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  Vol, 10愛しいペットの本当のしあわせを願うあなたへ

今回は・・・ペットの飼い主様よりいただいた「喜びの声」特集です。　今回は・・・ペットの飼い主様よりいただいた「喜びの声」特集です。　

今日が最後かも。今日が最後かも。

宮城県　女性

　　やっと、ついに見つけました。
自然療法に役立つサプリメントを。
　　やっと、ついに見つけました。
自然療法に役立つサプリメントを。

動物病院でも使われている信頼できるサプリメントをずっと探していました。
インターネットで見つけた時、ついつい興奮してしまいました。
こんなスゴイものを作ってくれてありがとうございます。もちろん効果にも大満足です。
もっともっと宣伝して、もっと多くのペットの飼い主さんに
「バランスα」を教えてあげてください。

そう思ったあの日の夜・・・
脱脂綿に含ませたバランスαを
ペロッとなめてくれたんです。
それが奇跡の始まりでした。
副作用の心配がなく、
体にやさしいのに力強い。
うわさ以上の効果を感じました。

神奈川県　女性

猫エイズ、猫白血病は治る薬のない病気。
ウィルスを保持したほとんどの子が発症、そして亡くなっています。
我家の子は、赤ちゃんからの保持。
生後間もなく発症と言われていましたが3才の今も元気です。
病気とうまくお付き合いする事も大切。
「バランスα」は前向きに頑張ろうと思える明るい一筋の光です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バランスαは一筋の光バランスαは一筋の光

静岡県　女性



手ごたえあり
きっかけは愛犬のアトピーの為にはじめた事です。
私も成人型アトピーで漢方薬その他いろいろ病院に通いなが
ら努力してきました。
サプリメントもいろいろためしましたが、私達には「バランスα」
が合っているように感じます。
最初の一ヶ月目は愛犬もかなりひどい状態になり私も顔が赤く
腫れました。しかし日を追うごとに愛犬の方が早く良くなり、私は
疲れが早く取れやすく風邪を引きにくくなりました。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道　女性

イキイキ長生きのために
かかりつけの獣医さんにこちらの商品を紹介してもらいました。
まだ4歳ですが、高齢になった時のことを考え病気になりにくい
体作りのために続けたいと思います。
いつかその日はやってくるとは思いますが・・・
そのとき後悔しないために出来ることはしてあげたいと思いま
す。家族の一員ですから。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県　女性

ピン！と感じました
身体に良いことは原材料・製造方法をみれば確かです。
サプリメントは効果が分かりにくい物が多いのですが「バランス
α」は早いうちから効果が実感できました。
体の中から健康になっている様子が分かり大変満足してます。
免疫力をサポートしてくれることは、万病予防につながりますか
ら続けていきたいと思います。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都　男性

バランスαにして良かった
お腹にぽつぽつと湿疹ができ、 病院では皮膚病といわれ抗生
物質と塗り薬をいただいたのですが、なかなか良くならないの
で「バランスα」を試しました。
少しずつですが患部の赤みが引いてきました。食欲もものすご
く旺盛になり、散歩に行くとものすごくリードを引っ張ります。
とても元気になってきているのが分かるので、このまま頑張って
続けていきます。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県　女性

もう絶対手放せません
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1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

獣医師も薦めるサプリメント
「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
購入を決めました。
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

今までになかった効果を実感
昨年、 乳腺腫瘍の手術をしたのですが、今年に入って再発。
もう13歳で体力も心配だったため、手術はしないでステロイドによる治療を続けて
いました。
しかし、病院から帰ってくると、いつも食欲が無く、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りました。
サプリメントはいろいろ試したが、まったく効果が現れず諦めていました。
ダメ元で「バランスα」を与え始めたのですが・・・
獣医師より乳腺のしこりが小さくなっていると言われ、とても驚いています。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県　男性

やっぱりコレがなくちゃ
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　女性

満足度200％
「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

出会いに感謝
我家の老犬がこの冬動物病院で治療を受けましたが、その都
度一万円札が消えていくのです。見れば一度に何万円も支払っ
ている飼い主さんもいらっしゃいました。
「ペットは生計を一つにする家族なのだから人間並みに医療費
控除の対象にならないのかな」と思いながら、あらためて健康
を維持する大切さを感じました。
良心的な獣医師の先生と「バランスα」に出会えたことに大変感
謝しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府　男性

サプリとは思えない効果
原因不明の脱毛症になってしまい途方に暮れていた時に友人
から「バランスα」の事を聞きました。
アドバイスいただいた通りに飲ませる以外に塗ってあげていた
ら二ヶ月ほどで以前のキラキラした毛が生えてきたのです。
良いと言われるサプリメントは全て試してダメだったのに信じ
られません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都　女性

ワンちゃん編ワンちゃん編



他のサプリが不要に
腎不全でサプリメントが大の苦手だった我が家のネコに「バラ
ンスα」を与えたところ快方に向かい大変喜んでおります。
今では、私が「バランスα」を飲んでいるとおねだりしてきます。
　         　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県　女性

１００%天然素材がギュッ！
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

ネコ好きにもたまらない
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　女性

確かな品質に満足！
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

免疫力こそ健康の要
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

この一本だけで安心
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

メキメキと元気に
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

ずっと元気でいてほしいから
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

検査結果にびっくり！
急に水をたくさん飲むようになりまして、食欲も無くなり、何度か
嘔吐を繰り返すようになったのが最初に気が付いた異常でし
た。病院で腎不全の症状はかなり進行していると言われ、腎不
全用の療法食を試しましたが効果は現れませんでした。
そんな時、別の動物病院で紹介されたのが「バランスα」だった
のですが、8だったクレアチニンの数値は3まで下がり、状態はと
ても安定しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県　女性

見違えるほど元気に
腎不全でほとんど食事もとらなくなり、どんどん痩せていってし
まいました。
何かないかと探して「バランスα」にたどり着き、スポイトで少し
ずつ飲ませました。
1ケ月ほどたって少しずつ元気が出てきて、少しですが、食事をと
るようになったときは、本当に涙がでるほど嬉しかったです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県　女性

自然療法がトレンド
ご飯を殆ど自分では食べなくなってしまったので、一時は手で
ご飯を口の方まで持っていってあげていたほどでした。
自然療法の一つとして「バランスα」を選択しましたが、回復の
兆しが見えてきました。
まだ10歳ですので、まだまだ頑張ろうと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県　女性

希少なサプリメント
「バランスα」のおかげで、みんな病気知らずで、元気にしており
ます。
完全無添加の発酵飲料は他にはありませんので、ずっと続けさ
せていただきます。よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都　女性

全国の猫の飼い主に伝えたい
うちのネコの腎臓病が治ったのです。
「バランスα」で。
本当にありがとうございました。
腎臓病を抱えている全国の猫の飼い主さ
んたちに「バランスα」をぜひ試してほしい
です。　　　　　　　　　　　   　　  
　　　　　　　　　　　　神奈川県　女性

ネコちゃん編ネコちゃん編



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。
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

お腹も好調
「バランスα」を飲み始めて２ヶ月になりますが、愛犬のお
なかの調子が良くなりました。
もう14歳ですが・・・少しでも長生きして欲しいので、ずっ
と続けていきたいと思います。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府　女性

「バランスα」が支持されている理由は・・

【完全発酵】・・有用微生物群を使い長期間発酵、熟成
【完全無添加】・・酸化防止剤・保存料不使用で副作用無し
【100％自然農法】・・自然農法栽培された国産の原材料のみ

抗酸化飲料「バランスα」を　　 でお試しできることを
　　　　　　　　　　　　　今すぐ、あなたのペットつながりの方に教えてあげてください。
抗酸化飲料「バランスα」を　　 でお試しできることを
　　　　　　　　　　　　　今すぐ、あなたのペットつながりの方に教えてあげてください。

※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。

商品と同じ500mlサイズを一本お届けします。
さらに・・・
バランスα公式ガイドブック「バランスα読本」、
ペット特集ニュースレター「バランスα通信」バックナンバーをプレゼント。
もちろん送料も無料です。
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。

（9時～17時、土日祝休み）
0120-76-5812

お電話の場合は・・・ 通話料無料のフリーダイヤル

FAXのご場合は・・・ 別紙、サンプル申込み用紙に必要事項を
　　　　　　　　　  ご記入のうえFAXするだけ。

ご請求方法はカンタン！

インターネットの場合は・・・ で検索。バランスアルファ
バランスαは,保存料、着色料、味付けのためのフレーバー
などは一切添加しておりません。完全無添加です。　

無料 無料 
「バランスα」モニターキャンペーン「バランスα」モニターキャンペーン 先着20名様限り！

バランスαのパワーを実感
いつも大変お世話になって
おります。
我が家には、15 歳を筆頭に
14歳、6歳のワンコ、7歳の
猫を飼っております。

　昨年 10 月、獣医師の先生か
らの紹介で体調を崩した 14 歳の愛

犬のために「バランスα」のサンプル及び 500ml の商品を
注文させていただきました。
　

そのとき病状が重篤だったため、緊急の対応をしていたっ
だきその節は大変お世話になりました。
残念ながら、その子は「バランスα」が到着した夜、飲むこ
ともできず天国に行ってしまいました。
　さらに、遺された 15 歳の子が、先に逝ってしまった 14
歳の子と同じような状態で、一気に体調を崩してしまい、
あやうく短期間のうちに 2 匹の愛犬を失ってしまう状況に
陥りました。（二匹とも心臓病の疾患がありました。）
　しかしながら、主治医の懸命な治療と「バランスα」の
おかげで 15 歳の子は危険な状態を脱し現在でも色々な問
題を抱えながらも私達と一緒に楽しい時間を過ごすことが
出来ています。「バランスα」のパワーは本当に凄いと実感
しました。今後とも宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   兵庫県　女性
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