
「バランスα」は、体の抗酸化力を高め、 “自己治癒力”
を引出すことを目的に開発され、利用されている飲
料です。これまで販売サイドでは一度も “ペット用”
として宣伝したことはありません。
しかし・・・

もっと、してあげられることがある。
彼らにとって生きる上での
最大の頼りはあなただけ。

日本は、犬猫の数が 2400 万匹を超え、15 歳以下の子供
より多いペット大国になっております。
　つい 15 年前までのペットの死亡原因は、フィラリア・
伝染病・交通事故が上位を占めていました。
　しかし、医療技術の進歩により、ワクチン接種が普及し
感染症が激減した事や人間とペットが家族同然の深い関係
になるにつれてしつけの向上・室内飼育が普及した事で
ペットの寿命も大幅に延びています。
　その半面、人生のパートナーとしてペットと暮らす人が
増え続けている現在、死亡原因も大きく変わり、ペットの
生活習慣病が増加の一途を辿っています。現在は、糖尿病、
がん、腎臓病などの生活習慣病による死因が約 70％を占
めるまでになっております。 
　　

死亡原因の変化
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最近のペットたちには、原因不明の病気や治らない
病気が多いと聞きます。アレルギーやガン、心臓病、
糖尿病、肝臓病、腎臓病といった慢性の病を患って

いるワンちゃん・ネコちゃ
んがあまりにも激増してい
るようです。 薬を処方して
も、一向によくならない子。
一旦は、よくなったように

みえても、また同じ症状を繰り返す子。いろんな病
院をたらいまわしにされている子。長期間の投薬に
より、薬漬けになっている子。そんなペットたちが
たくさんいるそうです。
今や大切なペットまで、私たち人間と同じように現
代病におかされています。家族の一員として生活し
ているペットの健康状態は、私たち家族の健康状態
を反映していると言えるでしょう。

ペットの現状

【100％自然農法】【完全発酵】【完全無添加】
にこだわった商品であることの安心感とその高い効
果が専門知識を持ちペットの健康を真剣に考える良
心的な獣医師、ペットショップ様、ペットを家族の
一員と考える飼い主様によって「バランスα」の輪
が広がり続けています。

ペットの健康を真剣に願う人々に「バランスα」を
知っていただき、悪質な添加物満載の保存食品的ドッ
グフード、副作用の激しい薬物などによって、健康
はおろか、その生存すらも脅かされているペットた
ちを守り、ずっと元気で、もっと長生きして欲しい
と願う方々のお役にたつことができればと思います。

自分から望んで
あなたのペットになったわけではないのです。

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
アルファ

  Vol, 1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



渡辺由香先生のお話 一般のペットフードの原料には、
人間の食料にはできない「畜産廃

棄物｣と呼ばれる病気で死んだ、または死にかけていた牛、
豚、トリの肉や、異常臓器が利用されているのです。さらに、基
準を超えた農薬が残留した穀物等も｢飼料用｣として使用さ
れています。
　そして、これらの原料には驚くほど、多量、かつ多種類の化
学物質、抗生物質、合成ホルモン、重金属等が含まれており、
それらが強い発がん性や催奇型性、免疫かく乱性を有してい
ます。

このような「人間が食べられないものを動物達に食べさせ
る」という発想を無くさない限り、人間も動物も安全で健康
に暮らしていくことはできないでしょう。
　必ず、安全なフードを選んでください。選ぶポイントは原
材料がオーガニックであること、無添加で人間が安全に食せ
る基準を満たしていることです。
　無添加・自然食を謳うペットフードが増えてきましたが、
原材料に人間が食せない飼料を使っているものが多いです。
注意してください。

「バランスα」が支持されている理由は・・

当院でも腫瘍・アトピー・関節炎など
が原因の上位に上ってきています。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。

【完全無添加】・・酸化防止剤・保存料不使用で副作用無し。

【完全発酵】・・化学的な抽出法ではなく、80 種類もの
有用微生物群を使い長い時間をかけて発酵、熟成している。
完全発酵により低分子化された酵素類は体に負担をかける
ことなく素早く効率良く吸収され効果を発揮します。

【100％自然農法】・・厳しい自然を耐え抜いた強い生
命力と抗酸化力を持つ国産の「玄米」「ビワ葉、種」「キク」
だけを原材料としている。

人間同様、ペットの疾病のほとんどが、活性酸素の体内で
の除去機能不全によるわけですから・・・
この機能を強力に補完する「バランスα」が人間よりはる
かに小さい動物たちに大きな効果を挙げるのは当然といえ
るかもしれません。

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）

健康体を維持することが目的であれば体重１ Kg につき 1ml
以上を目安に与えて下さい。与える時間帯に決まりはありま
せんのでお好きな時に与えることができます。
ペットがそのまま飲まないときには、飲み水（塩素の入った
水道水は避けて下さい）に混ぜるか、ペットフードに混ぜて
も効果効能は変わりません。

「バランスα」はあくまでも食品ですので、基本的に心配あ
りません。お薬と併用しても副作用の心配はありません。

多く与えても、なんら害はありません。
重い腎臓病をかかえているゴールデンの老犬に毎日 100ml 与
え効果を上げた飼い主さんもいらっしゃいます。
多めに与えたほうが効果は高いようです。

どのくらいの量をいつ与えればよいのですか？Q

いっしょに与えてはいけない食品はありますか？Q

免疫力が低下しているので多く与えたいのですが。Q

         れほど多くのペットがガンで死亡しているにもかかわ
らず、その原因は人間同様に特定されていません。むしろ、
ガンは原因をひとつに特定できないもので、小さな因子が
多数積み重なったところに芽生えてくる新生物なのです。
　現代の環境汚染や私たちの生活スタイルは、ガンが発生

するには好都合なものになっています。
　ましてペットは体が小さいため、よけいに発がん原因か
ら受ける影響が大きく、汚染された飲料水、加工食品、大
気汚染、あらゆる化学物質そして人間と同じ環境で暮らす
ことによるストレスにより生活習慣病を発症しやすくなっ
たともいわれています。

こ

今のペットフード大丈夫かなぁ・・・今のペットフード大丈夫かなぁ・・・
ドッグフードのパッケージには原材料が書かれている。
ドッグフード公正取引協議会では、「原材料を多い順に合計８０％まで記載する
こと」という規定を設けているそうです。あれ？なんで１００％じゃないの？
ヒト用の食べ物だったら、２０％も正体不明なんて許されないはず。
悪く勘ぐれば、どのペットフードにも２０％くらいは、ボクたちに知られたく
ないものが入っているからなのか・・・



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

どうしてもお知らせしたかったので手紙を書きました。
それは、「バランスα」のことです。
　平成 10 年に飼っていたネコが「ネコエイズ」とわかり、
以来ＥＭ－Ｘを与え続けていました。
人にいいならネコにもと思い、それほど期待 す
る訳でもなくエサに混ぜていました。そ
の間、免疫力の低下を抑えるため体調
が良くても毎日薬を与えましたが、そ
れでも具合が悪くなるので定期的に病
院通いをしていました。
　昨年からは、たまたま知った「バランスα」
をいつものように与えておりました。これもまた特に期待す
る訳でもなく・・・。そうこうするうち毎日の薬をとてもイ
ヤがるものですから、体調もいいので昨年の 12 月から薬を

止めました。　悪くなったら病院へ行けばいいと思い今日に
至っていますが、病院へ行く必要もないほど元気になりまし
た。
　以前はネコエイズから来る口内炎で口の中が紫色に腫れ
エサを食べるのも痛そうにし、口の周りがいつもヨダレでよ
ごれていましたが、いつの間にか腫れもなくなり、口の周り
もキレイになり、食欲が出て体重も増えました。
　以前とは目の力が違うんです。うまく言えませんが「目に
力がある」そんな感じ。ネコエイズは治ることはないそうで
すが、免疫力の衰えが抑えられているのだと思います。
　「バランスα」を与えている以外は何も以前と変わった事
はしていないので、ほかに良くなった理由は思い当たりませ
ん。ほんとうにありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道在住　女性）

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）

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）

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）

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
かり大変満足しております。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）

　 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）

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）

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

自然食への4ステップ
1：無添加の安全なフードを与える
2：野菜と果物を加える
3：肉や魚を加える
4：サプリメントを利用する
当院では「バランスα」の他十数種類のハーブ製品を
ご用意して、さまざまな病気の補助に使用しています。

ドッグフードやジャーキーなどの加工食品を長い間与えてい
ると、防腐剤や質の悪い原材料などの影響からか、アレルギー
性皮膚炎や外耳炎、結膜炎などの慢性疾患にかかる犬が増え
ています。
　これらの慢性疾患を治すためには、治療に平行して自然な
素材の食事を与える必要があります。
そのためには食事をすべて自然な素材に変えなければなりま
せん。そうでなければ病気と闘うことはできないのです。

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

福岡県古賀市
TEL：092-944-0367　「エンゼルペットクリニック」　

1979年、エンゼルペットクリニックを開設。
以来30年以上に渡り、動物の診療に携わる。
特に東洋医学やホメオパシーなどの自然療法を中心とした診療を
おこなう一方、アニマルセラピーのボランティアリーダーとしても
活躍。早くからワクチンの過剰接種とペットフードの安易な使用に
警鐘を鳴らし、手作り食を勧め、自然療法セミナーを開催している。

院長 ・獣医師 名越譲治　
■麻布獣医科大学卒業
■東京大学大学院修士課程終了
■日本ホメオパシー医学会認定医　　　　　　　　
■英国ホメオパシー医学会認定獣医師
■日本伝統獣医学会会員
■日本動物病院福祉協会会員
■日本ホリスティック医学協会会員

㈱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。

以前の自分のように愛犬のことで悩んでいる人たちに
本当に良質なフードとサプリメントを伝えたくて、  で
きれば救いたくてココジェイクラブをつくりました。
ほんとうに食べ物は大事です。
口から食べる物により体は作られています。しかもその品
質によって天と地ほどの差がでます。上質な食べ物は動

物本来の自然治癒力を引き
出してくれます。
犬のことを、犬の命を商売
の手段にしか考えられない
営利目的の人間たちの犠牲
から 少しでも、食べ物を通
してですがワンコを守りた
く、これからも地道にがん
ばっていきたいと思いま
す。

ワンちゃん・ネコちゃんたちが　正しい食べ物で本来の健
康を取り戻し、飼い主さんと幸せに暮らせることができま
すように・・・、これがココジェイクラブの願いです。

人にも犬にも猫にも鳥にも生きものみんなに「バランスα」
をおすすめします。
　飲用はもちろん、目薬にも耳掃除にもＯＫというかぜひ
使ってほしいです。大きめの綿棒に「バランスα」をひたし、
見える範囲の耳の中の汚れを拭きとってください。飲んで良
し、耳掃除に絶対良し、目薬にも最適。いつも携帯用小型ス
プレー容器に入れておき、持ち歩くとイザというときに便利。
　ケガなどした時にすぐしゅっとスプレー。傷の治りが早く、
化膿もしない。
※　ご飯を食べる気力も無く寝たきりになってしまった腎不
全・肝不全のワンコが劇的に回復した事実！
※　もうダメとあきらめかけていた１６才のネコちゃん がこ
の「バランスα」をためしに１本、集中的に飲んで１週間。
飼い主さんが驚くほどの元気回復！　うちの愛犬もこの「バ
ランスα」を毎日ほかのサプリメントと一緒に摂っています。
　液体サプリメントを少量の水で薄めて使用するとき、水道
水よりはこの「バランスα」を利用するほうが効果倍増！し
かも薬ではないので副作用無し。安心です。特にサプリメン
トの苦手なワンコ・ニャンコにはこの「バランスα」が良い
でしょう。 

他県からすがる思いで来院される患者さんも多く、病気の
説明、治療方法など常に飼い主様に分かりやすく納得のい
くまで相談しながら治療をすすめてくれます。病気治療・
ワクチン以外にも、しつけ教室があり、院長先生はじめ看
護士さんたちの親切丁寧な対応が好評です。

看板犬の「レイア＆ルーク」

北海道釧路市  
電話:0154-39-4422

「ココジェイクラブ」 ホリスティックアニマルケア北海道

～ 犬と猫と人のための自然食品専門店 ～
http://www.cocojey.com/
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