
Why organic?
  
 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。

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Spunky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。
大切な犬たちに、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。関節用のサプ
リメント	Bouncy	のラベルが、この会社をつくるきっかけに
なった、今は天使になった犬、Puffy	です。

Puffy’s Natural Life, LLC
Whole food and herbal suplements for dogs

San Diego, California
www.japan.puffysnaturallife.com

自然の力を
とりこもう。

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

どんな場合にSpunkyをあげたらいいの？

マルチビタミン・

ミネラルの補給に。
　
　犬に必要とされるビ
タミン・ミネラルが全
て入っているオーガニ
ック・サプリメント、
「スパンキー」。

　市販のドッグフード
にプラスして、犬の食
事にもっと自然のパワ
ーを取りこみたい。手
作り食にプラスして、
ビタミンやミネラルの摂取を確実にしたい。どちらの場合に
も、日常の食事の栄養補給に使えます。

デトックス、血流、内臓の働きに。抗酸化、抗がんに。

　現代の犬にとっての環境中には、自動車や農薬などどこに
でもあふれているものからの空気や水の汚染に始まり、地域
によっては放射線の汚染の心配が存在しています。

　こうした日常的な汚染は犬たちにとって大きな負担であ
り、やがては深刻な症状へと発展することも。だからデトッ
クス、血流、内臓の働きの3つを活発にすることで、健康を
維持する、あるいは取り戻します。特に放射線の汚染の場合
はDNAの修復を助ける抗酸化成分を、日常的に補給します。

一日のお勧め使用量

添付スプーン60杯分（126g）

超小型犬	(0-4	kg):		1/2杯
小型犬	(4	-	9	kg):		1杯
中型犬	(9	-	18	kg):		2杯
大型犬	(18	-	32	kg):		3杯
超大型犬		(32	kg	+):		4杯

With Puffy
               

    

いつもの食事に
ふりかけたり...
飲みものに
プラスしたり...

自分の犬に合っ

た方法で。

にほんごです：

               
    

Printed on Recycled Paper



Our Ingredients:
成分（100％表示しています）

Organic Bee Pollen: オーガニック・ビーポーレン 
(ビタミン・ミネラル、必須アミノ酸) 

健康全般に。完全食品と言われるビーポーレン。ビタミン、ミネラ
ル、アミノ酸、タンパク質、炭水化物、脂肪酸をバランスよく含ん
でいます。

Organic Flax Seed Meal: オーガニッ
ク・フラックスシード 
(必須アミノ酸）

皮膚、毛づや、炎症に。ビタミン、オメガ3脂肪酸が豊富。オメガ脂
肪酸は皮膚や毛によく、炎症を軽減すると言われています。

Organic Soy Lecithin: オーガニック・大豆レシチン 

肝臓、免疫力、精神安定に。大豆の脂肪を濃縮した大豆レシチン。主
にコリンとうつ病に効果のあるイノシトールと呼ばれる成分を含みま
す。コリンは肝臓の再生や白血球中のDNA損傷に影響します。

Organic Nutritional Yeast: オーガニック・栄養イースト 
(ビタミン・ミネラル)

健康全般に。イーストは完全なタンパク質で、すべての必須アミノ
酸を含んでいます。さらにミネラルやビタミンB群をはじめと
するビタミンが豊富です。

Organic Spirulina: オーガニック・スピルリナ 
(ビタミン・ミネラル、必須アミノ酸)

64-74％が植物性タンパク質。植物の中で
は一番多く、すべての必須アミノ酸を含む
栄養学的に完全なタンパク質です。炭水化
物やビタミン・ミネラルも含んでいます。

Organic Garlic: オーガニック・ガーリック 

抗菌、抗かび、虫よけに。アリシンと呼ば
れる成分に、強力な抗菌、抗かび、抗ウイ
ルス、駆虫の作用があります。また免疫力
の向上や抗がんに効果を持つ成分があるこ

ともわかっています。

Organic Egg Shell Powder: オーガニック・卵の殻

骨の強化に。十分な量のカルシウムを自然の食べものだけで摂取す
るのは難しいのですが、卵の殻は、CaCO3で表されるカルシウムの
宝庫です。

Organic Burdock Root: オーガニック・ ゴボウ

血液浄化、免疫力の強化、抗がんに。血液浄化、免疫力の強化、代謝
機能の向上に。さらにアルクチインに抗がん効果が認められ、アミロ
ース分解酵素が糖尿病に効果的であることもわかっています。

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

血液浄化、腎結石予防、消化に。利尿を促し
血液中の毒素を体外に排出する働きをしま
す。またタンポポはカリウムを多く含み、合
成利尿薬が持つ個体にカリウムを失わせると
いう副作用がありません。

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しま
す。さらに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。

Organic Kelp Powder: オーガニック・ケルプ

抗がんに。ビタミン、ミネラルの宝庫。ケルプの中のフコイダンは、
がん細胞の「アポトーシス」（細胞自然死）を誘引するとした研究
があります。さらにフコイダンには抗菌、抗ウイルス、抗酸化作用
があります。

Organic Peppermint Leaf: オーガニック・ペパーミント

抗ウイルス、胃腸のトラブル対処、消化促進に。抗ウ
イルス効果、胆汁を増量して消化を助ける働
き、腸の痛みを軽減する働きも。さらに過敏
性腸症候群を緩和する働きも。

Organic Red Clover Blossoms: オーガニッ
ク・レッドクローバー

ホルモンバランスに。がん細胞に効果があるとされるイソフラボンを
含みます。	植物性エストロゲンでもあるイソフラボンは、ホルモン
治療の代替薬として使われてきました。骨粗しょう症、前立腺がん、
乳がん、心臓血管異常などの治療に貢献するとされています。不足し
た際の症状として、犬の場合は、失禁があります。

Organic Rosemary Leaf: オーガニック・ローズマリー

リューマチ、抗がんに。カルノシン酸が含まれていて、強い抗酸化・
抗炎症効果があります。また同じく含まれるカルノソールと呼ばれる
成分には、抗がん効果があるとされています。

Organic Thyme Leaf: オーガニック・タイム

呼吸器官のトラブルに、抗菌、抗カビに。
タイムオイルは現代の殺菌剤が発見されるまでは殺菌剤として使わ
れていました。主成分チモールは呼吸器官の機能改善に貢献しま
す。

Organic Devil’s Claw Root: オーガニック・デビルズクロー

内臓機能、その他多くの働きに。デビルズクローは、アフリカに自
生する薬草で、ヨーロッパでも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。

Organic Fo-Ti Root: オーガニック・フォーチ(何首烏）の根

抗炎症、強壮に。フォーチの根は中国で老齢者用の漢方薬として
長年使われてきました。抗炎症作用や神経を保護する作用が認め
られている他、白髪や抜け毛に効果があるとしてサプリメントの
材料にもよく使われています。

Organic Milk Thistle: オーガニック・マリアアザミ

肝臓の保護に。2千年以上も肝臓の治療に使われてきました。現
代ではマリアアザミに含まれるシリマリンと
いう成分が肝炎の治療に使われています。犬
を対象とした研究では、肝臓中の毒素の処理
を助けることがわかっています。

Organic Papaya Leaf: オーガニック・パパイ
ヤの葉

消化、抗がんに。パパイヤの抽出成分は、腫
瘍の成長を遅くすることがわかっています。
また、パパイヤに含まれるパパインとキモパ
パインは、タンパク質を分解する機能を持っ
ています。

Organic Periwinkle Powder: オーガニック・ツルニチニチソウ

血行、血圧、脳の健康に。血行を促進し、血圧を下げる働きをしま
す。またツルニチニチソウに含まれる、ビンカミンと呼ばれる成分
は、ナトリウムチャネルをブロックして神経を保護することから、脳
細胞をよりよい状態に保っておく効果があるとされています。

Organic Rose Hips: オーガニック・ローズヒップ　(ビタミン)

特にビタミンCなどのビタミン・ミネラルを豊富に含んでいます。

Organic Yellow Dock Root: オーガニック・ イエロードックの根
(ビタミン)

抗酸化、消化に。強い抗酸化作用があります。また、アントラキノン
誘導体が下剤の役割をする一方、イエロードックには下痢を防ぐタン
ニンが含まれていて、この二つのバランスで下痢を起こすことなく
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 Bilberry: オーガニック・ビルベリー

眼の健康、抗がんに。強い抗酸化作用ととも
に、イギリスで古くから眼の健康のため積極
的に使われてきた食べものです。ビルベリー
の抽出成分が目の細胞を損傷から保護すると
した研究もあります。さらに、がん細胞の自
然死を促すことがわかっています。

Organic Ginkgo Biloba: オーガニック・銀杏

血流、脳の健康に。銀杏は、何世紀にもわたり様々な治療に使われ
てきましたが、特に血流や認知に関する症状に効果があるとされて
います。

元気な（“spunky”＝スパンキー)
体を維持するため、取り戻すために。

A brand new day!

               
    

Catch me if you can!

Papaya Tree

Fo-Ti Flower


