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ヒルトンハーブ社のナチュラルヘルスケア製品は獣医師の助言や処置
に代わるものではありません。愛馬・愛犬の健康上の異変に気付かれ
ましたら、直ちに獣医師にご相談ください。

Catalogue JAPANCatalogue JAPAN

ヒルトンハーブについて

　1989 年にイギリスで創設されたヒルトンハーブ社の製品は、多くの
乗馬愛好者や国際競技選手、愛犬家の方々に支持されています。また、
獣医師、整骨療法医、装蹄師やトレーナーといった専門職の方々にも
幅広くお使い頂いております。
　ヒルトンハーブは英国ハーブ薬剤協会（British　Ｈerbal　Medicines 
Association）の会員で、無農薬栽培の最高品質のハーブを使用しており、
もちろん添加物・防腐剤・調合剤は一切含まれておりません。そして
厳しい品質管理と定期的なバッチ・テストにより、安心で高品質な商
品をお客様にお届けしています。 また、初めてハーブを使う方でも安心
してご利用いただけるように、馬や犬の健康に関して経験豊富なスタッ
フが、“ ヘルプライン ” を通じ、適切なアドバイスをさせていただいて
おります。

ヒルトンハーブは、家畜および馬の健康の保持・推進のための全米産
業機構、NASCのメンバーでもあります。NASCは、品質にこだわりを持っ
て動物用サプリメント製造に携わる業者の集まり。詳しくは、ウェブ
サイト www.nasc.cc をご覧ください。 NASC の特徴の一つとして、取り
扱う全商品の全成分の申告が求められることがあげられます。また、
NAERS（National Adverse Event Reporting System：全米批判報告シス
テム）への毎月の報告も義務づけられています。 このルールに則り、メ
ンバーは顧客から寄せられた批判・クレームに関しての報告および調
査を怠りません。2007 年に大手メーカーのドッグフード・キャットフー
ドに不純成分が含まれていたことが発覚し、大掛かりなペットフード
のリコールにまで発展した際に FDA からの問い合わせに速やかに応対
できたのも、日頃からの活動の成果と言えるでしょう。 ヒルトンハーブ
の商品は、この NASC から「A」ランクの水準に達した「品質商品」と
してお墨付きを得ています。この栄誉を得ているのは、イギリスの会
社としてはヒルトンハーブのみです。 EFSIS と NASC。この２つの権威
ある団体両方のメンバーであるヒルトンハーブは、品質、効能、安全、
生産履歴管理の全てにおいて、最高の水準をお客さまにお届けしてい
るのです。

※NASC（National Animal Supplements Council：動物用サプリメント全米管理機構）
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ドライハーブ

リキッドハーブ

1日に同梱スプーン（1杯 50ml) 3 杯 
1日スプーン3杯使用で、1kgパッケージは約3～4週間分。

1日 2回 （1回につき15ml）。1リットルで約33日分。

※上記はあくまで目安です。商品によって使用量は異なりますので、商品パッケージ記載の
　使用量を必ずご確認ください。

※掲載の商品の価格は、全て税込です。
※商品の容器、パッケージは予告なく変更になる場合があります。
※在庫切れの商品は、イギリスより取り寄せになるため、
　1～ 2ヶ月ほどお時間をいただく場合がございます。

ドライハーブ

リキッドハーブ

体重10kgあたり 1日に同梱スプーン1杯（2.5ml)　
※1日スプーン3杯使用の場合、125gで約 6週間分

体重10kgあたり 2～ 4mlを１日２回

犬用製品の使用量目安

馬用製品の使用量目安
体高約 148 ～ 158cmの場合



※大サジ１杯をバケツ
１杯の温水で薄めてお
使いください。
※10 分ぐらい放置して
から洗い流し、リンス
としてサイダービネ
ガーを薄めて（1Ｌのお
湯に 20ml）お使いくだ
さい。　

キティ イージーＰ
猫は雄雌問わず、泌尿器系の疾患にかかりやすい動物です。膀胱
と尿路の正常な働きを保つための様々なハーブエキスを配合して
います。老猫にも若い猫にも。毎日続けてご使用ください。 

スポイト付き遮光ビン入り
 50ml 各 4,200 円
 100ml 各 7,560 円

ハーバルシャンプー
泡の少ない濃縮タイプのシャンプー。植物の抽出成分とエッセンシャルオイルが艶
やかで美しい毛色にし、皮膚の状態を高めます。ローズマリーの抽出物は虫除けに
も効果的です。

ネトルとローズマリーの抽出物が毛並
みを清潔で美しく、健康な状態に仕上
げます。

 200ml 1,890 円
 500ml 3,780 円

オーシャングリーンシャンプー
全毛色用

黒、こげ茶の毛並みに。深みに満ちた
艶やかで美しい毛色を取り戻します。
太陽にさらされ白茶けたときにも抜群
の効果を発揮します。

 200ml 1,890 円
 500ml 3,780 円

ブラックベルベッドシャンプー
濃茶・黒毛（黒鹿毛、青鹿毛）用

赤ヘナが、深みに満ちた鮮やかなブラ
ウンの毛色を保ちます。艶やかで美し
い毛並みのために。

 200ml 1,890 円
 500ml 3,780 円

ホースチェスナッツシャンプー
茶色、褐色（栗毛、鹿毛）用

抗菌作用に優れたシャンプー。毛並み
がかさついて輝きを失っている時、フ
ケや皮膚のトラブルが気になる時に。
汚い水で泳いだ後にも。

 200ml 2,100 円
 500ml 4,200 円

コールタールシャンプー
皮膚のトラブル用

新製品、ブロッサムシャンプーは、馬・犬の毛色を問わ
ず使えます。ホホバオイル、シアバター、アロエベラが、
しっとりして弾力のある健康な皮膚を保ちます。ピンク
色は天然色素ですので安心してお使いいただけます。さ
わやかな香りのリンゴのエッセンス入り。

 200ml 2,100 円
 500ml 4,200 円

ブロッサムシャンプー　
全毛色用

『ユアホースマガジン』でベスト白毛用シャンプー賞に
輝く最高品質のシャンプー。黄ばみを取り除いて、毛並
みに真っ白な輝きを取り戻します。

 200ml 1,890 円
 500ml 3,780 円

オーシャンブルーシャンプー
白毛（芦毛）用

クリーム・シャンプー・外用製品Natural Health for Cats

レッグエイド
四肢をすっきりさせる、冷却マッサージローション。打ち
身や腱のこわばり、炎症の疑いのある場所に塗りこんでく
ださい。強い運動の前後に、ご使用をおすすめします。

 200ml 1,995 円
 500ml 3,990 円

水溶性クリーム、ウィッチヘーゼル水、アルニカチンキ、
コンフリー葉、ルタグレーブエキス

※皮膚の弱い犬・馬には、塗った上からバンテージで覆わないでください。

フィトソルブ
筋肉の疲れをとるマッサージローション。筋肉の張りや筋
肉痛と疑われる場所に塗りこんでください。物理療法の前
後にもご使用いただけます。首・肩・腰など大きな筋肉のマッ
サージに。

 200ml 2,100 円
 500ml 4,200 円

水溶性クリーム、ラベンダー精油、アルニカチンキ、
コンフリーチンキ

ファーストエッセンシャル
傷口の洗浄と手当てに。 抗菌効果があるティーツリーオイ
ル、アロエベラジェル、ヤロー、エキナセアのチンキ。救
急箱に一つあると便利です。耳掃除にもどうぞ。フィトバー
ムと名コンビです。

 200ml 3,360 円
 500ml スプレー 6,615 円

アロエベラジェル、ティーツリー精油、ティー
ツリーチンキ、エキナセアチンキ、ヤローチン
キ

アロエベラ
オーガニックのアロエから取った濃縮液。火傷やちょっと
した傷、虫さされ、あれ・かさつきや傷跡など、皮膚の問
題にはそのまま塗って使用します。便秘時には飲用させる
とよいでしょう。

 500ml 4,410 円
アロエベラ（2倍濃縮）

ウィッチヘーゼル
冷却、止血、耳や目の周りなどデリケートな部分のお手入
れには脱脂綿などに含ませて使用します。打撲やねん挫な
ど、急な腫れの冷却には湿布としてお使いください。軽い
怪我や擦り傷、虫刺され箇所の沐浴にも。

 500ml 2,100 円ウィッチヘーゼル蒸留水

スペーススプレー
馬房内や馬運車、犬舎内や室内にスプレーすることで、ウィ
ルス感染などから、愛犬・愛馬の呼吸器を守ります。空気
浄化、多頭飼い時の感染予防に。

 500ml 4,200 円アルコール、水、ベルガモット精油、ユーカリ精油、
レモングラス精油

ペディキュア
ダメージを受けたパッド（足裏）の乾燥、消毒、趾間炎に。（馬
の場合は、蹄底、蹄叉を消毒・殺菌し、乾燥させます）ティー
ツリー（殺菌消毒効果）と、キャロットシードオイル入り
の使いやすいジェルです。日本限定品。

 200ml 6,825 円 アロエベラジェル、精油《ティーツリー、キャロットシー
ド》ウィッチヘーゼル

エッセンシャルフライスプレー
やさしい、天然ハーブのエッセンシャ
ルオイルブレンドです。べとつかず、
シミになりません。虫対策に。

 
 500ml スプレー 2,100 円
1000ml 詰替用  5,250 円

ラベンダー精油（エッセンシャルオイル）、ユーカリ
精油、レモングラス精油、ニームオイル、無水アルコー
ル、精製水

スムース＆スーズ
かゆみ止めジェル。ひどい虫さされに
よる肌荒れ、かゆさで掻きむしったと
きにも。皮膚の炎症をおだやかにしま
す。日本限定品。

 200ml 10,500 円

アロエベラ、精油《ヤロー、ラベンダー、カモミール、
ティーツリー、グレートマグウォート、ガーリック》

ビタミン E、ホホバオイル、シアバター、アロエベラ、
アップルフレグランス 

3 倍希釈ハーブエッセンス（ゴツコーラ葉、ブチュ葉、マーシュマロー葉、コーンシルク、
ハイドランジア根、バレリアン根）植物性グリセリン

キティ シニア
キティーシニアは、年齢の影響を受け始めた心臓や循環器系、免
疫系、リンパ系および消化器系の器官を健康に保つハーブを厳選
し、甘くて口当たりの良い植物性グリセリンとミックスしました。
３倍希釈ハーブエッセンス（ワイルドヤム、ホーソン葉・トップ、エキナセア根、クリバーズ、
ミルクシスル種、ダンデライオン根）植物性グリセリン

腎臓の健康は老廃物を効率的に代謝し
排出するためには欠かせません。 キ
ティー KD は、腎機能の働きを正常に
保ちながら泌尿系機能をサポートする
様々なハーブエキスを配合しています。

キティ KD
免疫反応の低下も猫が陥りやすい不調
の一つ。キティーミューンは、免疫系
を正常に保つとされる種々のハーブを
たっぷりと配合しています。免疫系の
不調を感じたときに。

キティミューン

キティーイーズは、食べ物の消化を良
くして食餌の持つ栄養素を最大限に体
内に吸収するための消化器官の働きを
サポートします。肝臓機能を高める効
果のあるハーブを取り入れることで、
老廃物の排出を正常に保つ役割も果た
しています。

キティ イーズ
周囲の環境の変化などで、落ち着かず
リラックスしていない様子が続いたら、
キティーコームを試してみてください。
穏やかでリラックスした状態を取り戻
すのに最適なハーブを配合しています。

キティ コーム

３倍希釈ハーブエッセンス（マーシュマロー根、オー
ツ麦、レモンバーム、カノコソウ根、バーベイン、カ
モミール花）植物性グリセリン

キティーコンフォートは鎮静効果のあ
る穏やかな作用のハーブを配合し、腸
を含む消化器官を落ちつかせてバラン
スのとれた働きを取り戻します。

キティ コンフォート

３倍希釈ハーブエッセンス（スリッペリーエルム樹皮、
エキナセア根、カモミール花、バーベリー樹皮、リコ
リス根、アグリモニー）植物性グリセリン

３倍希釈ハーブエッセンス（スリッペリーエルム樹皮、
リコリス根、バーベリー樹皮、ダンデライオン根、イ
エロードック根、カモミール花、アロエベラ）植物性
グリセリン

３倍希釈ハーブエッセンス（エキナセア根、ゴツコー
ラ葉、エレカンペーン根、クリバーズ、ローズヒップ、
ミルクシスル種）植物性グリセリン 

３倍希釈ハーブエッセンス（ゴールデンロッド、ホー
ソントップ、シェパーズパース、カウチグラス根、ク
リバーズ、ヤロー）植物性グリセリン 

天然の白化成分（ゲンチアナ）、ローズマリー抽出物、
ネトル抽出成分、アロエベラ

オリーブオイル、ローズマ
リー抽出物、ネトル抽出物、
アロエベラ、黒ヘナ

ローズマリー抽出物、ネトル
抽出物、アロエベラ

ジュニパー精油、ケイド精油
（松由来コールタール）、ニー
ムオイル（インドセンダン）、
ティーツリー精油、オリーブ
オイル

ウォルナッツオイル、ローズ
マリー抽出物、ネトル抽出物、
アロエベラ、赤ヘナ

フィトバーム
荒れた皮膚を癒し、和らげるスキンクリーム。軽い擦り傷
や切り傷、火傷、火膨れ、虫刺され、かゆみ、湿疹、古傷
部分の毛の発育など幅広くお使いいただける万能クリーム
です。舐めても心配ありません。ベストセラー商品です。

 30g 1,899 円
 130g 3,360 円

カレンデュラ、ハイぺリカム抽出物、アーモンドオイル、
グリセリン、プロポリス 5%、ミルラ精油、ハチミツ、
シアバター、ティーツリーエッセンシャルオイル

バイレックスクリーム
イボ、肉腫、メラノーマなど、できもののためのスキンクリー
ム。馬の場合はエクイミューン、エクイミューンゴールド、
犬の場合はイミュニティプラスとの併用をおすすめします。

 30g 3,280 円
 130g 7,140 円

ツーヤ、カレンデュラオイル、ハイペリカム、ウィッ
チヘーゼル、アーモンドオイル

コンフリークリーム
皮膚の栄養と保湿、修復のためのクリーム。 肌荒れや怪我
の傷跡にすりこみます。細胞の成長を助けます。

 130g 7,140 円

コンフリー葉エキス、コンフリー葉オイル、シアバター、
イブニングプリムローズオイル、小麦胚芽オイル、ビ
タミン E

＜猫用リキッドハーブの使い方＞
体重１kg につき４滴を、1 日２回が適量で
す。空腹時もしくは食前食後は30分おいて
飲ませると良いでしょう。



※表示価格は全て税込です。　※予告なくパッケージが変更になる場合があります。

バイタルデイリーヘルス
愛犬が年間を通して最高の健康状態を維持できるように、
もっとも効率的なハーブをバランス良くブレンドしました。
あらゆる年齢の犬に適します。（体臭の強い犬にも）手作り
ごはん派におすすめです。

 50g 2,205 円
 125g 3,990 円
 250g 7,350 円

ミルクシスル、クリバーズ、ローズヒップ、ネトル葉、
ゴールデンロッド、　ダンデライオン根、バードック根、
シーウィード

NRガーリックプラス
元祖ハーバリスト　ジュリエット・ド・バイラクリーレピ
によるブレンド。感染症の予防や呼吸器系のメンテナンス、
寄生虫に対する健全な抵抗力の維持。

 50g 4,830 円
 125g 9,030 円

ガーリック細粒、ワームウッド、ジンジャー根、カイ
エンヌ、セージ葉

ガーリックオイルパール
毎日の健康と免疫系のサポートに。カプセル入りで臭わな
い 1.05ml ピュアガーリックオイル。アリシン、イオウ分、
オイル、ビタミンＢ群に富みます。バイタリティ、呼吸器、
虫除けにも。

 500 粒 7,560 円
 1000 粒 14,700 円ガーリック

ガーリックグラニュール
乾燥ガーリックの細粒タイプです。毎日の健康・免疫系の
サポート、呼吸器のメンテナンス、虫除けに。

 250g 2,310 円
 500g 3,675 円
 1kg 7,140 円 

乾燥にんにく細粒タイプ

シーウィード（Arcosophyllum nodosum)

深海でとれた当社のシーウィードは皮膚によく、ビタミン、
ミネラル、微量成分のバランスが取れた天然の栄養源です。

 250g 4,200 円
 500g 7,350 円 

 50g 1,050 円
 125g 2,310 円

ケルプ

シーウィード＆ローズヒップ
ビタミンとミネラル、微量元素補給に。ノルウエー沿岸の
深海で採集されるシーウィード（褐藻類、ヒバマタ属の海藻）
と、高品質のローズヒップのブレンド。ビタミンＣ、フラ
ボノイドを豊富に含みます。  125g 2,730 円

 250g 5,040 円
 500g 7,980 円

シーウィード、ローズヒップ

アップルサイダービネガー
無農薬栽培のリンゴまるごとから作ったリンゴ酢。カリウ
ムに富み、リン、塩素、ナトリウム、マグネシウム、カル
シウム、イオウ、鉄分、珪素やミネラル分を含みます。関
節や動脈にもよく、浄血作用、石灰化の予防、健康状態全
般を改善するといわれています。3～5 倍にうすめて耳掃除
にも。  250ml 945 円

 1000ml 2,310 円
 5000ml 9,240 円

サイダービネガー＆ハニー
日々の健康と、関節のメンテナンスのために。アップルサ
イダービネガーにワイルドフラワーハニー（10％）を加え
ました。
※動物用に酸度を 5％未満に調整  250ml 1,155 円

 1000ml 2,940 円
 5000ml 11,760 円アップルサイダービネガー、ハチミツ

イブニングプリムローズ
皮膚のコンディション維持やアトピー・アレルギー体質な
どに。月見草のオイルは、犬の皮膚をよい状態にするサポー
トをします。ガンマリノレン酸を 10％含みます。
カプセル入り。1粒 500mg

 30 粒 2,730 円
 100 粒 5,250 円
 500 粒 21,000 円

月見草オイル

バージンヘンプオイル
ヘルシーな麻の実オイル。必須脂肪酸のオメガ 3、オメガ
6 をバランス良く含みます。消化吸収に優れ、皮膚の新陳
代謝を活発にします。手作りごはんの仕上げにプラス。
※開封後は冷蔵庫に保存してください。

 250ml 3,360 円
 1000ml 7,350 円

麻の実オイル

ウィッチヘーゼル
冷却、止血、耳や目の周りなどデリケートな部分のお手入
れには脱脂綿などに含ませて使用します。打撲やねん挫な
ど、急な腫れの冷却には湿布としてお使いください。軽い
怪我や擦り傷、虫刺され箇所の沐浴にも。

 500ml 2,100 円ウィッチヘーゼル蒸留水

アロエベラ
オーガニックのアロエから取った濃縮
液。火傷やちょっとした傷、虫さされ、
あれ・かさつきや傷跡など、皮膚の問
題にはそのまま塗って使用します。便
秘時には飲用させるとよいでしょう。

 500ml 4,410 円アロエベラ（2倍濃縮）

ブリュワーズイースト
ビール酵母粉末。ビタミンＢ群、ミネ
ラル、必須アミノ酸を含みます。皮膚、
消化器、神経系の維持にも。

《使用量目安》
体重 10kg につき、1日 5g（ティースプーン 1杯）

 125g 840 円ビール酵母

クッシエックス
クッシング症候群のサポートに。バランスの取れた内分泌
腺機能の維持を助けるミックスです。特に、換毛が大変な
老犬に対しても、よい結果が報告されています。

 50g 3,150 円
 125g 6,090 円
 250g 11,550 円

アグナスカスタス、ミルクシスル種、ゴールデンロッド、
アーティチョーク葉、バードック根、クリバーズ、ゴー
ツルー

ハッカウェイ
アレルギーや感染症による呼吸器系のトラブルに。 慢性化
した涙目、鼻水、咳をしずめたい時などにおすすめします。
日本限定販売のスペシャルミックスです。

 50g 2,940 円
 125g 5,250 円

マーシュマロウ葉、エルダーフラワー、アイブライト、
リコリス、ガーリック、アニスシード、ケルプ

ＣＤＲＭソリューション
骨盤の周辺の神経、骨格、筋肉と循環器系の維持に。外科
獣医師からの注文で、彼のクライアントのジャーマンシェ
パードのサポートのためにミックスされました。

 200ml 7,140 円
 500ml 12,600 円
 1000ml 23,100 円

1:3 チンキ《セントジョンズワート、アストラガルス根、
ミルクシスル種、ホーステイル、ビルベリー果実、ヤ
ロー》

メタボライトゴールド
減量が必要な犬に、このミックスをおすすめします。 栄養
価の高いエネルギー源を効率的に代謝するために特別に調
合されました。効果的な減量には、このミックスの使用と
ともに、適正な食餌と運動も大切です。

 200ml 4,200 円
 500ml 7,980 円
 1000ml 14,700 円

1:3 チンキ《ミルクシスル種、ゴーツルー、アーティ
チョーク葉、ギムネマ葉、ガーリックジュース、バードッ
ク根、ネトル》アップルサイダービネガー

スムース＆スーズ
かゆみ止めジェル。ひどい虫さされによる肌荒れ、かゆさ
で掻きむしったときにも。抗ヒスタミンの働きで知られる
グレートマグウォートが皮膚の炎症をおだやかにします。
日本限定品。

 200ml 10,500 円
アロエベラ、精油《ヤロー、ラベンダー、カモミール、
ティーツリー、グレートマグウォート、ガーリック》

ペディキュア
ダメージを受けたパッド（足裏）の乾燥、消毒、趾間炎に。
ティーツリー（殺菌消毒効果）と、キャロットシードオイ
ル入りの使いやすいジェルです。日本限定品。

 200ml 6,825 円アロエベラジェル、精油《ティーツリー、キャロットシー
ド》ウィッチヘーゼル

ピュリファイ
腎臓や肝臓、消化器系、リンパ系をサポートする、デトッ
クスのためのミックス。長期間強い薬を使い続けた時やワ
クチン、フィラリア予防薬の投薬時のケアにも役立ちます。
高齢犬にもおすすめします。  50g 3,150 円

 125g 4,830 円
 250g 8,820 円

ミルクシスル種、クリバーズ、ゴールデンロッド、リ
コリス根、ダンデライオン根、ネトル、バードック根

イミュニティプラス
免疫力と抵抗力をサポート。ウィルス性の感染症や、でき
ものができやすい体質の犬にもおすすめします。病中、病
後のバックアップに。

 50g 3,150 円
 125g 4,830 円
 250g 8,820 円

エキナセア根、ミルクシスル種、ゴツコーラ葉、ネトル、
リコリス根、クリバーズ、ローズヒップ、シーウィード

ＬＢＭソリューション
健康的な膀胱のコントロール、調子を整えるためのハーブ
チンキミックスです。多くの獣医師による治験を経て、す
ばらしい評価を頂き製品化されました。避妊手術を受けた
雌犬のおねしょなどに。

 200ml 7,140 円
 500ml 12,600 円
 1000ml 23,100 円

1:3チンキ《アグナスカスタス種、アストラガルス根、ホー
ステイル、ハイドランジア根、クランプバーク、ブラック
コホシュ根》

ＫＤソリューション
腎臓、泌尿器系の健康維持に。坑結石性、鎮静、泌尿器、腎臓、
膀胱によいハーブのミックスです。泌尿器全体のサポート
に、毎日ベーシックにお使いいただけます。結石ができや
すい傾向のある犬におすすめします。

 200ml 7,140 円
 500ml 12,600 円
 1000ml 23,100 円

1:3 チンキ《カウチグラス根、ハイドランジア根、マー
シュマロウ葉、ゴールデンロッド、コーンシルク、グレー
ベル根、ワイルドキャロット、ペリトリーオブザウォー
ル》

ダイジェストプラス
消化器官を助けるプロバイオテック（善玉腸内菌）とハー
ブのミックス。腸内の健康な有用バクテリアのバランスを
整え、健康維持を助けます。（旧商品名レストア）

 100g 6,090 円

スリッペリーエルム、マーシュマロウ、フェヌグリーク、
アリン濃縮（ニンニクから抽出）、エンテロコッカス（腸
球菌）、ラクトバシラスカセイ菌

Special Needs毎日の健康維持のためのアイテムを集めたカテゴ
リー。季節を通じて体調を整え、よい状態を保つ助
けをします。

スペシャルケアを必要とする犬たちのために特別に
調合されたハーブをそろえています。生活の質を大
切にし、バランスのとれた状態を保ちます。 スペシャルニーズ

General Health
毎日の健康のために

※この製品にはホルモン剤は含まれていません。
《使用量目安》1日 2回　体重 10kg につき 1～2ml

《使用量目安》
体重 10kg につき、1日 5ml

《使用量目安》
体重 10kg につき、1日 3粒

《使用量目安》
1日 2回　体重 10kg につき 1～2ml

《使用量目安》
1日 2回　体重 10kg につき 1～2ml
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トップコート
美しい毛並みのためのミックス。アレルギーへの抵抗力、
フケやかゆみ、かさつき、べたつき、脱毛など皮膚の不調や、
冷却、鎮静、浄化に優れたハーブのブレンドで、毛並みと
皮膚を最高の状態に維持します。 『ピュリファイ』ご使用後
にお使いいただくのをおすすめします。  50g 2,730 円

 125g 4,620 円
 250g 8,190 円

カレンデュラ（マリーゴールド）花、カモミール花、
ネトル葉、クリバーズ、バードック根、ダンデライオ
ン根、シーウィード

ピュリファイ
皮膚の疾患はアレルギーや不適切な食事、老廃物の蓄積な
どが原因の内臓不調からくる場合があります。消化器系、
リンパ系、腎臓、肝臓などの働きをサポートし、老廃物や
毒素の排出（デトックス）を促します。  50g 3,150 円

 125g 4,830 円
 250g 8,820 円

ミルクシスル、クリバーズ、ゴールデンロッド、リコ
リス根、ダンデライオン根、ネトル、バードック

イブニングプリムローズ
皮膚のコンディション維持やアトピー・アレルギー体質な
どに。月見草のオイルは、犬の皮膚をよい状態にするサポー
トをします。猫の皮膚にも。カプセル入り。

 30 粒 2,730 円
 100 粒 5,250 円
 500 粒 21,000 円

月見草オイル

シーウィード＆ローズヒップ
ビタミンとミネラル、微量元素補給に。ノルウエー沿岸の
深海で採集されるシーウィード（褐藻類、ヒバマタ属の海藻）
と、高品質のローズヒップのブレンド。ビタミンＣ、フラ
ボノイドを豊富に含みます。  125g 2,730 円

 250g 5,040 円
 500g 7,980 円

シーウィード、ローズヒップ

バージンヘンプオイル
必須脂肪酸の補給にヘルシーな麻の実オイル。必須脂肪酸
のオメガ 3、オメガ 6 をバランス良く含みます。消化吸収
に優れ、皮膚の新陳代謝を活発にします。手作りごはんの
仕上げにプラス。
※開封後は冷蔵庫に保存して下さい。

 250ml 3,360 円
 1000ml 7,350 円ヘンプオイル（麻の実油）

シーウィード
深海でとれたヒルトンハーブのシーウィードは皮膚の状態
によく、また毛色に深みを与える理想的な補助食品です。
ビタミン、ミネラル、微量成分のバランスが取れた天然の
栄養源です。
シーウィード

ガストリエックス
消化器系のサポートに。 軟便がちの犬にもおすすめのお腹
にやさしいミックス。ストレスや環境の変化で消化器官に
負担がかかる時や食事の内容を変える時にも。

 50g 3,150 円
 125g 6,090 円
 250g 11,550 円

スリッペリーエルム、マーシュマロウ根、ゴツコーラ葉、
リコリス根、ダンデライオン根、カモミール花、バレ
リアン根、クランプバーク

ピュリファイ
腎臓や肝臓、消化器系、リンパ系をサポートする、デトッ
クスのためのミックス。長期間強い薬を使い続けた時やワ
クチン、フィラリア予防薬の投薬時のケアにも役立ちます。
特に高齢犬におすすめします。  50g 3,150 円

 125g 4,830 円
 250g 8,820 円

ミルクシスル、クリバーズ、ゴールデンロッド、リコ
リス根、ダンデライオン根、ネトル、バードック

ダイジェストプラス
消化器官を助けるプロバイオテック（善玉腸内菌）とハー
ブのミックス。腸内の健康な有用バクテリアのバランスを
整え、健康維持を助けます。（旧商品名レストア）

 
 100g 6,090 円

スリッペリーエルム、マーシュマロウ根、フェヌグリー
ク種、アリン濃縮（ニンニクから抽出）、エンテロコッ
カス（腸球菌）、ラクトバシラスカセイ菌

トランキリティ
環境の変化やストレス、緊張、神経質からくる消化器系の
不調に。落ち着いておだやかに働く消化管の維持におすす
めのミックスです。リラックスのためのブレンド。

 50g 2,940 円
 125g 5,250 円
 250g 9,450 円

バレリアン根、スカルキャップ、バーベイン、 カモミール
花、マーシュマロウ根、ホーソーン花、メドウスィート

NRグリュエル
栄養価が高く鎮静作用があり、離
乳期の子犬や老犬にも理想的な製
品です。健康な消化器系を維持・
サポートするのにおすすめです。

 125g 3,465 円

スリッペリーエルム、マーシュマロウ根、ディル種、
小麦胚芽、クズウコン、大麦粉、トウモロコシ粉

トランキリティ
環境の変化によるストレスや緊張、神経質、興奮しやすい
犬に。穏やかにリラックスさせるミックスです。しつけや
訓練時のサポート、てんかんの不安、高齢犬の神経系維持
にもおすすめします。  50g 2,940 円

 125g 5,250 円
 250g 9,450 円

バレリアン根、スカルキャップ、バーベイン、 カモミール
花、マーシュマロウ根、ホーソーン花、メドウスィート

トランキリティゴールド
『トランキリティ』の吸収をよくしたリキッドタイプ。麻酔
や鎮静剤で落ちつかせるのとは違い、健康でバランスのと
れた神経系や落ちつきのある態度の維持をサポートします。

 200ml 3,780 円
 500ml 7,140 円
 1000ml 12,600 円

1:3 チンキ《バレリアン根、スカルキャップ、バーベイン、
カモミール花、マーシュマロウ根、ホーソンベリー、
メドウスィート》アップルサイダービネガー、ハチミ
ツ

バースライト
妊娠期から出産、養育期の母犬の健康維持・サポートに。
ブリーディングの際などのサポートとしてお使いください。

 50g  2,205 円
 125g 3,990 円

ラズベリー葉、ミルクシスル、ネトル葉、ケルプ、ク
リバーズ、ダンデライオン葉、ローズヒップ

NRグリュエル
高い栄養分が必要な離乳期、病中・回復期などに。グリュ
エル（病中に与えるおかゆの意味も）は、妊娠・育児中の
母犬や、子犬の離乳時のサポートにもおすすめです。年齢
を問わず全ての犬に、消化しやすい食事としてご使用くだ
さい。

 125g 3,465 円
スリッペリーエルム、マーシュマロウ根、ディル種、
小麦胚芽、クズウコン、大麦粉、トウモロコシ粉

アグナスカスタスチンキ
性別を問わずホルモンバランスを整えます。偽妊娠の傾向
がある雌犬のサポートにも。

 100mg 3,360 円バイテックス アグナスカスタスチンキ

バッチリカバリー エマージェンシースプレー
デリケートな犬のサポートに。植物のエッセンスが心や感
情に働きかけます。日々の生活の中のショック、パニック、
トラウマ、神経質などの軽減に被毛または直接口にスプレー
してお使いください。

 21ml 4,200 円

アスペン、チェリープラム、クレマチス、インパチェ
ンス、ミムラス、ロックローズ、スターオブベツレヘム、
ホワイトチェスナッツ　　　　  　《アルコールフリー》

英国 Ainsworth 社製
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モビリティサポート
運動量の多いスポーツドッグや高齢犬に。関節や筋肉、靱帯、
腱、皮膚などの結合組織に必要なイオウ化合物のMSM（メ
チルスルフォニルメタン）とムコ多糖類（前グルコサミン）、
運動機能、心臓循環器系のサポートに有効なハーブのミッ
クス。

 50g 2,940 円
 125g 5,250 円
 250g 9,450 円

MSM（メチルスルフォニルメタン）、バンブーエキス（前
グルコサミン）、デビルズクロウ根、メドースィート、
ヤロー、ジンジャー

ベテラン
高齢犬のいつまでもハツラツとした健康の維持に。しなや
かで柔軟な関節、肝臓、リンパ系、循環器系をサポートし
ます。ホーソンは『お年寄りの心臓の看護婦さん』として
知られ、ダンデライオンは泌尿器系と消化器系、肝臓を守
ります。

 50g 2,730 円
 125g 4,620 円
 250g 8,190 円

メドウスイート、デビルズクロウ根、ミルクシスル種、
ホーソントップ、クリバーズ、ダンデライオン根、ネ
トル、バードック根、ローズマリー

ベテランゴールド
『ベテラン』の吸収をよくしたリキッドタイプ。高齢犬の日々
の健康維持に。しなやかで柔軟な関節、肝臓、リンパ系、
循環器系をサポートします。個体差はありますが、大型犬
で 6才、中型犬で 8才頃からが使いはじめの目安です。

 200ml 3,780 円
 500ml 7,140 円
 1000ml 12,600 円

1:3 チンキ《メドウスイート、デビルズクロウ、ミルク
シスル種、ホーソン果実、クリバーズ、ダンデライオ
ン根、ネトル、バードック根、ローズマリー》アップ
ルサイダービネガー、ハチミツ

レリーフゴールド
健康で効率的な筋骨格系の維持をサポートします。スポー
ツドック、アジリティ犬、作業犬、老犬、筋違いやねん挫
する傾向のある犬にご使用ください。炎症の不快感緩和に。

 500ml 7,140 円
 1000ml 10,500 円

1:3 チンキ《デビルズクロウ根、メドースィート、ホワ
イトポプラ樹皮》アップルサイダービネガー、ハチミツ

Digestion
神経・ホルモン系のバランスを保つた
めのカテゴリー。神経が高ぶりやすく
感受性の強い犬、環境の変化で不安定
になっている時などにおすすめします。

穏やかに症状を鎮静するハーブをそろえまし
た。消化器官の良好な状態を効果的に維持す
るために、安心してお使いいただけます。 消化器系

Coat & Skin毛並みと皮膚は健康状態がそのまま反映
されるバロメーターです。年齢や季節に
関わらず、毛並みと皮膚を最高の状態に
保つアイテムのカテゴリー。

皮膚とコート
Nerves&Hormones
神経とホルモン

年齢や健康状態に関わらず、しなや
かで丈夫な関節や筋肉、健康な運動
機能、また高齢犬のサポートを目的
としたハーブのカテゴリー。

Mobility&Seniors
運動能力・エイジング

 250g 4,200 円
 500g 7,350 円 

 50g 1,050 円
 125g 2,310 円

体重 10kg につき 1～2ml づつ　1日 2回　



ハーブパワー
すべての馬におすすめの、ビタミン・ミネラル補給のため
のベーシックなミックス。日常的によいコンディションを
保つサポートをします。

1kg  6,825 円
1kg( 詰替 )  6,510 円
2kg  13,125 円
2kg( 詰替 )  12,810 円

マリーゴールド（カレンデュラ）花、ネトル葉、クリバー
ズ、ミルクシスル種、メドウスィート、ローズヒップ、
スペアミント、ダンデライオン葉、バードック根、ケ
ルプ

スライブ＆シャイン
冬場の寒さ対策や体重増加、毛艶のためのミックス。飼喰
いの悪い馬や、高齢馬、冬場など放牧が制限されるときな
どにおすすめします。油分とタンパク質、ビタミン、坑酸
化物質、植物繊維を豊富に含みます。滋養強壮、体重減少
防止に。

 3kg 10,500 円リンシード（スチームド）、フェヌグリーク種

フーフ＆ヘルス
健康な蹄のためのミックス。蹄の成長を助け、強く良質な
蹄を作ります。また皮膚、被毛のコンディションなど健康
維持全般に。ヨウ素、イオウ、鉄、カルシウム、銅、マグ
ネシウム、微量元素、ベータカロチン、ビタミン類、アミ
ノ酸を豊富にバランスよく含みます。

4kg  13,650 円
6kg( 詰替 )  19,950 円

ディープシーケルプ、ローズヒップ、カリシファイド
シーウィード、ブラダーラック
※4kgで約 4ヶ月分

クリバー＆マリーゴールド
リンパ系をサポートするためのミックス。フレグモーネ、
立ち腫れなど。高齢馬や厩舎内に長く立っている馬、運動
を制限されている馬などに。厩舎肢巻きが必要な馬にもお
すすめします。

 1kg( 詰替 ) 8,925 円
 2kg( 詰替 ) 16,590 円クリバーズ、マリーゴールド （カレンデュラ）花

ヒマラヤンソルトリックストーン

 3kg 3,675 円
 ブロック 2kg 2,625 円

ヒマラヤの海抜 1万フィート（2500m）、5億 5 千
万年以上前の太古の海であった堆積層から採掘
される、汚染のないピュアクリスタルソルト（結
晶塩）です。美しいピンクの色は天然のミネラ
ルと微量元素を豊富に含んでいることを示しま
す。またマイナスイオンを発生することでも知
られています。このソルトリック
はとても硬いため、馬が噛んで割
る心配がありません。屋外や放牧
地に置いても安心です。

ヒマラヤ岩塩

ライムストーンパウダー
成長期、老齢期に適した豊富なカルシウ
ム源です。

 3kg 5,985 円
 7kg 11,550 円炭酸カルシウム（石灰石の粉）

ブリュワーズイースト
ビタミンＢ群に富み、健康全般、神経系
の栄養に。疲労時の必須アミノ酸補給に
お使いください。

バージンヘンプオイル
ヘルシーな麻の実オイル。必須脂肪酸のオメガ 3（αリノレン酸）とオ
メガ 6（リノール酸）を理想的な比率 1：3.75 で含んでいます。γリノ
レン酸、ビタミン A、E、K やミネラル分、さらには大豆と同等の良質
タンパク質は必須アミノ酸スレオニン、バリン、イソロイシン、リジ
ンも豊富です。消化吸収に優れ、皮膚の新陳代謝を活発にします。

 250ml 3,360 円
 1000ml 7,350 円麻の実オイル

アップルサイダービネガー
無農薬栽培のリンゴまるごとから作ったリンゴ酢。カリウ
ムに富み、リン、塩素、ナトリウム、マグネシウム、カル
シウム、イオウ、鉄分、珪素やミネラル分を含みます。関
節や動脈にもよく、浄血作用、石灰化の予防、毎日の健康
と運動機能の維持改善に役立ちます。薄めてリンスとして
もお使いいただけます。

 1000ml 2,310 円
 5000ml 9,240 円アップルサイダービネガー

サイダービネガー＆ハニー
日々の健康と、関節のメンテナンスのた
めに。アップルサイダービネガーにハチ
ミツ（10％）を加えました。

 1000ml 2,940 円
 5000ml 11,760 円

アップルサイダービネガー、
ハチミツ

毎日の健康維持のためのアイテ
ムを集めたカテゴリー。季節を
通じて体調を整え、よい状態を
保つ助けをします。

General Health
毎日の健康のために

 500g 2,835 円
 1kg 5,250 円ビール酵母

ハニーサイダービネガー＆ガーリック
アップルサイダービネガーに0.5%のガー
リックオイルとハチミツを加えました。
ハチミツ10%と 50%入りがあります。

1000ml (10%)   5,040 円
1000ml (50%)   7,140 円

アップルサイダービネガー、
ハチミツ、ガーリック

インシュライト
糖・グルコース代謝をサポート。安定したホルモン循環、
バランスのとれた血糖値のために。

 2kg 12,600 円プシリウム種の殻、アーティチョーク、フェヌグリーク、
ケルプ、ガーリック、ミント、ジンジャー

デトックス（旧ヘパフィト）

腎臓･肝臓の浄化のためのミックス。好環境での十分な放牧
ができない馬や、長期間投薬後の疲れ切った馬に。じん麻
疹にも。

1kg  9,450 円
2kg( 詰替 )  17,850 円

ミルクシスル種、ダンデライオン根、バードック根、ク
リバーズ、ネトル葉、リコリス根、ダンデライオン葉

デトックスゴールド（旧ヘパフィトゴールド）

『デトックス』の吸収の早いリキッドタイプ。腎臓･肝臓の
浄化に。好環境での十分な放牧ができない馬や、長期間投
薬後の疲れ切った馬に。じん麻疹にも。

 1000ml 10,500 円 
 3000ml 28,350 円

1/3チンキ《ミルクシスル種、ダンデライオン根、バードッ
ク根、クリバーズ、ネトル葉、リコリス根、ダンデラ
イオン葉》アップルサイダービネガー、ハチミツ

バイバイイッチ
愛馬の皮膚が、アレルゲンへの自然な抵抗力を維持し、
強く健康的な細胞を作るのを助けるために臨床テスト
された「バイバイカユミ」という名のハーブミックス。

 2kg 12,600 円リンシード、ブリュワーズイースト、ベジタブルチャ
コール、バックウィート、ネトル、珪藻土

バイバイイッチローション
発毛を促進し、イラつく刺激を軽減しながら皮膚の健康を
サポートします。簡単に身体中のどんなところにも塗れる、
香りのよいローションです。

 500ml 5,250 円 ココナツオイル、アロエベラ、ＭＳＭ、エッセンシャルオイル
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た。消化器官の良好な状態を効果的に維持す
るために、安心してお使いいただけます。 消化器系

Coat & Skin毛並みと皮膚は健康状態がそのまま反映
されるバロメーターです。年齢や季節に
関わらず、毛並みと皮膚を最高の状態に
保つアイテムのカテゴリー。

皮膚とコート

ガストリエックス
お腹の弱い馬の消化器官のサポートに。胃潰瘍、消化器官
の損傷、炎症など。

1kg  12,075 円
2kg( 詰替 )  22,575 円

スリッペリーエルム、マーシュマロウ根、メドースイー
ト、クランプバーク樹皮、ミルクシスル種、 リコリス根、
ゴツコーラ葉

クッシエックスゴールド
吸収の早いリキッドタイプの『クッシエックス』。馬のクッ
シング症候群（副腎皮質ホルモン過剰分泌）のためのミッ
クス。

1000ml  10,500 円1/3チンキ《バイテックスアグナスカスタス、ゴーツルー、
ビルベリー、アーティチョーク、ミルクシスル、ゴー
ルデンロッド》アップルサイダービネガー、ハチミツ

エクイミューンゴールド
吸収の早いリキッドタイプのエクイミューン。できもの、
メラノーマ、病中病後の免疫維持、ウィルス感染、輸送転
厩時などや怪我・病気の時におすすめします。必要に応じ
てバイレックスクリームを併用してください。

 1000ml 10,500 円
1/3チンキ《エキナセア根、ゴツコーラ葉、ミルクシスル種、
クリバーズ、ネトル葉、バードック根、ローズヒップ》アッ
プルサイダービネガー、ハチミツ

クッシエックス
馬クッシング症候群（副腎皮質ホルモン過剰分泌）のため
のミックス。

1kg  9,975 円
2kg( 詰替 )  19,740 円

バイテックスアグナスカスタス種、ゴーツルー、ビル
ベリー果実、アーティチョーク葉、ミルクシスル種、ゴー
ルデンロッド

Special needs
スペシャルケアを必要とする馬たちのた
めのカテゴリー。生活の質を大切にしな
がら、日々をバランスのとれた健やかな
状態で過ごせるようにサポートします。 スペシャルニーズ

メタボライトゴールド
減量が必要な馬やポニーのために特
別に作られたミックスです。グルコー
スやエネルギー源の代謝効率をよく
します。軽い飼料に少量混ぜたり、
そのままシリンジで与えてもよいで
しょう。

 1000ml 10,500 円

1/3 チンキ《ミルクシスル種、ゴーツルー、アーティ
チョーク葉、ギムネマ葉、ガーリックジュース、バー
ドック根、ネトル葉》アップルサイダービネガー

エクイミューン
免疫機能のサポート。できもの、メラノーマ、病中病後の
免疫維持、ウィルス感染などに。必要に応じてバイレック
スクリームを併用してください。

1kg  10,500 円
2kg( 詰替 )  19,950 円

エキナセア根、ゴツコーラ葉、ミルクシスル種、クリバー
ズ、ネトル葉、バードック根、ローズヒップ

ハーボール
嗜好性の高い安全で、ヘルシーなハーブのおやつ。愛馬の
ご褒美にぴったりです。犬にも与えられます。

ガーリック、ミント、オレガノ、ローズマリー、アルファ
ルファ、リンシード、小麦

 400g 945 円
 1kg 2,100 円

※クッシエックスとの併用はできません。

※インシュライトとの併用はできません。

※開封後は冷蔵庫に保存してください。



MSMプラス ハーバルフォーミュラ 
しなやかで怪我に強い身体づくり、可動性・柔軟性のサポートに。MSM（メチルスフォ
ニルメタン）とハーブのミックス。激しい運動後のメンテナンスにもおすすめします。
関節炎、筋肉痛、関節の痛みや炎症のケア、消化器官の保護と緩和、傷跡組織の軟化
などに。
MSM は特に骨・関節・皮膚・及び蹄において自然に生じる硫黄化合物で、その濃度
は高い方が理想的とされています。あらゆる馬やポニー、特に激しい運動やトレーニ
ングまたは競技に参加する馬にとって、この不可欠な物質を十分に摂取することは極
めて重要なことです。使用している MSM は松から抽出している Alavis TM MSM（動
物用 MSM のトップブランド）という馬やペット用に特別に開発された最も純粋な
MSMです。

※表示価格は全て税込です。　※予告なくパッケージが変更になる場合があります。

フリーウェイ
呼吸器系のためのミックス。外部からの刺激物や大気汚染
に起因する病気に対する抵抗力。すっきりとした健康的な
呼吸器系の維持を助けます。

 1kg 9,450 円エレカンペーン根、リコリス根、アイブライト、クリバー
ズ、マーシュマロウ葉、プランテーン葉、タイム

フリーウェイゴールド
『フリーウェイ』の吸収をよくしたリキッドタイプ。健康的
で効率の良い気道のメンテナンスに。年間を通じて刺激や
感染から守ります 。とくに埃っぽい厩舎のなかで過ごした
り、放牧を制限される時期におすすめです。

 1L 9,975 円
 3L 26,250 円

1/3チンキ《エレカンペーン根、リコリス根、アイブライト、
クリバーズ、マーシュマロウ葉、プランテーン葉、タイム》
アップルサイダービネガー、ハチミツ

ヘマストップゴールド
健康的な肺と血管のためのブレンド。鼻出血、エネルギーを大きく消耗する調教時や、
競技会に出る馬におすすめします。

 1L 10,500 円1/3チンキ《ヤロー、ホーソーンベリー、アイブライト、プランテーン葉、エルダーフラワー、
バックウィート》アップルサイダービネガー、ハチミツ

シェークノーモアゴールド
季節に関わらず年間を通して、アレルゲンが引き起こす刺
激と炎症から馬を守り、健康を維持するために配合されま
した。

 1L 10,500 円
1/3 チンキ《エキナセア根、デビルズクロウ根、スカル
キャップ、アイブライト、ネトル、カモミール花》アッ
プルサイダービネガー、ハチミツ

トラディショナルハーバルシロップ
人間用の咳止めシロップの製法をベースに、炎症を起こし
た気道やのどの痛みを癒します。気管支を拡げ、アレルギー
による炎症や感染症などによる鼻汁過剰、運動の始めに咳
き込む馬にも。直接手から舐めさせるか、シリンジで舌に
流し込んでください。

 250ml 3,780 円
 500ml 7,140 円

タイムとリコリスのシロップ、チンキ《エレカンペーン、
プランテーン、ジンジャー》

Respiration健やかな呼吸器系、気管支系のための
カテゴリー。デリケートな呼吸器系ト
ラブルのサポート・予防のためにおす
すめします。

呼吸器系

ガーリックグラニュール
乾燥にんにく細粒タイプ。ビタミンＢ群が豊富で、日常
の健康の維持や、免疫システムのサポートに。

 250g 2,310 円
 500g 3,675 円
 1kg 7,140 円

ガーリック

イージーメア（旧エクイリブリアム）
ホルモンバランスを整えるためのミックス。発情期の牝馬
や牡馬、セン馬にも。ストレスによる消化器能低下、過剰
興奮、問題行動、競技会や転厩など環境変化時にもおすす
めします。
バイテックスアグナスカスタス種、バレリアン根、
ミルクシスル種、カモミール花、クランプバーク、バー
ベイン、ヤロー

イージーメアゴールド（旧エクイリブリアムゴールド）

『イージーメア』の吸収をよくしたリキッドタイプ。ホルモ
ンバランスを整えます。発情期の牝馬や牡馬、セン馬にも。
1/3チンキ《バイテックスアグナスカスタス種、バレリアン根、
ミルクシスル種、カモミール花、クランプバーク、バーベイン、
ヤロー》アップルサイダービネガー、ハチミツ

カーム＆コレクテッド（旧テンパーメンド）
馬の落ちつきと、バランスのとれた神経系を維持します。
調教中や競技会、転厩など環境が変化したとき、ハイテン
ションやナーバス、神経質な馬におすすめします。
バレリアン根、カモミール花、バーベイン、マーシュ
マロウ根、ホーソーン花、メドウスィート

カーム＆コレクテッドゴールド（旧テンパーメンドゴールド）
『カーム＆コレクテッド』の吸収をよくしたリキッドタイプ。
馬の落ちつきと、バランスのとれた神経系を維持します。
1/3チンキ《バレリアン根、カモミール花、バーベイン、マー
シュマロウ根、ホーソーン、メドウスィート》アップル
サイダービネガー、ハチミツ

バッチリカバリー エマージェンシースプレー
デリケートな馬のサポートに。野草や草木のエッセンスが心や感情
に積極的に働きかけ、ショック、パニック、トラウマ、ストレス、プレッ
シャーなどを軽減します。競技や馬運車の乗降時などに常備して、
必要に応じて馬の口内にスプレーしてお使いください。

 21ml 4,200 円

アスペン、チェリープラム、クレマチス、インパチェンス、ミムラス、ロックローズ、スター
オブベツレヘム、ホワイトチェスナッツ　　　　  　
《アルコールフリー》

英国 Ainsworth 社製
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マルチフレックス（旧リフレックス）

ヒルトンハーブのベストセラーミックス。柔軟性やスムー
ズな運動機能のために。関節、腱、靭帯などの炎症や怪我
の回復期にもおすすめします。

1kg  9,450 円
2kg  18,375 円
 2kg( 詰替 ) 18,060 円

デビルズクロウ根、ホーソーン花、メドースィート、
ミルクシスル種、ネトル葉、クリバーズ、セロリシード、
ダンデライオン根

マルチフレックスゴールド
『マルチフレックス』の吸収をよくしたリキッドタイプ。機
動性と柔軟性のメンテナンスに。関節、腱、靭帯、蹄葉部、
怪我の回復期におすすめします。

 
 1000ml 9,975 円
 3000ml 26,250 円

1/3 チンキ《デビルズクロウ根、ホーソンベリー、メド
ウスイート、ミルクシスル種、ネトル葉、クリバーズ、
セロリシード、ダンデライオン根》アップルサイダー
ビネガー、ハチミツ

ナヴィエックス
蹄の血流サポート。ヒルトンハーブの顧問ホメオパシー獣医師によるオリジナルの
ミックスです。 循環器系のメンテナンス、ナビキュラー、関節炎、蹄葉部血液循環改善、
強い毛細血管と血液浄化に。必要に応じて『レリーフゴールド』を併用してください。

1kg  10,500 円
 2kg( 詰替 ) 18,690 円

プリックリーアッシュ樹皮、ビルベリー果実、カモミール花、ネトル葉、ホーソーン花、
セロリシード、バードック根

ナヴィエックスゴールド
『ナヴィエックス』の吸収をよくしたリキッドタイプ。蹄の
血流をサポートします。 循環器系のメンテナンス、ナビキュ
ラー、関節炎、蹄葉部血液循環、強い毛細血管、血液浄化に。
必要に応じて『レリーフゴールド』を併用してください。

 1000ml 10,500 円
 3000ml 28,350 円

1/3チンキ《プリックリーアッシュ樹皮、ビルベリー果実、
カモミール花、ネトル葉、ホーソーンベリー、セロリシー
ド、バードック根》アップルサイダービネガー、ハチミツ

レスト＆リカバーゴールド
厩舎での長期休養が必要な馬のためのハーブミックス。
厩舎内でのストレスを軽減し、関節、腱、靭帯等の炎症や
怪我の回復を助けます。

 1000ml 10,500 円

1/3 チンキ《デビルズクロウ根、バレリアン根、メドウ
スイート、カモミール花、ホーソーンベリー、バーベイン、
クリバーズ》アップルサイダービネガー、ハチミツ

MSM、ヤロー、メドゥスィート、クリバーズ

エキストラマイルゴールド　　　　　
ヒルトンハーブ社がスポンサーをして
いるイギリスとフランスのエンデュラ
ンス競技馬のためにオリジナルブレン
ドしたリキッドハーブ。高いレベルの
運動能力を要求されるときにおすすめ
します。

 1000ml 10,500 円

1/3 チンキ《ウィタニア、ゴツコーラ、シベリアンジ
ンセン、ミルクシスル、ホーソーン、メドゥスイート、
クリバーズ》アップルサイダービネガー、ハチミツ

レリーフゴールド　～フェルニブタゾンではありません～

健康で効率的な筋骨格系の維持をサポートします。運動量
の多い馬におすすめします。

 500ml 7,140 円
 1000ml 10,500 円

1/3 チンキ《デビルズクロウ根、メドースィート、ホワ
イトポプラ樹皮》アップルサイダービネガー、ハチミツ

神経系、ホルモン系のバランスを保つ
ためのカテゴリー。神経が高ぶりやす
い馬、競技会前など、環境の変化で不
安定な時などにおすすめします。

Nerves&Hormones
神経とホルモン

年齢や健康状態に関わらず、しなやかで
丈夫な関節や筋肉、健康な内蔵を保つた
めのアイテムを集めたカテゴリー。

Mobility&Seniors
運動能力・エイジング

1kg  9,450 円
2kg( 詰替） 18,375 円
 
2kg( 詰替）   18,690 円 
（イージーメア VF)

 1000ml 9,975 円
 3000ml 26,250 円
 
 1000ml 10,500 円

 1000ml 9,975 円
 3000ml 26,250 円
 
 1000ml 10,500 円
（カーム＆コレクテッドゴールド VF)

（イージーメアゴールド VF)

※胃潰瘍や十二指腸潰瘍で、非ステロイド抗炎症薬を
　使用している時や妊娠中は使用しないでください。

※開いた傷口には塗らないでください。

1kg  15,750 円
1kg( 詰替 )  14,700 円
2kg  30,450 円
2kg( 詰替 )  28,350 円

※競技会でのバレリアン使用を
禁止している国もありますので、
イージーメアのバレリアンフ
リータイプとして「イージーメ
ア VF」がございます。

※競技会でのバレリアン使用を禁
止している国もありますので、
カーム＆コレクテッドのバレリア
ンフリータイプとして「カーム＆
コレクテッドVF」がございます。

イージーメアゴールドのバレリアンフリータイプとして
「イージーメアゴールド VF」がございます。

カーム＆コレクテッドゴールドのバレリアンフリータイ
プとして、「カーム＆コレクテッドゴールド VF」がござ
います。

シニアホース（旧ベテラン）
高齢馬の栄養補給と健康サポートのためのミックス。健康
的な消化器、腎臓、肝臓の働き、呼吸器のサポート、身体
のコリ予防など身体システムを助けます。

1kg  8,925 円
2kg  16,275 円
 2kg( 詰替 ) 16,065 円

ミルクシスル種、セロリシード、メドウスィート、ギン
コリーフ、ネトル葉、カモミール花、ローズマリー、バー
ドック根

1kg  9,450 円
2kg  18,375 円
 2kg( 詰替） 18,060 円

1kg  10,500 円
 2kg( 詰替） 18,900 円
 

（カーム&コレクテッドVF)

イージーアルニカ
アルニカ・チンキ、カモミールとラベンダー・エッセンシャル・
オイルを配合し、 痛みを和らげ冷却作用のある、さらさらし
た感触のアロエ・ベラ・ジェル。レリーフ・ゴールドやアル
ニカ等のホメオパシー製品との併用をお奨めします。

200ml  3,675 円
ベジタブルジェル、アロエベラ、アルニカチンキ、ラベ
ンダーエッセンシャルオイル、カモミールエッセンシャ
ルオイル
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