未来 をみすえる 自然農法主義宣言 ！

バ ランス

アルファ

通信

愛しいペットの本当のしあわせを願うあなたへ

「バランスα」を飲んで元気な
ボクのともだちを紹介します。

Vol, 7

㈱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

みんな！
いただきます言った？

「そら」がまだ赤ちゃん
のころ、
「まる」
と二匹で
お昼寝中の写真です。

血のつながりはありま
せんが、
とっても仲良し
です。
いまでは、
「そら」のほう
が、大きくなっています。
二匹とも「バランスα」
が大好きです。

いいなぁ、
ボクも弟か妹
ほしくなっちゃった。

そら君（4才）
まる君（7才）

息 子 さん 達 の 受 験 は

１,２,３,４・・・、エッ！9匹！
みんなお行儀いいね。
レイ君（５才）

バランスαは毎日朝晩、

ゴールデンのミルキー

愛飲しています。

ちゃん によって癒 やさ

我が家の愛犬 レイも一

れ、今では、立派に社会

緒に飲んでいます。

人になりました。

おかげで、元気で、毛艶

ありがとうミルキー。

もバッチリです。

ドキ！そんな目で
見つめられたらボク・・

九州のイケメンだね。
ボクの負けだ。

バランスαは、あなたとあなたの大切な家族の一員が、
ずっと健康で、幸せな時間が続くようサポートします。
うちの子がイチバン！！

写真の応募方法はこちら

ぜひ！！知っておいてもらいたい
『犬や猫に与えてはいけない食べ物』
(犬と猫が食べてはいけないものは、ほぼ共通です。)

「ねぎ類を与えてはいけない」というのはかなり有名ですが、
意外に知られていない危険な食べ物が他にもあります。
「うちの子が平気だからよその子も大丈夫」

×

「よその子が平気だから家の子も大丈夫」なんて言わないで！

絶対与えてはいけない！
危険度ランク

高

ASPCA（米国動物虐待防止協会 中毒事故管理センター）データ参照

◆ネギ類

◆チョコレート（カカオ類）

長ネギ、
タマネギなどのネギ類には、犬や

昔から犬にとって最危険食物の一つ。

猫の血液中の赤血球を破壊するアリルプ

チョコレートやココアの中に含まれ

ロピルジスルファイドという成分が含まれ

るテオブロミンという成分が、犬や

ています。犬や猫がネギ類を食べると、急

猫の心臓と中枢神経を刺激し、大量

性の貧血や血尿などの症状が現れるネギ

に食べると、下痢、嘔吐、興奮、けいれ

中毒を起こし、最悪の場合は死に至ることも

ん、呼吸困難などの中毒症状が起こることが

あります。
この成分は加熱しても破壊されず、煮汁などにも

あります。

溶けだしてくるので、ネギ類の入った料理の残りなども与え

最悪の場合は、急性心不全を起こして死亡することもある

ないでください。

ため、注意が必要です。
カカオ含有量の高いビターチョコほ

ニラ、ニンンク、
ショウガも同じ仲間になりますので要注意。

ど犬や猫には危険となります。

◆ブドウ（干しぶどう）

◆アボカド

アメリカの調査機関により、犬･猫には有害

アボカドに含まれるペルジンが犬や猫

性があると認められました。
しかし因果関

には毒になります。 ペルジンは果実だ

係はまだはっきり解明されていません。同じ

けではなく、葉、種子、樹皮にも含まれて

量を摂取しても、重い症状の出る犬もいれば、

います。

全く平気な犬もいるそうです。臨床結果では有害

症状：嘔吐、下痢を含む胃腸の炎症、死亡の恐れ。

である事が立証されているため、避けるべき食材といえま

これらの症状は、多量に摂取したときに発症するとされてい

す。腎不全から死亡するケースも報告されています。

ますが、フェレット・ウサギ・鳥類・げっ歯類な

※症例は主に犬から報告されています。猫にはまだ未知数

ど、他の小動物にとっては少量でも危険で

なところがあります。

すので要注意。

◆マカデミアナッツ

◆キシリトール(人口甘味料）

まだ原因物質や因果関係は特定されてい

ガムなどに使われる甘味料のキシリ

ないようですが、、ブドウと同様に有害と

トールは犬にとって有害という発表が

されています。

出ています。

症状は摂取後の12〜48時間以内に表れ、

摂取により、インスリン過剰分泌を起こし、血糖値が急激に

虚脱、沈うつ、嘔吐、運動失調、震え、高熱がみられます。

低下するため、低血糖、肝障害を起こします。

チョコレートに包まれたマカデミアナッツは危険。

約9キロの犬の場合、2、3枚のキシリトールガムで致命傷と

※猫の事故報告はないようです。

なりえるという報告もあります。

食べ物以外にも危険が
人間にとってリラックス効果のあるアロマも
動物たち、特に猫やフェレットにとっては命取りになることも
精油(エッセンシャルオイル)を使い、香りを楽しむアロマは、
人体の外側だけでなく、気持ちの面（精神面）にも効果がある
といわれ、最近では女性に人気があるようです。
しかし、猫への危険性を知らずにご使用されている方がい
らっしゃるのではないでしょうか・・。
人間には問題のないアロマでも猫に
対して絶対安全であるわけではないの
です。
エッセンシャルオイルの成分が皮
膚や呼吸によって猫の体の中に入る
と、猫の生命に危険が及ぶことがあり
ますのでアロマを楽しむ時は十分注意
が必要です。
猫の皮膚はとても薄いので、エッセンシャルオイルの成分
が皮膚からすばやく吸収されてしまうと考えられています。

×

の成分を解毒・排出するこたとができず、肝臓にたまっていく
ことによって中毒になるといわれています。
猫やフェレットは、真の肉食動物と言われているように、積
極的に植物を体内に取り込む必要性がない生活を営んでき
たため、植物の成分を代謝する機構が十分に整っていないと
考えられます。 そのため、人工的に濃縮された植物成分で
あるエッセンシャルオイルは、解毒ができなくて当然なのか
も知れません。
飼い主が癒しを求めて精油を焚き、愛猫やフェレットにも精
油の匂いを嗅がせてやろうなんて、絶対になさらないで下さ
いね！よかれと思っての行為が、
とんでもない結果を招きかね
ません。

人間の場合、体内に摂取した毒物は肝臓で酵素により解毒

お盆や仏事で、お香を焚いた部屋に猫を入れたら嘔吐し

されて尿や便から排泄されます。
しかし、本来肉食である猫の

たというケースもあります。嘔吐だけならまだしも、命にも関

場合、肝臓の機能が少し違っていて、植物を代謝する酵素を

わる事態になっては大変です。異常がみられたら、すぐに病

持たないために、人工的に濃縮されたエッセンシャルオイル

院にて受診することをお勧めします。

ペットフードの歴史

日本におけるペットフードの歴史はといえば、まだまだ

ペットフードは1860年にアメリカのオハイオ州の電気技

浅いものです。第2次世界大戦終了後に、米軍を中心と

師ジェームス・スプラッツによりイギリスで初めて事業化

する連合国軍が多くの軍用犬をアメリカから連れて来た

されています。

ため、そのためのペットフードが進駐軍向けの店で売ら

当時、船舶の航海時にビスケットが食料として積まれ
ていましたが、帰港後に余ったものは波止場に捨てられ
ていました。スプラッツは仕事でイギ

れるようになったのが、日本に入ってきた始まりといわれ
ています。
日本での国産ペットフードはドッグフードが始まりで、

リスに行く機会があったとき、イギ

世界で初めてペットフードが発売されてから100年後のこ

リスの波止場で、

とです。

犬たちがその捨てられたビスケッ

1961年に「ゲインズ」が、1962年には「ケンエル」の輸

トを食べていたのを見かけたことか

入が始まっています。ちなみに1963年当時の価格はゲイ

ら、犬用ビスケットを製造販売しよう

ンズが249円／kg、ケンエルが244円／kgでした。1頭の犬

と思いついたものだといわれています。

が1ヶ月に10kgのドッグフードを食べるとすると、日本製

その約60年後には缶詰ドッグフードが発売され、1927

で1,750円、輸入品では約2,500円かかることになります。

年にはアメリカのクラレンス・フランシス・ゲインズが自

1963年の家計1世帯（世帯人員数4.30人）あたりの1ヶ

らの愛犬のために開発したものという、最初のドライドッ

月の消費支出（全国・全世帯）の総額は40,246円で、食

グフードが発売されています。

料費は15,571円、そのうち、たとえば穀類には3,834円、

キャットフードは、1950年代にターキスト社が食用魚

肉類に1,249円支出していました。これらと比較すると当

肉缶詰の残りである鰹(かつお)や鮪(まぐろ)の残部を利

時のペットフードがいかに高価なものだったかが想像で

用したものを発売しています。

きると思います。

バランスαは信頼できる動物病院、フードショップでお求めください。
エンゼルペットクリニック

福岡県古賀市
TEL：092-944-0367

さくら動物病院

福岡県福津市
TEL：0940-52-1437

森獣医科医院

福岡県北九州市
TEL:093-372-3666

チロとサクラのクリニック

神奈川県横浜市
TEL：045-805-0692

ひだまり動物病院

神奈川県相模原市
TEL：042-767-5775

アーリン動物病院

東京都青梅市
TEL：0428-78-3735

斉藤牧場動物病院

千葉県柏市
TEL：04-7172-7937

ふぅ動物病院

東京都青梅市
TEL：0428-78-3735

渡辺動物病院

福島県本宮市
TEL：0243-33-2176

あまみ動物病院

新潟県上越市
TEL:025-530-3821

ココジェイクラブ

北海道釧路市
TEL:0154-39-4422

ヴィジョンズ

東京都世田谷区
TEL 03-5760-6629

DD café Select Shop

愛知県春日井市
TEL：0568-36-0222

D.F. CHISATO

愛知県名古屋市
TEL：052-835-7650

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

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）

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。

完了です。
72 時間以内に
お届けします。

※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。

インターネットからのお申込は・・・ バランスアルファ

で検索してください。

やっぱりうちの子がイチバン！！
あなたのペットが
紙面を飾ります。

１.郵送の場合
住所、氏名、電話番号、ペットの名前・性別、ペットの紹
介文を明記して、応募写真を同封し、下記の宛先へ郵
送してください。
＜送り先＞ 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4-203
㈱高橋剛商会

バランスα通信の表紙を飾るペットの写真大募集

◆ 応募要綱 ◆
写真の応募方法は以下の2通りです。
１.郵送
２.メールに写真を添付しての応募
２.メール添付写真での応募の場合
balance@eagle.ocn.ne.jp まで応募写真のデータを添
付して送信してください。
※写真はJPEG形式で、できるだけ高画質なもので応
募してください。

