチン首相も笑顔でほおずり

まばたき
猫を膝の上に乗せリラックスさせていると、ゆっくりまばたき
をしたり、目を閉じたりすることがあります。これは、海外では
「猫のキス」と呼ばれており、信頼を最大に表現しているの
です。また、そんな時に猫が足の爪先を伸ばしながら、前足
の裏でオーナーの膝などをもむようにすることがあります
が、これも愛情や満足感の表現です。

ワンちゃんたちにくらべて私たちの気持ち
はわかりにくいと思っている人が多いよう
ね。私たちもいろんな形でちゃんとメッセー
ジを発しているんだから。
　猫ならではの感情表現を良く知れば、猫
とのコミュニケーションがより楽しく、その絆
も強くなるはずよね。

　　　　　　　　　　　　　　　　その歴史を紐解けば、
およそ10万年以上前、人がオオカミを飼い始めたときに遡り
ます。当初は狩猟のパートナーとして、性格がおとなしいオオ
カミをそばにおいて暮らすようになり、さらにそれらのオオ
カミの子孫が段々と人との絆を深めてきたことが、現在の犬
の由来になっています。そう考えると、犬の種の歴史には、人
が元来持っているペットに対する情愛が大きく影響している
と言えるのではないでしょうか。
　こうした長い歴史の中で、犬は人間の生活を助けるパート
ナーであったり、警察犬や盲導犬などのように特殊な能力を
活かして専門的な任務を担ったり、あるいは家族の一員とし
て精神的な豊かさをもたらすなど、社会や暮らしの中で様々
な形で人と関わりを持ってきました。
　また、人々はそんな犬や猫とのつながりをいろいろな言葉
で表現してきました。

西暦79年に火山噴火で壊滅した世界遺産のポンペイの遺
跡からは、
「この犬は三度もその幼い主人を死から救った。最初は
火災から、二回目は洪水から、そして三回目は盗賊から」
と刻まれた犬の首輪が見つかったそうです。
　どんなときにも主人に対する忠誠を心に留め、自らの命を
かけても主人を守ろうとしていた犬の姿が年月を超えても目
に見えるようです。
　そして、宗教家で政治指導者であるインド建国の父マハト
マ・ガンジーは、「国家の偉大さと道徳上の進歩はその国
における動物の扱い方によって評価することができる」
と言っています。
　命あるものに対しどう向き合うのか、国として、地域とし
て、人として私たちが常に心に留めておくべきテーマを如実
に示しており、今なお深い意味を持つ言葉です。

犬

　の感情表現猫



飼い主様より頂きましたメール・お手紙飼い主様より頂きましたメール・お手紙

これまではホームセンター
のペットコーナーでフード
もサプリも買っていまし
たが、「バランスα」を知っ
て、世の中にはまだまだ無

名ながら良い商品があるものだ
な、と感心しております。原材料・製造方法にこだわり、
ホームセンターに並ぶほど大量生産されていない理由も
納得できました。
おかげさまで、家の高齢猫が元気を取り戻すことができ
ました。ありがとうございます。　　　　（福岡県　男性）

先日は「バランスα通信」をお送りいただきありがと
うございました。
　動物たちに与えられている「5 つの自由」を初めて知
り、読んでいくうちに涙があふれてしまいました。
　今まで何も知らずにペットをアクセサリーのように
したり、甘やかして扱うことで自分だけが満足してい
ることが情けなくなってしまったのです。

　ペットを飼うということは、家族
や社会の仲間として迎えることであ
り、そのためには互いに心地よく
暮らすための最低限のルールが必
要だということに気付かされまし
た。　　　　　（東京都　女性）

子供たちの遊び相手になってくれた
り、私の愚痴を聞いてきいてくれたり、
本当にペットは我が家の「かすがい」
です。元気で長生きしてもらいたいの
で「バランスα」を始めましたが、体

調も良く気に入って飲んでくれています。免疫力アップ
という効果はとてもありがたいことです。　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　（神奈川県　女性）

突然アレルギー性の脱毛でボロボロ
になったネコがきっかけでした。
安全で安心できる物を使いたかった
ので獣医さんの紹介で「バランスα」
を試してみました。飲ませて、身体
にも塗ってあげたら短期間で快方に
向かい、今はもう痒がる様子もあり
ません。これからも是非続けていき
たいと思います。　　（愛知県　女性）

乳がんの手術を終えて、再発防止と
術後の早期回復に役立つものをイン
ターネットで探しているうちに「バ
ランスα」にたどり着きました。状
態はとても調子が良いみたいで食欲
がとても旺盛になり、ご飯をたくさ
ん食べてくれるようになったことが

うれしいです。以前は下痢がひどかったのですが「バラ
ンスα」を与えてからは治まりました。体の中から健康
になっている様子を見ていると安心できます。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫県　女性）

我が家のネコ、モモは 10 歳。
そろそろ老猫の仲間入りの年齢です。
食欲も若い頃に比べるとだんだん細く
なり、寝ている時間も増えてきました。
フードだけでは必ずしも十分ではな
く、酵素の重要性を知ったのは最近で

す。「バランスα」は液体なのでフードに混ぜやすく、モ
モも気に入っています。やはりまだまだ元気でいてほし
いです！ 　　　　　　　　　　（東京都　女性）

発酵飲料の最高峰「バランスα」を、今すぐ無料サンプル(500ml)でお試し下さい。
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。



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

当医院は動物たちを癒してあげることを考え、
自然療法を行っています。

院長 ・獣医師  高山明久　
■日本獣医生命科学大学卒業
■英国ホメオパシー医学会認定獣医師
■日本ホメオパシー医学会認定獣医師
■日本ホモトキコロジー協会会員
■日本伝統獣医学会会員
■福岡動物自然療法研究会会員

㈱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。

動物たちに西洋医学的な治療と、自己治癒力を刺激して
治癒に導くホメオパシー・ホモトキシコロジーを中心に
鍼治療も行います。
「バランスα」について・・・アレルギーの子に飲ませ

たり、胃腸の弱い子に飲
ませたりしています。か
ゆみが減ったり、フケが
少なくなったり、毛づや
がよくなったり、胃腸が
調子よくなったり。飲ま
せやすく副作用の心配も
ないので使っています。

D.F. CHISATOは、
犬が大好きで、犬なしでは生きていられないそんな千里が
はじめた、名古屋の小さなお店です。　
私たちのかけがえのない家族である、大切な愛犬たちが、オ
ーナーさんと共に健康で楽しい生活を送れるよう、一生懸命
お手伝いします。
D.F. CHISATOでは、オーガニックドックフード、ヒューマング
レードのプレミアムドッグフード、トリーツ、サプリメント、犬
具をはじめとする犬用雑貨犬好きオーナーにはオーナーズ
グッズも取り揃えています。
お近くにおいでの節は、ワンちゃん連れで遊びにいらしてく
ださいネ。

「バランスα」について・・・
うちの優（ヨーキー：先天性網膜委縮）もず～っといただ
いております。
お陰さまで進行がずいぶん抑えられているようですし、愛
（ヨーキー：11才）は高齢になりましたので、健康維持の
助けにと続けています。
 お客様のダックスちゃんは元気がなく、喉のあたりの被毛
がなかったそうですが、続けて頂くうち毛も生えてきて、
いまでは元気に飛び回るようになったと喜んでいらっしゃ
います。
何か症状のある子ではジュワジュワと改善されていくよう
で気がつくとアラッと効果があったことを実感しますネ。
 私自身も子供たちの体調を見ながら随時分け与えながら残
りをいただいており,お陰さまで胃潰瘍のキャリアだったこ
となど今は忘れております。

さくら動物病院　さくら動物病院　
福岡県福津市　TEL：0940-52-1437  
　

http://www.sironeko-sakura.com/http://www.sironeko-sakura.com/

愛知県名古屋市瑞穂区 TEL ： 052-835-7650　
http://dfchisato.p-kit.com/

ドッグフードと犬雑貨の専門店ドッグフードと犬雑貨の専門店

地域のホームドクターとして何でも気軽に相談できる
病院になるよう心がけております。


	バランスα通信　Vol、3　一面
	バランスα通信　Vol、3　二面
	バランスα通信　Vol、3　三面
	バランスα通信　Vol、3　四面

