人

ペットに

お取扱いされている商品はすべて︑
ペットに健康で長生きしてもらうため
に︑
厳選された材料で作られたもの︒

ひと

―飼い主様からは、
どんな相談を受けることが多いのでしょうか？
廣瀬 これだけ薬が多く出ていて医療が発展してきていて
も、アレルギーのご相談は多いですね。皮膚に何か出ると
獣医さんに「アレルギー」とすぐ言われてしまうので、飼
い主さんは「アレルギーなんだ」と思いこんでしまうんです。
「アレルギー」と診断されると原因が食べ物なんじゃないか
と思い、飼い主さんは何万円もかけて検査をするんです。
小麦とか何かにちょっとでも反応があると「小麦がダメ」と。
それで食べられるものがどんどん少なくなっていき、フー
ドもジプシーになり、
「食べ物をどうしたらいいか分からな
い…」という相談も未だによくあります。
「ステロイドや薬
をもうやめて下さい」と言いたいのですが、それはストレー
トには言えないので、食べ物を変えて頂くようにお伝えし
たり、迂回しながら伝えていきます。あとは腎臓や肝臓の
数値が良くないとか、腎不全のご相談ですね。
粟野 病院でフードを出されると、それがいいフードだと飼
い主さんは思い込んでしまうんですよね。
「いいフードを食
べさせているし、薬も飲ませているから治るはずなのに良
くならない…」と、悩んだ末にうちに相談に来られて、
「じゃ
あ方向性を変えてみようか」ということで食事を見直すケー
スが多いです。
「獣医さんの所で売っているからいいフード
とは限らないんですよ」というお話もしょっちゅうします。
廣瀬 病院で出される療法食は一過性のものなので、食べ続

けると栄養が偏ってしまうんです。でも獣医さんによって
はまだ栄養学をやっていない方もいるので「ずっと食べ続
けて下さい」と言われることもあるようで。療法食を食べ
続けていると体質が偏ってしまい、普通のフードに戻した
時に胃腸の働きや蠕動運動がついてこられなくなって吐い
てしまうんです。すると飼い主さんは食べさせるのをやめ
てしまう。でもそれをちゃんと説明して、続けて頂くと状
態は良くなるし食欲も出てくるのでペットの状態が変わっ
てきた時から、やっと私たちの意見を反映してくれるよう
になります。その手前で止めちゃう方もすごく多いです。
バランスアルファもそうですが、飲ませた時に好転反応が
出た場合、好転反応自体知らない方が沢山いるのでそのご
説明を最初にします。ご説明もどの時点でするのが良いの
か、それもその方の経験値や性格を考えて伝えるタイミン
グを探ります。そこで止めなければいい方向に向かってい
くことを飼い主さんに分かって頂ければ、そのまま続けて
頂けますから。

第19号
ペットの体調をととのえる

バランスアルファの
確かな効果と安全性について
「バランスアルファ」になぜ食用菊が使われているのですか？ 梅って猫が飲んでも問題ないのでしょうか？
ビワの種は生食してはいけないと聞いたのですが…
原材料に関するお問い合わせは、ご質問の中で最も多いものの一つです。
「バランスアルファ」は本来人間の健康課題のため
に開発された製品ですから、同じものがワンちゃんやネコちゃんにとって悪い影響を及ぼさないか不安になるのは当然ですね。

今号では、
「バランスアルファ」の原材料についてペットの飼い主様の目線で解説させていただきます！
バランスアルファの原材料の
選択基準はどのようなものか
「バランスアルファ」製造における基本技術は、玄米を発酵
させて土に返し、土壌を豊かにする「ぼかし」という日本の
伝統的な農業技術です。
ですから絶対に必要で最も使用量
が多いのは 玄米 です。
そして他の副原料は、
様々な植物素材を試した上で、

病気や症状改善が目的の場合
体重 1kg につき1ml を
1日2〜3 回
健康維持が目的の場合
体重 1kg につき1ml を
1日1 回

※左記の飲用量、
飲用回数より多く与えても害はありません。
バランス
アルファをペットに飲ませている飼い主様のお話によると、病気や症状
改善が目的の場合は、多めに与えた方がバランスアルファの効果を早
い時期に実感できることが多いようです。

①有用微生物群の活動を活発にするか

※ペットがそのままでは飲まない場合は、
飲み水
（塩素の入った水道水は
避けて下さい）に加えるか、ペットフードに混ぜて与えても効果効能は
変わりません。

という三点を基準に選択しています。

②試作品が免疫活性試験で優良な結果を出したか
③健康阻害物質が残存しないか

※バランスアルファはどんな薬と併用しても副作用はありませんのでご
安心下さい。
（注意：60 度以上に加熱することは避けて下さい。
）

弊社スタッフ茂木の愛犬
「ぶんた」
。
通称
「ぶんさん」
これからペット通信にちょくちょく登場予定です。
どうぞよろしくお願いします！

ペットに

バランスアルファの確かな効果と安全性について

「バランスアルファ」の原材料について
「バランスアルファ」
の原材料は大きく分けて 3 つのカテゴリーに分けることができます。

①すべての
「バランスアルファ」
に共通する基本植物素材
高橋剛直伝の有機農法によって生産された「玄米」のみを
使用

《ビワ》

《食用菊（もってのほか）》

抗酸化物質であるポリフェノールを多く含んだ素材を探
していたところ、生産工場のある山形県の特産種で野生に
近い品種ということで試験を行い、微生物との相性も良
く、2008 年より採用。一次発酵から投入し、1 年半の発酵
期間をかけています。

「バランスアルファ」
のベースとなる
②すべての
《仕込み水》
・微生物による発酵では、時に水の良し悪しが製品の品質
を左右します。製造工場のある鶴岡市羽黒町はもともと清
涼な沢水を水道源としていましたが、貯水ダムが完成して
水源が貯水に変わった途端に、バランスアルファの発酵が
うまく進まなくなりました。開発者高橋剛はすぐに水源を
切り替えるため、工場敷地内で地下水の掘削を開始し、250
ｍ掘り進んだところで万年雪の山「月山」の伏流水に当た
り、以降「バランスアルファ」の仕込み水はこの生まれたて
の地下水を使うことで安定しています。

攻撃型免疫系の活性強化を目的に開発されたものが「梅・
たもぎ茸バランスアルファ」です。攻撃型免疫系には、が
ん細胞の増殖を抑える力があります。二次発酵から「梅」
と「たもぎ茸」を合わせて発酵させた「梅・たもぎ茸バラ
ンスアルファ」は「バランスアルファ」ラインナップ中で、
最も攻撃型免疫系の活性力が高いことが証明されていま
す。新たに加えられた原材料の「梅」と「たもぎ茸」は山形
県で生産されたものです。

東京都世田谷区に事務所を構える（株）
ヴィジョンズ様。
「食べること＝生きること」をコンセプトに本当に健康な体
を作るためには何が必要かを考えぬき、原料から安心でき
る無添加・国産のペットフードを中心に、ペット用サプリ
メント、ケア用品などを取り扱っていらっしゃいます。
（左）廣瀬さん （右）粟野さん

《蓮バランスアルファ》

アレルギー症状、膠原病など免疫細胞が自分の身体を攻
撃してしまう免疫異常が増えています。このような「自己
免疫疾患」を抑制するために開発されたものが「蓮バラン
スアルファ」です。通常このような「アレルギー／自己免
疫疾患」には今でもステロイド剤による治療が主流です。
ステロイド剤はステロイドホルモンを主原料とし、免疫
細胞を破壊する効果があります。その結果、アレルギーは
緩和されますが、細菌やウィルスによる攻撃には無防御
になります。
「蓮バランスアルファ」は免疫細胞を傷つけ
ることなく、免疫システムは動いていて同時に、自己免疫
疾患の症状を緩和することを目指しています。

飼い主さんへのアドバイスは
無理なくできそうなことから…
−お客様から食事の相談を受ける時は、どのようにお話を
されているのでしょうか？

ペットの 高齢化と免疫活性の必要性
ワンちゃんもネコちゃんも室内で飼われるようになってから寿
命が右肩上がりで伸びてきました。
これは他の動物との接触が
なくなり、また不衛生な食物を食べることが少なくなって、感染
症による死亡率が下がったことが主たる要因です。
その一方で、高齢化による疾病は右肩上がりで増えています。
代
表的なものがガンと自己免疫疾患の増加です。
これらはいずれ
も免疫機能の低下によって発症リスクが高まる病気であり、治
療が難しくかつ高額の医療費がかかります。
そして治癒後も手
術の後遺症等で、活動量は低下し、不自由な予後を送ることにな
ります。
ペットの高齢化時代で「バランスアルファ」が目指すの
は、高齢化で弱体化する免疫機能を維持し、疾病の発症を防ぐこ
と、および疾病の治療過程でその後の生活レベルを下げるよう
なダメージを防ぎ、自力で回復する余地を増やすことです。
バラ
ンスアルファの原材料はすべて、この免疫機能をどれだけ上げ
られるか、
という課題への私たちの回答です。

〜株式会社ヴィジョンズ様の取り組みから〜

ご注意いただきたいこと
個別の症状
（疾病）
のうち、内容成分の管理が必要なケース
（甲状
腺疾病における
「ヨウ素」
、腎臓疾患等における
「カリウム」
「ナト
リウム」
）
についても、
これまで
「バランスアルファ」
の内容成分が
問題になったことはありませんでした。
ただ、このような症状
（疾病）は個々のケースで対応内容を変える必要がある場合もあ
ります。
ご心配な場合は直接弊社までご相談ください。
現時点での「バランスアルファ」製品では、ワンちゃんネコちゃ
んの健康に影響を与えるような内容成分はありません。
生後す
ぐの赤ちゃんでも安心してお飲みいただけます。

ひらき

うえむら

もき

めぐろ

あんどう

ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください！

廣瀬 まず必ず聞くことは、 今何を食べさせているのか 、
その上で、 その飼い主さんがどこまでできるのか 。それ
を話しながら想像して探っていきます。その中で飼い主さ
んができそうなことをアドバイスします。できないことを
言っても逆にストレスになるだけですし、そのストレスは
ペットに伝播しますので、その飼い主さんが無理なくでき
そうなことを提案します。
うちでは手作り食を推奨していますし、それができればベ
ストです。ただ、朝 7 時に仕事に出て、夜 22 時にならな
いと帰ってこられないという飼い主さんの場合、
「手作り食
にして下さい」と言っても無理があるので、
「一週間に一回
でもできるならすればいいですよ」とアドバイスします。
その中で「少なくとも害がなく栄養が摂れるものを」とお
伝えします。ケースバイケースで 100 人いたら 100 通り
のアドバイスになります。薦め方はある程度決まっていま
すが、生活パターンなどは皆さん違うので、その辺が難し
いし大変な所です。
ペットフードへの意識が変わってきたのがここ 3 〜 4 年く
らいです。ある程度の水準のものが海外から入ってきたり、
国産で作れるようになったりしてきていますが、まだ大抵

ペットフードの現状

千葉県富浦で無農薬栽培された「ビワ」の葉と種を乾燥さ
せて粉末化し、1 次発酵段階から加え、1 年半かけて発酵さ
せます。
「ビワ」は、古来より大薬王樹（薬草の王様）として
その様々な薬効が伝承されてきましたが、有用微生物との
相性が極めて良く、免疫活性スコアを上げる大きな要素と
なっています。
「ビワ種」についてはそのまま食品として摂
取すると中毒をおこす危険性が指摘されていますが、「バ
ランスアルファ」は 1 年半の期間を経て完全発酵させてお
り、有害物質の残存試験、経口摂取の安全性試験いずれに
おいても全く問題なく合格済です。

《梅・たもぎ茸バランスアルファ》

人

栄養指導を通じて、
飼い主さんの心の成長に寄り添う
第３回

《玄米》

③免疫コントロール機能の強化を目的とした特別な
「梅・たもぎ茸バランスアルファ」
「蓮バランスアルファ」
の素材

ひと

の方は量販店でフードを購入しています。飼い主さんがペッ
トフードの裏面を見て、どんなものが入っているのか見て
頂けるようになるだけでもだいぶ意識が変わってくると思
います。 できるアドバイスをいかにするか なんです。

ペットが抱える「食」の問題
−粟野さんはペット栄養管理士をなさっているそうです
が、今のペットの 食 について栄養的に問題だと感じる
ことはありますか？
粟野 人間以上にワンちゃんやネコちゃんは、タンパク質を
多く摂らなければいけない生き物なのに、お肉やお魚など
の動物性タンパク質をきちんと摂れていないことから問題
が起きています。市販のフードは炭水化物が多いものがほ
とんどですが、もしフードを変えられないんだったら、何
かトッピングするようにアドバイスしています。飼い主さ
んは「ペットフードを食べさせておけば大丈夫！」という
認識なのですが、フードの裏面を見てもらうと、原材料の
一番最初に記載されているものが、トウモロコシやお米な
どの炭水化物が多いので、
「じゃあタンパク質が足りていな
いから、少し足してあげましょう」と。
ペットにはタンパク質が必要だと知らない方もまだいるん
ですよ。
「ゆで卵を加えて下さい」というと「えー、卵をあ
げてもいいんですか！？」と驚かれたり（笑）
。ドッグフー
ド以外はダメという思い込みがあるんですね。その思い込
みを崩していかないと…と思います。それから市販のペッ
トフードは酸化した油を使っていることが多いので臭いん
です。フードはそういうものだと飼い主さんは思い込んで
いるけど、うちのフードは臭くないんです。

飼い主さんの知識次第で、
ペットの人生が変わっていく
廣瀬 飼い主さんに「一ヶ月毎日、天ぷらを揚げたような酸
化した油で料理してそれを食べられますか？それは無理で
すよね？それを体に入れたらどうなりますか？人間だった
ら胸やけして吐きますよね？」ってお話をするんです。そ
んなものを摂り続けたら、弊害が出て当たり前です。今日
明日で弊害が出なくても、数値に表れたり、元気がなくなっ
ていったりして、気づいた時にはもうかなり悪い状態になっ
ているのがほとんどです。その手前でいかに早く飼い主さ
んが気づいてあげられるかが大事です。
「知らぬは罪」なの
で、飼い主さんにどのくらい知識があるかということで、
ペットの人生が変わってきてしまうんです。
うちのお客様は、一回うちの商品を買って頂くとペットの
状態が良くなるからなのか、リピート率がとてもいいので、
その辺は本当に伝えてきてよかったなと思います。
「普段が
一番大切だ」ということを伝えています。

