自然治癒力を
信じよう。

どんな場合にBouncy をあげたらいいの？

Why organic?

犬は年齢を重ね
るにつれ、人間と同
じように関節に痛み
を覚えたり、動きが
スムーズにいかなく
なったりします。最
近は若い犬でも問題
が出る場合も多いよ
うです。いつも登
っていたソファーに
登りたがらない、
階段をいやがる、
散歩を楽しんでい
ないなどが、その
サイン。Bouncy は、こうした犬が、再び「はずむような」
（”Bouncy”）動きができるようになることを願ってつくられ
ました。

化学肥料や農薬についての厳しい基準に従って手入れをし
た土で育った食べものや薬草です。私たちの大切なともだち
に、最高のものを。だから、オーガニックです。

Bouncy には、多くの医学・獣医学・薬学の論文に基づい
て、関節や骨のトラブルに対して効果があるとされる食べも
の・植物が入っています。これらの材料は、犬が関節のトラ
ブルで苦しむ直接的な原因である、骨と骨の間にある軟骨の
減少、炎症、痛みなどに対応しています。さらによりホリス
ティックな視点から見れば、Bouncy の材料のほとんどは、
内臓の働き、血流、デトックスを促すために古くから世界各
地で使われてきたものばかりです。
体の部分的な不調の解決には体全体をケアする。そのため
に、質のいい自然素材で、健康を維持して自然治癒力を引き
出す。これが、Puffy’s Natural Life の考え方です。

カリフォルニア発
犬たちのための
オーガニック
サプリメント

Why whole food and herbal supplement?
なぜ栄養素を抽出せず、食べものそのままなの？自然の食べ
ものには、自然だけが知っているバランスで、様々な栄養素
が組み合わさって入っています。副作用の心配もほとんどい
りません。生きものは自然の一部だから、自然、そのまま。
それがBouncyの特徴です。

Why human-grade?
なぜ「人間用の」材料だけなの？人間用と、どうぶつ用で
は、使用を許可される食品にかなり大きな違いがあります。
自分が食べられないものをあげたくない。だから、人間用の
材料だけです。
→ for more, check our website!
Puffy’s Natural Lifeは、人間用の薬の開発研究者と、自然
保護の専門家がつくった、アメリカで犬のオーガニックサプ
リメントを製造する会社です。犬たちと、彼らの二足歩行の
友達のために。自然のパワーをお届けします。Bouncy のラ
ベルの写真が、この会社をつくるきっかけになった犬、パフ
ィーです。

一日のお勧め使用量
(60粒/ボトル）
超小型犬 (0-4 kg):  1/2粒
小型犬 (4 - 9 kg):  1粒
中型犬 (9 - 18 kg):  2粒
大型犬 (18 - 32 kg):  3粒
超大型犬  (32 kg +):  4粒

いつもの食事と一
緒に...
または別々に...
自分の犬に合った
方法で。

With Puffy

Puffy’s Natural Life, LLC
Whole food and herbal suplements for dogs
San Diego, California
です：

にほんご

www.japan.puffysnaturallife.com
Printed on Recycled Paper

Our Ingredients
成分（100％表示しています）
Fish Cartilage:：魚の軟骨
（グルコサミン、コンドロイチン）

関節のトラブルには、グルコサミンとコンドロイチンがいい
とされています。この二つは、同時に摂取すると関節の痛み
や炎症を軽減するという多くの研究結果
が出ています。グルコサミンやコン
ドロイチンは、人工合成のものが
たくさんあり、その方法は様々で
すが、例えばグルコサミンを人工的
に抽出する場合、軟骨魚を塩酸で処
理するのがよくある方法です。その
ままの魚の軟骨には自然の配合でこの二つが含ま
れています。

Chuchuhausi Bark: チュチュワシ
抗炎症に。チュチュワシは、アマゾンに生息する木で、現地
では何世紀もリューマチの治療薬として使われてきました。
チュチュワシにはproanthocyanidins という有効成分が含ま
れていますが、これには炎症を抑える効果があるとされてい
ます。

Organic Green Lipped Mussel: オーガニック・緑イ貝
(たんぱく質、ミネラル）

ニュージーランドのマオリ族が「奇跡
の貝」と呼んでいる緑イ貝。たんぱく
質やミネラルが豊富です。魚の軟骨同
様、glycosaminoglycans という有効成分
が含まれていますが、これは関節の結合組
織を構成している重要な要
素です。

Organic Turmeric Root:
オーガニック・うこん
抗炎症、抗酸化に。うこん
にはクルクミンという成分
が含まれていますが、クル
クミンはリューマチの治療
に使われてきたものです。
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Organic Devil’s Claw Root: オーガニッ
ク・デビルズクロー
万能薬。アフリカに自生する薬草で、リ
ューマチをはじめ、神経痛、半身麻痺、
内臓のトラブル、動脈硬化など様々な
症状に古くから使われて来た万能薬で
す。iridoid glycosides という成分が含ま
れていて、中でも harpagoside は特に注目
に値します。

Organic Pumpkin Seed: オーガニック・かぼちゃの種
（マグネシウムなど）

関節に問題のある犬にとって、骨を構成するミネラルの摂取
はとても大切です。かぼちゃの種は、マグネシウム（人間の
体の50％のマグネシウムは骨に含まれています）、カルシウ
ム、カリウム、鉄などを豊富に含んだ食べものです。

再び「はずむような」
（“Bouncy”= バウンシー）動きを
Organic Horsetail: オーガニック・ホーステイル
（スギナ）
骨や関節の強化、抗炎症に。ギリシャ時代・ローマ時代から
薬草として使われてきました。
シリカという成分が含まれてい
ますが、シリカは骨や関節、血
管などを構成する重要な要素で
す。また、炎症を鎮めるのにも使
われています。

Organic Celery Seed: オーガニック・セロリの種
抗炎症、痛みの緩和に。セロリの種は、炎症に対して使われ
てきました。セロリの種にはまた、「抗侵害」効果があると
する研究結果があり、自然の痛み止めの働きをします。

Organic Dandelion Root: オーガニック・タンポポの根
（ビタミン・ミネラル）

利尿作用。利尿を促して血液中の毒素を体外に排出する働き
をします。またタンポポにはカリウムが非常に多く含まれて
います。フロセミドのような合成された利尿薬は、それを摂
取した個体にカリウムを失わせるなどの副作用があります
が、タンポポの根にはこの副作用がありません。

Organic Yucca Root: オーガニック・ ユッカの根
痛みの緩和、 抗酸化、抗炎症に。メキシコでリューマ
チの民間治療薬として使われてきた植物。ステロイ
ドサポニンと呼ばれる痛みや炎症の緩和に効果的な
成分と、抗酸化作用や抗炎症作用を持つユッカフェ
ノールと呼ばれる成分が含まれています。

Organic Camomile
Flower: オーガニッ
ク・ カモミール
抗炎症に。カモミールは、
ヨーロッパで何世紀にもわ
たって様々な症状に使われ
てきましたが、その症状の
ひとつが、リューマチで
す。カモミールにはアピゲ
ニンという成分が豊富に含
まれていて、強力な抗炎症
効果があります。
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Organic Yellow Dock Root: オーガニック・イエロー
ドックの根
抗酸化、デトックスに。強い抗酸化作用があります。また、
アントラキノン誘導体という成分は、下剤の役割をします
が、同時にイエロードックは下痢を防ぐ効果を持つタンニン
を含んでいるため、この二つの成分がバランスを取り、下剤
効果が作用しすぎることなく腸の動きを活発にします。活発
な排泄で、犬はデトックスをしやすくなります。

Organic Ginger Root: オーガニック・しょうが
消化吸収に。体を温め胃腸の働きを活発にするしょうがは、
古代ギリシャではパンとと
もに食されていました。し
ょうがは食べものが腸内を
通過するのを助け、胆汁を
増加する働きがあるとされ
ています。サプリメント
の吸収をより効果的にし
ます。

Made in the U.S.A.!

その他の材料：チキンレバ
ーフレーバー、ビール酵
母、ステアリン酸、野菜ス
テアレート

