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ヒルトンハーブの世界へようこそ。あなたの愛馬や大
切なペットの健康状態にあった、ぴったりのナチュラ
ルヘルスケア商品を選んでいただくために必要な情
報をご紹介します。
高齢犬のためのハーブミックス。愛猫のための甘くて口当たりのいいハーブ。愛馬の
コンディションにあわせたスペシャルハーブ。お探しの商品が何であろうとも、それを
選ぶためのお手伝いをするのがこのカタログです。
1990 年以来、ヒルトンハーブは動物のためのハーブやナチュラルなサプリメントを提
供する高品質ブランドとして、世界中から高い評価をいただいてまいりました。愛馬
や大切なペットのために安心してお選びいただくにふさわしい、最も効果的で最も質
の高い商品を取り揃えています。全てのアイテムは、ヒルトンハーブ社の創業者の一
人として取締役を務める、英国メディカルハーバリスト協会会員、ヒラリー・セルフ理
学士の処方によるもの。5 年間の徹底した医療研修とその後 30 年間の現場での経験
を最大限に活かした商品作りを行っています。

ヒラリー・セルフ

トニー・セルフ

ヒルトンハーブの
品質へのこだわり
ヒルトンハーブの商品には動物性成分や増量剤、添加
物、人工着色料、香味用添加物は一切含まれていませ
ん。ハーブと植物のみが配合されています。
飼い主にとって愛する馬やペットに最高品質のサプリメントを与えているという確信が
持てることがどんなに重要か、ヒルトンハーブではよく理解しているつもりです。だか
らこそ、私たちの商品には最良の素材ばかりが使われているのです。実際、全てのハ
ーブ・チンキ類は人間用の薬用ハーブに用いられるのと同水準の原料を使用している
だけでなく、その仕入れ先までが専任メディカルハーバリストであるヒラリーが患者の
治療に使用しているものと全く同じとなっています。
また、全ての商品は、製造、安全、品質管理に関する最新の法律に準拠しています。
製造設備は、ヨーロッパ全域の動物用飼料とサプリメントの製造元が業界の厳しい法
規 に則った 製 造を行 っているかを 監 視 する 機 構、EFSIS（European Feed Safety
Inspection Service：欧州飼料安全検査機構）の独自の監査を毎年受けています。
さらにアメリカの機構、NASC（National Animal Supplements Council：動物用サプ
リメント全米管理機構）の監査も年に一回受けています。NASC は、FDA（Food and
Drugs Administration： 食 品 医 薬 品 局 ）
、AAFCO（American Agricultural Feed
Control Organisation：アメリカ飼料検査官協会）という全米中の馬用およびペット用
のサプリメント製造業者の監視義務を担っている二団体とも密接な関係を持っている、
信頼度の高い団体です。

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471
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商品カテゴリー
お客さまのペットに最もふさわしいアイテムを簡単に見つけていただくことができるよ
うに、ヒルトンハーブでは全ての商品をカテゴリー分けし、カテゴリーごとに決まっ
たカラーとカテゴリー名の頭文字のアルファベットを組み合わせたラベルをパッケー
ジにつけています。下記の説明をご覧いただき、該当ラベルの商品をお探しください。
Respiration（呼吸器系）– 呼吸器の機能を健康に保つ、口当たりのよいドライハ
ーブとリキッドハーブ。
General Health（毎日の健康のために）– ペットの年齢に関わらず、体調を整え
て健康を保ちながら、生き生きとした見た目を取り戻すためのアイテムを集めた
カテゴリー。ドライハーブ、リキッドハーブ、調子が悪い部分に塗布するためのロ
ーションとクリームなど使いやすいアイテムがそろっています。
Nerves and Hormones（神経とホルモン）– 強く健康でバランスのとれた神経
系・ホルモン系の状態を保つための、最高品質のドライハーブとリキッドハーブ。
Mobility and Seniors（運動能力・エイジング）– しなやかで丈夫な関節や筋肉、
結合組織を保ち、最適な運動能力と活力にあふれた健康状態を維持するための
アイテムを集めたカテゴリー。ハーブサプリメント、クリーム、ローションなど幅
広くそろえています。
Digestion（消化器系）– 消化器官の健康で良好な状態と寄生虫への抵抗力を、
徹底して維持するアイテムを集めたカテゴリー。馬用・犬用としてドライハーブとリ
キッドハーブ、猫用として甘い味付けのハーブミックス、家禽・鳥用として液体タ
イプがそろっています。
Special Support（スペシャルサポート）– 肝臓、腎臓、膀胱の機能を高めながら、
免疫、筋骨格、内分泌の正常化を穏やかにサポートするハーブサプリメントを集
めたカテゴリー。あなたにとって「特別な」存在である馬やペットが必要とする全
てをそろえました。
Coat & Skin（毛並み・皮ふ） – 年間を通じ、毛並みと皮ふを最適な状態に保つ

ためのアイテムを集めたカテゴリー。ハーブサプリメント、ローション、ジェル、
クリーム、シャンプーなどがそろっています。

Treats（おやつ）– 大切な馬やペットを自然の力で甘やかすためのアイテムを集
めたカテゴリー。

各商品の成分詳細は、ウェブサイトをご覧ください。
hiltonherbs.JP
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Horses馬

Natural Supplements
for Horses（馬用ナチュラルサプリメント）
ドライハーブ
サプリメント
使用法：飼葉に加えてください。
詰替え用を含む全てのドライハーブ商品には計
量スプーンがパッケージに入っています。成分
が体内に行き渡り効果が現れるまでに少なくと
も 3 週間くらいはかかるとお考えください。
全成分表示、使用法および保存方法はパッケー
ジの背面に記載されています。使用量の目安は
以下になります。
体高 128cm 以下

一日につき、付属計量スプーン 1 杯

体高 128cm~148cm 以下

一日につき、付属計量スプーン 2 杯

体高 148cm~158cm 以下

一日につき、付属計量スプーン 3 杯

体高 158cm~168cm 以下

一日につき、付属計量スプーン 4 杯

体高 168cm 以上

一日につき、付属計量スプーン 4~5 杯

体高 166cm の馬に使用した場合、1kg のハー
ブはおおよそ 3~4 週間分となります。（使用状
況によって若干異なることがあります）

リキッドハーブ
サプリメント
ヒルトンハーブのお勧めする
「ゴールド」タイプ：
飼葉に加えても、経口投与でも。
濃縮タイプなため、効き目が早く経済的です。
パッケージは、頑丈なプラスチックタイプ。10
㎖ ~25 ㎖の目盛りがついた計量タンクが付属し
た、使い勝手の良いものとなっています。体高
168cm の馬の場合、一日 30 ㎖の使用で 1ℓ タ
イプが 33 日分となります。
消化器系に素早く吸収され、効果が早く現れや
すいとして、ゴールドタイプ（= リキッドハーブ）
が好まれる場合もあります。注射器を使って直
接経口投与することも可能ですが、体高が大き
な馬の場合は飼葉に加える方が効率的です。
全成分表示、使用法および保存方法はパッケー
ジに記載されています。使用量の目安は以下に
なります。
体高 128cm 以下
5 ㎖を一日 2 回

体高 128cm~148cm 以下
10 ㎖を一日 2 回

体高 148cm~158cm 以下
12.5 ㎖を一日 2 回

体高 158cm~168cm 以下
15 ㎖を一日 2 回

体高 168cm 以上

15 ㎖ ~20 ㎖を一日 2 回
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Respiration（呼吸器系）
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フリーウェイ
口当たりの良いドライタイプのハーブサプリメン
ト。鼻孔および気道の状態を正常に保ちます。
肺の機能を高め上下気道の健康状態を維持する
と同時に、ほこりや花粉といった空気中の刺激
によるアレルギーへの免疫力を強化するサポー
トをします。

容量タイプ：1kg

シェークノーモア ゴールド
花粉などアレルギー誘発物質への免疫力を高め、
健康で正常な状態を維持するために、高品質の
チンキ類を独自の配合でブレンドしました。吸
収が早く、使いやすいリキッドタイプです。呼
吸器系器官と鼻孔の働き、空気中の刺激に対す
る免疫反応を健康に保ちます。

容量タイプ：1ℓ

フリーウェイ ゴールド
ドライタイプのフリーウェイと同じ効能・特性の
サプリメント。高品質のハーブチンキをブレンド
することで、口当たり良く、吸収も早いリキッド
タイプに仕上げました。注射器を使って直接経
口投与すれば、管理も簡単、安心です。大型馬
へ の 使 用 はドライタイプより経 済 的。 体 高
168cm の馬の場合、一日 30 ㎖の使用で 1ℓ タ
イプが 33 日分となります。

容量タイプ：1ℓ、3ℓ、5ℓ

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

General Health（毎日の健康のために）
フーフ & ヘルス

ガーリックパウダー

大地の恵みと海の恵みの最強のコンビネーショ
ン ! シーウィードとローズヒップシェルをミック
スすることで、蹄の健康な成長をサポートし、
強く質の高い状態に維持するために必要不可欠
な栄養素をバランスよく摂取できる、効率の良
いサプリメントが出来上がりました。深みのある
輝きに満ちた美しい毛並みと皮ふ、神経系およ
び消化器官の健康な働き、強靭な筋骨格系を
保つ効能もあり、健康維持全般に最適です。

最も経済的なガーリックサプリメント 生命誕生
以前から存在する自然の贈り物を最上の形であ
なたの馬に。ヒルトンハーブのガーリックパウダ
ーはイオウ、油分、ビタミン B を豊富に含む最
高品質のサプリメント。毎日の愛馬の食餌に混
ぜることで、呼吸器系、肺機能および消化器官
を健康な状態に保ち、煩わしい疾患から守るこ
とができます。
※ 日本ではお取り扱いしておりません

ガーリックグラニュール
ガーリックパウダーと同じ効能のサプリメント。
細粒状にすることで、より飼葉に混ぜやすくなり
ました。匂いが強すぎないため、ガーリックが
苦手な馬や飼い主の方にも安心してお使いいた
だけます。

容量タイプ：1kg、3kg

ガーリックフレーク
最高品質のガーリックをフレークタイプで。
ガーリックの匂いが強すぎないため、
神経質な馬に最適です。
ヨウ素、イオウ、鉄分、カルシウム、銅、マグ
ネシウム、セレニウムなどの必須微量元素と 20
種以上のアミノ酸、ビタミン B、C、D、E を豊
富に含むこのサプリメントで、馬の健康に必要
な全てが摂取できます。
平均的な大きさの馬で、一日につき 15 ㎖計量
スプーン 2 杯分が使用量目安。4kg タイプが約
4 ヶ月分となります。

容量タイプ：4kg、6kg

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

※ 日本ではお取り扱い
しておりません
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ヒマラヤンナチュラルソルトリック
最も自然に近い形のソルトの一つ 毎年トン単
位での売り上げを誇る人気商品。馬やポニーも
惹き付けられる、ローズピンクの美しい塊のソ
ルトです。様々な形・大きさの中から、ご自分
の廐舎や放牧場にぴったりのものを選んでくだ
さい。プレスして作られた鉱塩のように粉々に
割れることもなく、水にぬれてすぐに溶けてしま
うこともありません。上から吊るすためのロープ
付き。

サイズ：ミディアム（3kg）

ハーブパワー
母なる自然の恵みをワンパッケージで！ 数ある
自然のハーブや植物の中で最も効能が高いと言
われる 11 種を配合したサプリメント。愛馬の健
康を一年を通じてサポートします。冬の間や、
放牧ができない時期に使用すると、滞りがちな
機能の補完に役立ちます。

容量タイプ：1kg、2kg、10kg

クリバー & マリーゴールド
浄化効果ですっきり！ リンパ系の働きを正常に
保つ効果にすぐれた 2 つのハーブをブレンドし
たサプリメント。高齢馬や、むくみ・立ち腫れ
などの症状に。細胞機能を活発化しながら、リ
ンパ排出を促します。

容量タイプ：1kg、2kg

アップルサイダービネガー
健康に良いサプリメントとして古くから知られる
リンゴ酢。ヒルトンハーブのリンゴ酢は、リンゴ
の果実を丸ごと使用しているため、カリウム、リ
ン、ナトリウム、カルシウム、鉄分を豊富に含
んでいます。飼葉や水に混ぜて与えてください。
全ての年齢の馬の健康と正常な運動能力をサポ
ートする効能があります。酸度 5% 未満に調整
済み

容量タイプ：1ℓ、5ℓ、25ℓ

アップルサイダービネガー
＆ ハニー
アップルサイダービネガーの品質はそのままに、
自然の蜂蜜をミックスすることで甘みを加え、口
当たりよく仕上げました。

容量タイプ：1ℓ、5ℓ

アップルサイダービネガーハニー
＆ガーリック
アップルサイダービネガー＆ハニーの品質はそ
のままに、高品質のガーリックジュースをミック
スしました。

容量タイプ：1ℓ
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Nerves & Hormones（神経とホルモン）
カーム & コレクテッド
（旧テンパーメンド）
穏やかでバランスのとれた神経系の状態を自然
に維持する口当たりの良いハーブミックスは、
ヒルトンハーブのベストセラー商品の一つ。緊
張しやすい、神経質、敏感、怖がり、心配性、
怒りっぽいなどの性格を持つ馬たちにおすすめ
です。
子馬のときに嫌な思いをした、虐待されたなど
の過去を持つ馬、自信を失っている馬、生活環
境やトレーニングの方法が変わってナーバスに
なっている馬などにも与えてみてください。鎮痛
剤やその他の禁止薬物の成分は含まず、神経系
の働きを促しながら穏やかな状態へと自然に導
くサプリメントです。

容量タイプ：1kg、2kg

イージーメア
（旧エクイリブリアム）
ホルモンのバランスを崩した牝馬や、
落ち着きのないセン馬を自然の力で
リラックスした状態へと導く
サプリメント。
口当たりのよいハーブをブレンド
した、ヒルトンハーブのもう一つの
ベストセラーです。
ホルモンのバランスを正常な状態
に整え、穏やかで安定した神経系の
働きを取り戻すサポートをする
イージーメアは、発情期または
発情期に先立ち心身が辛い状態に
陥った牝馬におすすめ。自然の力が
解決に導いてくれるはずです !
もちろん牡馬にもご使用いただけます。
ホルモン剤は配合されていません。

容量タイプ：1kg、2kg

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

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）
ドライタイプのカーム &コレクテッドと同じ効能・
特性のリキッドタイプのサプリメント。ハーブチ
ンキをブレンドすることで、より口当たり良く、
またより吸収を早くして、使いやすさをアップし
ました。注射器を使って直接経口投与すれば、
管理も簡単、安心です。
大型馬への使用はドライタイプより経済的。体
高 168cm の馬の場合、一日 30 ㎖の使用で 1ℓ
タイプが 33 日分となります。

容量タイプ：1ℓ、3ℓ
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イージーメア ゴールド
（旧エクイリブリアム ゴールド）
ドライタイプのイージーメアと同じ効能・特性の
リキッドタイプのサプリメント。ハーブチンキを
ブレンドすることで素早い吸収と使い勝手の良さ
を実現し、たくさんのお客さまから高い評価をい
ただいています。慣れないものを口に入れようと
しない神経質な馬にも、注射器を使った経口投
与で簡単管理。さらに、大型馬への使用はドラ
イタイプより経済的です。
体高 168cm の馬の場合、一日 30 ㎖の使用で 1
ℓ タイプが 33 日分となります。
ホルモン剤は配合されていません。

容量タイプ：1ℓ、3ℓ
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Mobility & Seniors（運動能力・エイジング）
マルチフレックス
（旧リフレックス）
敏捷な運動能力の源がつまったパッケージ ! 馬
が生来持つ怪我への抗炎症機能を高めると同時
に、しなやかで丈夫な関節と結合組織、強靭な
筋骨格系、活発な循環機能を保ちながら運動能
力を最高レベルに維持するサポートを自然の力
で行うハーブミックス。全ての年齢の馬とポニ
ーにご使用いただけます。グルコサミンやコン
ドロイチンなどの動物性成分は配合していませ
ん。

シニアホース
（旧ベテラン）
高齢馬・ポニーの血液循環、リンパ系、消化器
系、呼吸器系、神経系、筋骨格系など生理機
能全般の働きをサポートする、口当たりのよい
ハーブミックス。消化機能と運動能力をサポー
トするメドウスィート、カモミール花、セロリシ
ード、血液が脚から頭まで滞りなく循環するよう
働きかけるギンコリーフ、ローズマリー、ネトル
葉、肝臓と腎臓を健康な状態に維持し、血中毒
素と老廃物の排出をスムースにするミルクシス
ル種とバードック根が配合されています。

容量タイプ：1kg、2kg、10kg
容量タイプ：1kg、2kg

マルチフレックス ゴールド
敏捷な運動能力の源がつまったボトル ! ドライ
タイプのマルチフレックスと同じ効能・特性のリ
キッドタイプのサプリメント。ハーブチンキをブ
レンドすることで素早い吸収と使い勝手の良さ
を実現しました。
慣 れないものを
口に入れようとし
ない神経質な馬
にも、 注 射 器を
使った 経 口 投 与
で簡単管理。さ
ら に、 大 型 馬
への使用はドラ
イタイプより経
済 的 で す。 体
高 168cm の 馬
の 場 合、 一 日
30 ㎖ の 使 用で
1ℓ タ イ プ が
33 日分となりま
す。

容量タイプ：
1ℓ、3ℓ

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

ナビエックス ゴールド
これまでサポートできなかった部分にまでも血液
を行き渡らせる ! 愛馬やポニーの血液循環機
能をサポートするために。脚を含むあらゆる部
分に血液が滞りなく循環するよう働きかける効
能に優れたハーブを厳選し、吸収の早いリキッ
ドタイプに仕上げました

容量タイプ：1ℓ、3ℓ

MSM プラス
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。MSM は骨・
関節・皮膚・蹄に自然に生じる硫黄化合物で、
激しいトレーニング、競技に参加する馬にとって、
MSM を十分に摂取することは重要です。関節炎、
筋肉痛、硬直した関節の痛みや炎症の軽減、傷
跡組織の軟化、炎症または損傷部分・血液供
給の増進、激しい運動後の凝りと炎症軽減など
に。

容量タイプ：1kg、2kg

HORSES

イージーアルニカ
（旧エッセンシャルアルニカ）
鎮静作用と回復効果に優れたアロエベラジェル
を、たっぷりのアルニカチンキとカモミール精油、
ラベンダー精油とブレンドしました。小さな掻き
傷、打撲、擦り傷などに最適。あらゆる部分に
ご使用いただける便利なアイテムです。 アルニ
カを配合しているため、開いた傷口にはご使用に
ならないでください。

レリーフ ゴールド
「ハーブのアスピリン」（フェニルブタゾンは配合
していません） 愛馬やポニーの痛みを和らげる
ために。素早く体内に吸収されて最大限の効果
を発揮できるよう、濃縮タイプのハーブチンキ
を贅沢に配合しました。筋骨格系および循環器
系の正常な働きを維持しながら、馬の身体に生
来備わっている傷の炎症を抑える力をサポート
します。消化器系が弱い場合も安心してお使い
いただける穏やかなサプリメント。救急用のア
イテムとしてお備えいただくのに最適です。

容量タイプ：1ℓ

レスト & リカバー ゴールド
健全な精神状態を取り戻すための一本 ! 健康
で活発な馬が突然廐舎でじっとしていなければ
ならなくなった場合などに、ご使用ください。
穏やかでバランスのとれた神経系の働きをサポ
ートし、筋骨格系と循環器系を正常な状態に維
持する効能に優れたハーブチンキをミックスし
た、吸収が早く口当たりも良いリキッドタイプ。
カーム & コレクテッドゴールドとレリーフの効能
を併せ持つアイテムとお考えください。廐舎に
籠るストレスを和らげ、療養の過程をサポートし
ます。

容量タイプ：1ℓ

容量タイプ：200 ㎖

TLC ローション
（旧レッグエイド）
馬の生命線、脚を守るために ! 腱とじん帯を優
しくサポートするためのアイテム。鎮静効果の高
い水性クリームに、冷却効果に優れたウィッチヘ
ーゼルエキスとアルニカ、コンフリー、ルタグレ
ーブチンキをたっぷりと配合しました。腱とじん
帯を守るため運動の前後にご使用ください。脚
以外にもご使用いただけます。馬体を洗う水に
混ぜても効果的です。 アルニカを配合している
ため、開いた傷口にはご使用にならないでくださ
い。

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖

マッスルマジック
（旧フィトソルブ）
鎮静効果と温熱効果に優れた、マッサージローシ
ョン。たっぷりのアルニカとコンフリーチンキ、香
りでリラックス効果をもたらすラベンダー精油を
配合しています。吸収が早く、身体のどの部分に
もお使いいただけます。通常のマッサージや、
運動後の治療での使用以外に、物理療法、水治
療法、カイロプラクティックなどと組み合わせても
抜群の効果を発揮します。 アルニカを配合して
いるため、開いた傷口にはご使用にならないでく
ださい。

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖
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Digestion（消化器系）
デトックス
（旧ヘパフィト）
きちんと運動ができる能力を保ちながら、健や
かに快適な生活を送るために欠かせないのが
健康な肝臓と腎臓です。肝臓と腎臓の働きが鈍
ると、老廃物や血中の毒素をきちんと排出する
ことができなくなり、毛並みのつやがなくなった
り、皮ふに問題が生じたり、発育不良、体重減
少などの症状が出てきたりします。
デトックスは、ミルクシスル種、ダンデライオン
根、バードック根などの浄化作用に優れたハー
ブをたっぷりと配合し、自然の力であなたの愛
馬やポニーの肝臓と腎臓の正常な働きを維持し
ながら、排尿と排泄がスムースに行われるよう
サポートします。
「春のデトックス」など定期的に取り組んでいる
寄生虫対策があれば、そのタイミングにあわせ
てこのサプリメントを投与いただくと効果的で
す。その他にも、肝臓や腎臓の不調が感じられ
た際はいつでもご使用ください。

ガストリエックス

ドライタイプのデトックスと同じ効能・特性のリ
キッドタイプのサプリメント。ハーブチンキをブ
レンドしているので吸収が早く、効果がすぐに
現れます。注射器を使った経口投与が可能なた
め、慣れないものを口に入れようとしない神経
質な馬にもぴったりです。

胃の調子が悪いと日常生活に様々な支障が出る
ことを、経験から良くご存知の方も多いでしょう。
これは馬にとっても同じこと。消化器系の不調
が長く続くと、健康状態も運動能力も衰弱してし
まいます。
ガストリエックスは、長距離の移動や競技、穀
類主体の食餌、日常や環境の変化などで消化器
官の働きのバランスを崩してしまった馬たちを
サポートするためのハーブミックスです。
穏やかに不調を緩和する効能に優れたハーブ類
が、消化器官の状態を沈静化し正常に保ちなが
ら、身体に必要な栄養素の吸収をサポートし、
消化器系の pH バランスを整えると同時に、粘
膜、腸の働きを助けます。消化に関する全ての
機能を隅々までケアするサプリメントです。

容量タイプ：1ℓ、3ℓ

容量タイプ：1kg、2kg

容量タイプ：1kg、2kg

デトックス ゴールド
（旧ヘパフィト ゴールド）

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

HORSES

インシュライト
馬・ポニーの体重管理と、糖代謝・
グルコース代謝をサポートするユ
ニークなサプリメントです。血糖
降下および血管拡張作用を助ける
ハーブや植物を厳選し、配合して
います。抗酸化物質、メチオニン、
ビオチン、ビタミン E を含み、イ
ンシュリンなど血中ホルモンの正
常な濃度を維持します。
インシュライトのご使用は、食餌
療法や運動療法と組み合わせると
より効果的です。

容量タイプ：2kg
※「クッシエックス」との併用はでき
ません。
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Special Support（スペシャルサポート）
クッシエックス

エクイミューン

内分泌系のバランスのとれた状態を維持するた
めに。臨床テスト済みの配合で、どんな年齢の
馬・ポニーにもご使用いただけます。なかでも、
ふさふさの冬毛が春・夏になっても抜け替わら
ないといった症状に悩む高齢馬のオーナー様か
ら高い評価をいただいている商品です。内分泌
系の働きと、ホルモンバランス、血行を正常に
維持しながら、腎臓と泌尿器系の機能をサポー
トします。投薬治療中でも問題なくご使用いた
だけます。

免疫系へのサポートを実現するパッケージ！
エキナセア根をたっぷりと配合し、免疫系の健
康な働きと反応をどんな時にも可能にします。
抗酸化、ストレスへの適応力、リンパ刺激を促
進する効能に優れた成分と、ビタミン、植物性
由来成分をふんだんに使用し、あらゆる環境下
で強い免疫力を維持できる状態へとサポートし
ます。
競技や長時間の移動の前後。放牧場が一定し
ない。怪我からの回復期にある。など、ウィル
スに感染しやすい状況に愛馬が置かれた際に
は、免疫系へのスペシャルサポートを行うエク
イミューンをぜひご使用ください。

容量タイプ：1kg、2kg

クッシエックス ゴールド

容量タイプ：1kg、2kg

お客様からのリクエストにお応えして、人気商品
クッシエックスのリキッドタイプが登場しました。
ドライタイプと同じ効能・特性を、濃度が高く体
内に吸収されやすいチンキを使用して実現して
います。注射器を使った経口投与が可能なため、
食餌を受け付けない馬やポニーに最適です。
また、大型馬へ使用される場合は、ゴールドタ
イプの方がより経済的です。体高 168cm の馬
の場合、一日 30 ㎖の使用で 1ℓ タイプが 30 日
分となります。

ウィルスへの抵抗力が弱っている患部がある場
合は、ツーヤを贅沢に配合することで優れた鎮
静効果と収斂作用を実現しているバイレックスク
リームを併用いただくと効果的です。

容量タイプ：1ℓ

バイバイイッチおよびバイバイイッチローション
については、Coat & Skin（毛並み・皮ふ）の章
を

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

HORSES
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エクイミューン ゴールド

バイレックスクリーム（ツーヤ配合）

免疫系へのサポートを実現する一本 ! ドライタ
イプのエクイミューンに配合されている優れた
成分を全てそのまま、吸収の早いリキッドタイ
プとして配合しました。大型馬へ使用される場
合は、経済的なメリットも。体高 168cm の馬の
場合、一日 30 ㎖の使用で 1ℓ タイプが 30 日分
となります。

収斂効果に優れるウィッチヘーゼル、荒れた皮
ふに優しいカレンデュラ精油、抗ウィルス作用
の高いツーヤチンキを、鎮静効果の高いカレン
デュラのクリームにあわせました。皮ふが本来
持つ免疫反応力に働きかけて、その力をサポー
トします。腫れ物、こぶなど、ウィルスへの抵抗
力が弱った皮ふの疾患にご使用ください。デリ
ケートな部分にも安心してお使いいただける上、
口に入ってしまっても問題ありません。

容量タイプ：1ℓ

使い方：少量を一日二回塗布してください。

容量タイプ：130g

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Coat & Skin（毛並み・皮ふ）
バイバイイッチ

スライブ & シャイン

季節の変わり目などに見られやすい皮ふの炎症
を防ぐためのサプリメント。イギリス中の馬・
ポニーを対象に 8 ヶ月間の臨床テストを行った
後に商品化したアイテムです。長鎖脂肪酸オメ
ガ 3 およびオメガ 6 をたっぷりと配合し、皮ふ
の細胞組織全体の働きをサポートしながら、小
虫など環境アレルゲンへの抵抗力を強めます。
春に発症することも多いアレルギー対策として
冬のうちからご使用いただき、皮ふの状態と抵
抗力を万全に整えておくことをお勧めします。

油分、プロテイン、ビタミン、抗酸化物質、長
鎖脂肪酸オメガ 3 およびオメガ 6、植物ステロ
ールを贅沢に配合した、味の良い非加熱タイプ
のハーブミックス。年間を通して愛馬がベストコ
ンディションを保てるようにサポートします。運
動量の多い状態が続き食欲が減退したときなど
に効果的です。また、寒い冬場や放牧時間が限
られてしまう時などに健康状態を保つことが難し
くなってきた、高齢馬・ポニーのケアにも最適
です。

容量タイプ：2kg

容量タイプ：3kg

フィトバーム

バイバイイッチ ローション
たてがみ、しっぽ、腹部、顔まわりなどのカサ
つきや荒れが気になる部分にご使用いただくた
めのローション。ハーブサプリメントのバイバイ
イッチとあわせ臨床テストを行い、べたつきの
ない使用感と香りの良さ、吸収の早さに高い評
価を得ました。炎症を抑え、こしのある健康な
毛並みを取り戻して維持する効果に優れていま
す。

容量タイプ：500 ㎖

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

ヒルトンハーブの「マジッククリーム」などと呼
ばれることもありますが、その名に恥じないス
ペシャルなアイテムです！
抗カビ作用・抗菌作用と鎮静効果に優れ、軽い
けがや切り傷、擦り傷、炎症からふけ対策にま
でご使用いただけるクリーム。カレンデュラ、ハ
イペリカム、ミルラ精油およびエッセンス、ミツ
バチパワーが凝縮された蜂蜜とプロポリスが、
肌の状態を整え鎮静する効果の高いシアバター
ベースにブレンドされています。優れたスキン
ケア効果で知られるカレンデュラと、体液がにじ
みでてじくじくした傷口や粘膜部分への塗布に
最適とされるミルラを組み合わせることで、どん
な敏感な部分にも安心してお使いいただけるク
リームとなりました。なめて口に入ってしまって
も無害です。

容量タイプ：130g、500g

HORSES
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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を配合し、
自然の力で発色も艶やかな美しい毛並みを維持します。

ブロッサム

チェスナッツ

洗浄効果の高いコンディショニングシャンプー。
さわやかなリンゴの花の香りと、しっとりとした
感触をもたらすシアバター、小麦胚芽、アロエ
ベラを配合し、美しく香りも良い、健康的に輝く
毛並みに仕上げます。

栗毛、葦毛、赤鹿毛、パロミノの馬とポニーに。
太陽にさらされ白っぽくなった毛並みに、深み
のある輝きを取り戻します。

ブラック
黒毛、鹿毛のたてがみ、しっぽ、脚に。
太陽にさらされ白っぽくなった毛並みに、深み
のある本来の色を取り戻します。

ブルー
ベストシャンプー賞を受賞した薄墨毛、葦毛、
駁毛、パロミノ用シャンプー。
白毛部分の黄ばみを取り除き、きらきらとした
輝きを放つ真っ白なたてがみ、しっぽ、毛並み
に仕上げます。

コールタール
清涼感と洗浄力の高い泡立ちで、かゆみや炎症、
ふけ、べたつきなどのトラブルが気になる毛並
み・皮ふをケアします。
抗カビ・抗菌作用に優れた薬用シャンプー。バ
イバイイッチと併用いただくと効果的です。

グリーン
ネトルエッセンスとローズマリー精油の働きで、
清潔で健康な皮ふと毛並みを維持するシャンプ
ー。毛並みの色を問わずご使用いただけます。

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Treats（おやつ）
ハーボール
大切な馬やペットを自然の力で甘やかすための
最高のアイテム ! 食欲をそそること間違いなし
の、美味しいおやつ。糖蜜類、人工甘味料、人
工調味料をいっさい使用していない唯一の動物
用おやつです。
アルファルファ、小麦、リンシードのハーブミッ
クスを一口サイズの塊に仕上げ、ニンニク、ミ
ント、オレガノで香り付けしたこの商品は、ポケ
ットに入れて持ち歩くのに最適 !
好き嫌いの多い神経質な馬やポニーも、このお
やつなら大好きになるはず。糖蜜や人工甘味料
を加えず、ヘルシーでナチュラルな素材のみを
使用しているので、一生懸命運動した後のご褒

美としてだけでなく、クッシング病や蹄葉炎に悩
まされている馬やポニーにも安心して与えること
ができます。
犬やラマ、チンチラもこのハーボールを喜んで
食べるという声が各地のお客様から届いていま
す。ぜひ一度、あなたの大切なペットに与えて
みてください。

容量タイプ：400g、1kg

Books（本）

※日本ではお取り扱いしておりません

A Modern Horse Herbal

Veteran Horse Herbal

ヒラリー・ページ・セルフ 理学士

ヒラリー・ページ・セルフ 理学士

「ハーブのバイブル」としてたくさんのお客様に
ご愛読いただいている書籍。まるでヒラリーの
話を直接聞いているかのようにわかりやすい、
と評判です。
著者であるヒラリー・セルフ理学士は、英国メ
ディカルハーバリスト協会会員であると同時に、
ヒルトンハーブ社の創業者の一人。動物のため
のハーブ療法に携わって既に 30 年もの経験を
積んでいます。ヒルトンハーブ社の全ての商品
の調合と臨床に責任を負うと同時に、世界各地
の獣医学会で定期的に講演を行っています。
そんなヒラリーの知見が詰まったこの書籍は、
愛馬のためのハーブ療法や自然の力を活かした
ヘルスケアに関心を抱く全ての方にお勧めでき
ます。

前著、“A Modern Horse Herbal” への高評価に
応える形で出版されたこの書籍では、主に高齢
馬が悩まされることの多い様々な症状をケアす
るためのハーブの使用法、およびその他の療法
についての具体的なアドバイスが紹介されてい
ます。
高齢馬をサポートするために役立つ情報や、湿
布・スプレー・洗浄などへのハーブの活用法な
ど、実用的な内容が盛りだくさん。ハーブおよ
び植物は、カテゴリー分けされカラーコーディ
ングとともに紹介されているので、簡単に必要
な項目を見つけることができます。
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Dogs
犬

Natural Supplements
for Dogs（犬用ナチュラルサプリメント）
ドライハーブ
サプリメント

リキッドハーブ
ゴールドタイプ

使用法

使用法

ヒルトンハーブのドライハーブミックスには計量
スプーンが同梱されています。成分、使い方、
保存方法などは商品パッケージの裏面に記載さ
れていますので、ご確認ください。

ヒルトンハーブのゴールドシリーズは、純正抽
出されたハーブチンキ液にアップルサイダービ
ネガー（リンゴ酢）を調合したものです。リキッ
ドタイプは犬の消化器官への吸収がされやすく、
効果も早く現れやすいため人気があります。

ドライハーブの量は犬の体重に応じてご調整く
ださい。
体重 5kg / 1 日につき、2.5 ㎖計量スプーンの半分
体重 10kg /1 日につき、2.5 ㎖計量スプーン 1 杯
体重 20kg /1 日につき、2.5 ㎖計量スプーン 2 杯
体重 30kg /1 日につき、2.5 ㎖計量スプーン 3 杯
体重 40kg /1 日につき、2.5 ㎖計量スプーン 4 杯

1 日あたりスプーン 3 杯をご使用いただく場合、
125g のパッケージがおおよそ 6 週間分となりま
す。（商品により異なる場合があります）
新しくハーブをお試しになる際には、最初の数
日間は少量ずつお試しください。またハーブの
効き目はゆっくりと現れます。効果が体内に完
全に行き渡るまでに 2~3 週間はかかるとお考え
ください。
ご参考：1 日あたりのハーブの量を 2 食にわけ
てご使用いただくとより効果的です。犬は新陳
代謝がたいへん早い動物です。そのため、摂取
の機会を増やすことで、ハーブの有効成分を消
化の際に吸収されやすくすることができます。

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

まずはリキッドハーブからご使用をお始めいた
だき、コストパフォーマンスの高いドライハーブ
にお切り替えいただくのが、効率的かもしれま
せん。犬用のリキッドハーブは、そのまま食事
に混ぜてご使用いただけます。1 日あたりの摂
取量を 2 食にわけてご使用いただくとより効果
的です。好き嫌いが多い神経質な犬には、スポ
イトなどを使用した経口投与も可能です。
リキッドハーブ・ゴールドタイプのパッケージは、
頑丈なプラスチックタイプ。10mℓ~25mℓ の
目盛りがついた計量タンクが付属した、使い勝
手の良いものとなっています。成分、使い方、
保存方法などはパッケージラベルに記載されて
いますので、ご確認ください。
使用量は犬の体重に応じてご調整ください。
体重 5kg / 1~2 ㎖を 1 日 2 回
体重 10kg / 2~4 ㎖を 1 日 2 回
体重 20kg / 4~8 ㎖を 1 日 2 回
体重 30kg / 6~12 ㎖ l を 1 日 2 回
体重 40kg / 8~16 ㎖を 1 日 2 回

バイタルデイリーヘルス
愛犬の健康と活力を最高の状態に維持するため
に、最も効果的な 8 種の植物成分を厳選しまし
た。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、抗酸化物質、
微量元素を補給します

容量タイプ：50g、125g、250g

アップルサイダー
ビネガー
健康に良いサプリメント
として古くから知られる
リンゴ酢。
ヒルトンハーブのリンゴ
酢は、リンゴの果実を丸
ごと使用しているため、
カリウム、リン、ナトリウム、
カルシウム、鉄分を豊富に
含んでいます。
酸度 5% 未満に調整済みで、
食餌・飲み水にそのまま
加えることができます。
あらゆる年齢の動物たちの
健康と活力をサポートします。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

ガーリックオイルパール
イオウ、油分、ビタミン B 群を豊富に含むガー
リックオイルを、 カプ セルタイプで。 一 粒で
1.05mg のオイルが摂取できます。ガーリックは
消化器系・呼吸器系をサポートし、内部寄生虫
への抵抗力を維持する効能にも優れます。

容量タイプ：500 粒、1,000 粒

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp
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Nerves & Hormones

（神経とホルモン）
トランキリティ

バランスの良い穏やかな神経系を保ち、落ち着
いた振る舞いを維持するためのハーブサプリメ
ント。不安感が強い犬、緊張状態・ストレス状
態にある犬、興奮しやすい犬、神経質な犬にご
使用ください。救助犬にも。
興奮剤、鎮痛剤の成分は配合していません。

容量タイプ：50g、125g、250g

トランキリティゴールド
ドライタイプのトランキリティと同じ成分をリキッ
ドタイプで。吸収を早めてすぐに効果を得たい
ときにご使用ください。トレーニング期間中や
環境が変化した時、旅行の際などに効果的です。
緊張状態にある犬や神経質な犬にも。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

アグナスカスタス
地中海沿岸で産出されるアグナスカスタスは、
雄、雌両方のホルモンバランスを整える効果に
優れたハーブとして何世紀も前から知られてい
ます。偽妊娠の傾向がある雌犬や、興奮しやす
い犬にご使用ください。

容量タイプ：100 ㎖、250 ㎖

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

（運動能力・エイジング）
ベテラン

モビリティーサポート

老齢犬の健康全般をサポートする、とても口当
たりのよいハーブミックス。心臓、肝臓、腎臓
の機能を健康に維持しながら、筋骨格系、血液
循環、リンパ系、泌尿器系、消化器系の働きを
助けます。老齢犬の生活を充実させるため、ぜ
ひベテランをご使用ください。

結合組織の正常な働きを維持するのに欠かせな
い純 MSM、グルコサミンと同様の効果を持つ
天然由来成分のバンブーエキス、デビルズクロ
ウ、メドースィート、ヤロー、ジンジャーを配合し、
心臓血管の働きとしなやかな関節の動きをサポ
ートします。あらゆる年齢の犬の最適な運動能
力を引き出します。

容量タイプ：50g、125g、250g
容量タイプ：50g、125g、250g

ベテラン ゴールド
ドライタイプのベテランと同じ成分をリキッドタ
イプで。吸収を早めてすぐに効果を得たいとき
にご使用ください。老齢犬の重要臓器の働きを
サポートし、生理作用全般の健康を維持するた
めに最適なアイテムです。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

TLC ローション
冷却効果・収斂効果に優れたローション。塗布
しやすいクリーミータイプです。アルニカ、コン
フリー、ルタグレーブチンキを配合しました。腱
とじん帯を守るため激しい運動の前後にご使用
ください。レースやアジリティなどの競技に参加
している犬に最適です。

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖

マッスルマジック
アルニカ、コンフリーのチンキ類をラベンダー
精油に配合し、筋肉の疲れや痛みを緩和します。
塗布しやすく、吸収の早いクリーミータイプのロ
ーションです。気になる部分に優しくマッサージ
しながら擦り込んでください。あなたの犬もきっ
と喜ぶはずです !

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖

レリーフ ゴールド
筋骨格系の働きをサポートし最適な運動能力を
引き出すために効果的なハーブチンキを厳選
し、アップルサイダービネガーとブレンドしまし
た。体内への吸収率が高く、吸収までの時間も
短いリキッドタイプです。アジリティなどの競技
に参加している犬をはじめ、ねん挫や筋肉疲労
を起こしやすい環境にある犬に最適です。

容量タイプ：500 ㎖、1ℓ

イージーアルニカ
あちこちぶつかることが多い犬にぴったり! 鎮静
作用と冷却効果に優れたアロエベラジェルを、
たっぷりのアルニカチンキとカモミール精油、ラ
ベンダー精油とブレンドしました。べたつかな
い感触で塗布しやすく、小さな掻き傷、擦り傷、
打撲、筋肉疲労、ねん挫などに最適です。 開
いた傷口にはご使用にならないでください。

容量タイプ：200 ㎖

DOGS
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Special Support

（スペシャルサポート）
クッシエックス

内分泌系の正常な働きを助け、健康でバランス
のとれた状態を維持するためのハーブサプリメ
ント。ホルモンバランスを整え、肝臓と腎臓を
健康な状態に保つ効果に優れるとして、評価の
高い商品です。愛犬の活力と美しい毛並みを取
り戻しましょう。
投薬治療中でも問題なくご使用いただけます。

容量タイプ：50g、125g、250g

LBM ソリューション
（尿漏れに苦しむ雌犬のためのハーブミックス）
おねしょをしてしまった雌犬や老齢犬が、どんな
に動揺するかご存知の方も多いと思います。寝
床をきれいにしてあげるためにかかってしまう
余計な手間よりも、愛犬のそんな様子を見るこ
との方がよっぽど辛いと考える方も多いでしょう。
この症状が出やすい犬種がいくつかあります。
ドーベルマンもそんな犬種の一つ。ヒルトンハ
ーブのメディカルハーバリストであるヒラリーの
愛犬、ドーベルマンの雌犬もこれに苦しみ、そ
れをサポートするために最適なハーブチンキを
厳選、配合して生まれたのがこのリキッドタイプ
のサプリメントです。
膀胱の正常な働きをサポートし、尿路の健康な
状態を維持するハーブを使用しています。ホル
モン剤は配合されていません。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

ハッカウェイ

※ 日本特注品

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。

容量タイプ：50g、125g

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

KD ソリューション
尿砂・尿路結石が出来
やすい犬種があると言
われますが、最近の研
究ではスツルバイト結
石やシュウ酸結石など
出来やすい石の種類も
特定できるようになり、その
リスクを減らすための食餌法や生活
環境の改善が推奨されています。
KD ソリューションは、鎮静効果・抗結石効果の
高いハイドランジア（アジサイ）、グレーベルル
ーツ（ヒヨドリ花）、ペリトリーオブザウォール（ヒ
カゲミズ）のチンキ類を配合したリキッドハーブ。
腎臓、膀胱、尿路の働きをサポートします。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

CDRM ソリューション
イギリスの獣医からのオーダーで、その患者の
ジャーマンシェパードドッグのサポートのために
処方されたハーブミックスです。神経系、循環
器系、筋骨格系の健康な状態を維持する効能に
優れたハーブチンキ類を厳選して配合していま
す。
後脚の運動能力と筋肉をコントロールする力が
衰えている犬のためのサプリメントであるモビリ
ティーサポートと合わせてご使用いただくと効果
的です。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖、1ℓ

DOGS
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イミュニティプラス

バイレックスクリーム（ツーヤ配合）

生活の中で起こる様々な事柄に対処していくた
めに欠かせないのは、免疫系の健康で正常な
働き。どんな犬にも、時にはそれを保つための
特別なサポー トが必要となることがあります。
イミュニティプラスは、エキナセア根、ミルクシ
スル、ゴツコーラ、ネトル、ローズヒップ、クリ
バーズ、シーウィードなどの、強く健康な免疫
系の働 きをサポートすることで知られる植物成
分を豊富に配合した、ヒルトンハーブオリジナ
ルの口当たりのよいサプリメント。愛犬の免疫
系の働きに不安を感じたら、ぜひご使用になっ
てみてください。

収斂効果に優れるウィッチヘーゼル、荒れた皮
ふに優しいカレンデュラ精油、抗ウィルス作用
の高いツーヤチンキを、鎮静効果の高いカレン
デュラのクリームにあわせました。皮ふが本来
持つ免疫反応力に働きかけて、その力をサポー
トします。腫れ物、こぶなど、ウィルスへの抵抗
力が弱った皮ふの疾患にご使用ください。デリ
ケートな部分にも安心してお使いいただける上、
口に入ってしまっても問題ありません。

容量タイプ：50g、125g、250g

使い方：少量を一日二回塗布してください。

容量タイプ：30g、130g

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Digestion（消化器系）
ガストリエックス

ピュリファイ

消化器系全般の働きをサポートしながら健康な
状態に保つ、鎮静効果の高いハーブミックス。
消化に関する全ての機能を隅々までケアするサ
プリメントです。
ストレスや食餌の変化、環境の変化などで消化
器官の働きのバランスを崩してしまった時に、
その機能を正常に戻し、食物が自然に消化でき
る状態になるようサポートを行います。

身体、環境、食餌を含む様々な要因がもたらす
不調を解消するためのサポートを行うサプリメ
ント。駆虫剤、インスタント食品、環境毒素、
老化などの影響でバランスを崩した健康状態
を、肝臓、腎臓、リンパ系、消化器系、泌尿器
系、排泄機能の働きを強化するハーブミックス
で正常な状態に回復させ、維持します。

容量タイプ：50g、125g、250g
容量タイプ：50g、125g、250g

NR グリュエル
栄養価が高く、消化器系全般の鎮痛・鎮静をサ
ポートする働きに優れたハーブミックス。離乳
期の子犬にも、消化器官が弱った高齢犬にも大
きな効果を発揮します。世界中の多くのブリー
ダーや愛犬家の方々から長い間ご愛用いただい
ている高品質のサプリメントです。

容量タイプ：125g

スリッペリーエルム
スリッペリーエルムは、粘液に富むと
いう性質の特別なハーブ。
消化器系の鎮痛、鎮静、回復をサポート
する効果に優れています。
生まれて間もない動物にもご使用いた
だけるほど安全。
ガストリエックスや NR グリュエルにも
配合されています。
※ 日本ではお取り扱いしておりません

NR ガーリックプラス
犬が本来持っている内部寄生虫への抵抗力を強
め、維持するサプリメント。

容量タイプ：50g、125g

トップコート

シーウィード & ローズヒップ

輝く毛並みとコンディションの良い皮ふは、犬の
健康状態が整っていることの表れ。トップコート
はそれを念頭にハーブを厳選したサプリメント
です。アレルギーや肌の炎症に対する、犬が本
来持っている抵抗力を強化する効能に優れたハ
ーブ類に加え、炎症を冷却・鎮静するハーブ、
毛並みと皮ふを清潔に保つサポートをするハー
ブ類を配合。鼻の先からしっぽまで、皮ふをベ
ストな状態に維持します。

ビタミン B、C、D、E を含むビタミン類、ヨウ素、
鉄分、イオウ、カルシウム、銅、マグネシウム、
セレンなどの微量元素、20 種類のアミノ酸を自
然にバランスよく摂取できるよう、海草のケルプ
とローズヒップシェルというパワフルな組み合わ
せのハーブミックスを処方しました。消化器系、
神経系、循環器系、筋骨格系をサポートするの
に不可欠な栄養分を配合し、歯、爪、毛並み、
皮ふを強く健康に保ちます。

容量タイプ：50g、125g、250g

容量タイプ：125g、250g、500g

フィトバーム
ヒルトンハーブの「マジッククリーム」などと呼
ばれることもありますが、その名に恥じないス
ペシャルなアイテムです ! 抗カビ作用・抗菌作
用と鎮静効果に優れ、軽いけがや切り傷、擦り
傷、炎症からふけ対策にまでご使用いただける
クリーム。カレンデュラ、ハイペリカム、ミルラ
精油およびエッセンス、ミツバチパワーが凝縮
された蜂蜜とプロポリスが、肌の状態を整え鎮
静する効果の高いシアバターベースにブレンド
されています。
優れたスキンケア効果で知られるカレンデュラ
と、体液がにじみでてじくじくした傷口や粘膜部
分への塗布に最適とされるミルラを組み合わせ
ることで、どんな敏感な部分にも安心してお使
いいただけるクリームとなりました。なめて口に
入ってしまっても無害です。便利で驚くほど効果
の高いアイテムです !

バージンヘンプオイル
必須脂肪酸オメガ 3、オメガ 6 をふんだんに含
む優れたオイル。毎日の食餌に加えるだけで、
健康で滑らかな皮ふと、ふさふさとした毛並み
が保たれます。

容量タイプ：30g、130g

容量タイプ：250 ㎖、1ℓ

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp
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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を配合
し、自然の力で発色も艶やかな美しい毛並みを
維持します。

ブルー
黄ばみを取り除いて、毛並みにきらきらとした真
っ白な輝きを取り戻します。全身、または胴や
脚などが白い毛並みの犬たちに。ベストシャン
プー賞受賞アイテム。

ブラック
黒ヘナ、ネトル抽出成分、ローズマリー精油を
配合した贅沢なシャンプー。黒、こげ茶の毛並
みに深みに満ちた輝きを取り戻します。太陽に
さらされ白茶けた毛並みに抜群の効果を発揮し
ます。

チェスナッツ
チョコレートブラウンの犬たちに。ウォールナッ
ツ抽出成分と赤ヘナをブレンドすることで、チョ
コレートブラウン、褐色、ぶちの毛並みに、深
みに満ちた豊かな発色とつややかな輝きを与え
ます。

コールタール
抗カビ・抗菌作用に優れた薬用シャンプー。心
地よい香りと、清涼感、洗浄効果の高い泡立ち
で、くすみ、乾燥、かゆみ、匂い、ベタつきな
どのトラブルを抱えた毛並みをケアします。

グリーン
ネトルエッセンスとローズマリー精油の働きで、
清潔で健康な皮ふと毛並みを維持するシャンプ
ー。毛並みの色を問わずご使用いただけます。

容量タイプ：200 ㎖、500 ㎖

チックツイスター
黒ダニをつぶさず取り除くためのスティック。ど
んなサイズ、どんな場所にも対応できます。
「チックツイスター」の優れた効果

• 皮ふに食い込んだ口の部分も残さず駆除でき
ます。

• 腹部をつぶさず取り除くので、ライム病などへ
の感染の危険を最小限にとどめます。

• エチルエーテルなどの化学薬品とは無縁です。
• 駆除にかかる時間は数秒。痛みもありません。
コードナンバー 91002 ｰ 2 本セット
※ 日本ではお取り扱いしておりません

ブロッサム
優れた洗浄効果とコンディショニング効果の両
方をお求めの方に。さわやかなリンゴの花の香
りと、しっとりとした感触をもたらすシアバター、
小麦胚芽、アロエベラを配合し、美しく香りも
良い、健康的に輝く毛並みに仕上げます。
ブロッサムシャンプーをお買い上げいただく毎
に、代金の 5% が、ガン研究基金に寄付されま
す。

CATS
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Cats猫

Natural Supplements
for Cats（猫用ナチュラルサプリメント）
商品の製法について

使用法

ヒルトンハーブの猫用商品は、3 倍希釈した最
高品質のハーブの溶液に甘味のある植物性グリ
セリンを加えることで、とても口当たりの良いサ
プリメントに仕上がっています。

体重 1kg の猫には、4 滴を一日 2 回が適量です。
平均的な大きさの猫（体重 4kg）の場合、16
滴を一日 2 回与えて 50 ㎖のボトルが 30 日分と
なります。

空腹時に飲ませるのが最も効果的です。食餌の
30 分前に飲ませることで、体内への吸収が早ま
ります。直接口に入れてあげるか、少量の食餌
やブイヨンに混ぜて摂取させてください。適量
を前足にたらしてなめさせてあげても良いでしょ
う。
摂取をいやがる場合はこれらの方法を試してみ
てください。一つはあうものが見つかるはずで
す。ヒルトンハーブの農場のなかで最も凶暴な
猫でさえ、前足にハーブをたらした途端、幸せ
そうになめはじめました。

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

（神経とホルモン）

CATS

Nerves & Hormones
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猫は家族の一員。だからこそ、狩猟して食べて毛
繕いをして眠るという、猫本来のライフサイクル
が当たり前に手に入る、安心でリラックスした環
境を確実に与えてあげるようにしたいものです。
とても不幸なことですが、私たちが今一緒にいる
猫のうちの何匹かは、私たちのところにくる前に
ひどい扱いを受けたり捨てられたりといった悲し
い過去を持っています。
言うまでもないことですがそんな猫は情緒に問
題を抱えがち。でも受けた扱いを考えれば、彼ら
が怯えがちだったり、心配性だったり、攻撃的だ
ったり、二度と人間を信じられなかったりするこ
とは、むしろ当然のことと言えるでしょう。
猫は本来狩猟本能を持っています。子猫が楽しそ
うに紙を丸めて作ったボールを追っかけたり、段
ボール箱の裏に隠れて待ち伏せしたり、おもちゃ

のねずみに飛びついたりするのは、全てこの本
能の現れ。虫や鳥、葉っぱ、羽、ぬいぐるみなどを
追いかける行為は、DNAに組み込まれた習性な
のです。
この事実はペットビジネスを営む人たちにも良
く知られており、ネズミや鳥や虫が走り回ったり
動き回ったりする様を模倣した猫用のおもちゃ
は何千となく市場に出回っています。実際、毎日
おもちゃのネズミで遊んだり棒状のおもちゃを追
いかけたりすることで狩猟本能はある程度満た
されます。
これは猫が心身ともに健康な状態を保つために
とても重要なこと。遊びを繰り返すことで、退屈が
まぎれ、ストレスが解消され、健全な毎日を送る
ことができるのです。

キティコーム
ヘルシーな食餌を与えて心身の刺激に気を配
り、ありったけの愛情を注いでいても、他のや
むを得ない状況で飼い猫がストレスを感じはじ
めてしまうことも時にはあります。騒音や花火、
周囲の環境の変化、新しい猫や赤ん坊の登場な
ど、猫の感情に動揺を与える要素は様々。精神
の不調が身体的な疾患につながることもあるの
で注意が必要です。
少しでも思い当たる節があれば、あなたの猫は
生活に順応してリラックスするのが難しいと感じ
始めているのかもしれません。そんな時は、キ
ティコームの出番。穏やかでリラックスした状態
を取り戻すのに最適な、鎮静効果に優れるハー
ブを厳選して配合しています。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Mobility & Seniors（運動能力・エイジング）
美しく謎めいた容姿はもちろん、生まれ持った抜
群のバランス感覚としなやかで優美な動作で、私
たちを惹き付けてやまない猫。
その仕草を眺める
だけで楽しくてしょうがないという想いを持って
いる方も少なくないはずです。
けれど残念ながら、
どんなに気をつけて世話をし
ていても時がもたらす変化だけは防ぐことができ
ません。人間と同じように猫も年をとり、内臓や筋

肉、免疫力、呼吸器系も徐々にその働きに支障を
来らすようになっていきます。
時を戻すことはできないけれど、ハーブの自然の
力を借りて日々の生活をなるべく快適にしてあげ
ることは可能です。ヒルトンハーブのアイテムは、
しなやかで丈夫な関節や筋肉と、内臓、消化器
官、免疫システムの正常な働きを保ち、健康全般
をサポートします。

キティシニア
いつまでも子猫のような雰囲気を保っていたとしても、時は必ず何らかの影響
をもたらすもの。キティシニアは、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、消化器系器官、肝臓、腎臓を健康に保ち、運動能力を維
持する効能に優れたハーブを厳選し、甘くて口当たりの良い植物性グリセリン
とミックスしています。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471
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心も身体もできるだけ自然に近い状態に置くこと
が重要という考えに基づき、ヒルトンハーブは、
どんなペットもヘルシーでナチュラルな食餌を与
えられるべきだ、と常日頃から主張しています。
質の良い食餌、ストレスの軽減、そして出来る
だけ本来の動物の生態に近い自然な環境。この
3 点に気を配れば私たちの大切な友の健康は本
質的に改善されるはずです。ただし、生活の大
半を外で過ごすことが許される猫もいれば、め
ったに家の外に出ることのできない飼い猫がい
ることも現実です。
肉体的にも精神的にも健やかで満ち足りた状態
を維持するために、食餌に気を配りながら、狩
猟本能を満たす遊びを生活に取り入れてあげて
ください。

キティイーズ

キティコンフォート

新鮮で健康的な食餌がもたらすメリットを身体
中に行き渡らせるためには、全ての消化器官が
きちんとした働きをこなしていることが大前提。

どんな動物でもたまにお腹が痛くなったり、消
化器官の炎症をおこしたり、毛玉でトラブルを
おこしたりすることはあります。たいていは身体
にあわないものを口にしてしまったことが原因
で、すぐに収まることがほとんどです。

ヒルトンハーブ独自配合のハーブエキスと甘くて
飲みやすい植物性グリセリンをミックスしたキテ
ィイーズは、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。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

CATS

Digestion（消化器系）

ただし、不快な症状が長引くと健康に悪いのも
また事実。キティ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、腸や粘膜を含
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、必要な栄養素を正常に吸収でき
るようサポートします。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Special Support

（スペシャルサポート）

毎日愛情を込めて世話をしている大切な猫が、
さらに特別なケアやサポートを必要としたときの
ために。
ヒルトンハーブのスペシャルケアカテゴリーは、
そんな状態に陥った猫たちが、元気を保ちなが
ら幸せに毎日を過ごし完全な健康を取り戻すた
めに特別に配合されたアイテムを揃えています。

キティイージー P

キティ KD

猫は、雄でも雌でも泌尿器系の疾患にかかりや
すい動物です。尿が出づらくなったり逆に粗相
が多くなったりするようであれば、それは不調の
サイン。すぐに獣医に相談してください。身の
回りを清潔に保ちたい猫という動物にとって、こ
の病気は肉体的にも精神的にも苦痛をもたらし
ます。
甘くて飲みやすいキティイージー P は、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効
果的。毎日続けてご使用ください。

腎機能を正常に保つことは、年齢を問わずどん
な猫にとってもとても大切なこと。年をとるにつ
れて内臓器官を健康に保つ重要性は増していき
ますが、中でも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。
甘くて飲みやすいキティ 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。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

キティミューン
免疫反応の低下も猫が陥りやすい不調の一つ。
甘くて飲みやすいキティミューンは、エキナセア
ルートをはじめ、免疫系を正常に保つとされる
種々のハープをたっぷりと配合しています。免疫
系の不調を感じたらご使用になってみてくださ
い。

容量タイプ：50 ㎖、100 ㎖

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

POULTRY & BIRDS

Poultry
& Birds
家禽・鳥
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Natural Supplements
for Birds（鳥用ナチュラルサプリメント）
野生の鳥は、健康を維持し寄生虫から身を守るた
めに、どんな植物、ハーブ、草、種、根、果実を
摂取すべきかを本能的に知っています。
不幸なことに、飼われている鳥たちには健康を守ってくれる自然の植物や種に自ら接する機会がありま
せん。このことは、心身の状態に大きな影響を及ぼします。さらに、繁殖や観察されること、産卵、
寄生虫、換羽などのストレスが加わると、健康が冒されるリスクは高まります。
ヒルトンハーブのサプリメントは、籠で飼われている鳥だけではなく、家禽にもご使用いただけます。
最近増えている、採卵のために鶏や養鶏の雌鳥を飼育される方々にも重宝いただけるアイテムが揃っ
ています。私たちも養鶏を行っていますが、とっぴな仕草の鶏たちにあっという間に惹き付けられ、す
ぐに彼らを家族の一員と考えるようになったことをよく覚えています。愛情を注げば注ぐ程鶏たちもそ
れに応えてくれるのも、養鶏の魅力の一つです。
質の高い食餌、清潔な環境、好きに動き回れる自由に加え、適切なハーブサプリメントを与えれば、
鳥や家禽の健康状態は驚く程良好になります。ハーブが野生の血を目覚めさせ、自らの健康を守ろう
とする力を引き出す手助けになるのです。 このカタログで紹介しているアイテムは全て、家禽、籠で
飼われている鳥の両方に同じ効果を発揮します。

リキッドハーブ
リキッドハーブのパッケージは、10 ㎖ ~25 ㎖の目盛りがついた計量タンクが付属した、使いやすいプ
ラスチックボトル。成分、使い方、保存方法などはパッケージラベルに記載されていますので、ご確
認ください。

使用法：

• よく振ってからご使用ください。
• 飲み水に混ぜてご使用ください。（100 ㎖につき 20 滴 =1 ㎖。1ℓ につき 10 ㎖）
• 飲み水を換える時に、ハーブを適宜加えてください。
ご参考：複数のハーブを組み合わせてご使用いただけます。

POULTRY & BIRDS
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Respiration（呼吸器系）
エアウェイズ ゴールド
様々なアレルギー源や大気中の刺激物、バクテリアやカビがもたらす感染
症から身を守るために、鳥が本来持っている自然の抵抗力を高める効能
に優れたハーブサプリメント。呼吸器系が健康であることは、家禽にも籠
で飼われている鳥にも、とても重要。
エアウェイズゴールドは、気道、鼻腔をはじめとする呼吸器系全般の機能
を正常で効率の良い状態に維持するサポートを、自然の力で行います。
抗菌、抗カビ、抗酸化作用の高いハーブを配合し、大気中の刺激物やア
レルギー源、感染症への抵抗力を強めます。
空気の良くない場所や、狭い場所で密集して飼われている鳥へのご使用
をお勧めします。

容量タイプ：250 ㎖

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

General Health（毎日の健康のために）
デイリーヘンヘルス

アップルサイダービネガー

家禽にも籠で飼われている鳥にもご使用いただ
けます。

丸ごとリンゴの良さ全てが詰まったボトル !
全ての動物や鳥たちの健康に効くサプリメントと
して古くから知られるリンゴ酢。カリウム、リン、
ナトリウム、カルシウム、鉄分、微量元素を豊
富に含んでいます。搾りかすではなく、リンゴ
の果実を丸ごと使用し、人間が飲んでも問題な
いほどの品質を実現しています。飲み水 1ℓ に
つきリンゴ酢 10 ㎖を加えてご使用ください。鳥
の健康全般と充実した活力をサポートします。

• 日々の健康と充実した活力
• 寄生虫への抵抗力
• 質の良い卵の生産能力
• 消化器系の機能効率
• 羽毛と皮ふのコンディション
• 羽毛の発色と輝き
• 循環器系の機能効率
• 神経系の健康な働き
• 肝臓と腎臓の機能効率
• 呼吸器系の機能効率
などを自然の力でサポートするハーブサプリメン
トです。
大切な鳥たちの健康と活力を最高の状態に維持
するために、ビタミン、抗酸化物質、ミネラル、
微量元素、アミノ酸を豊富に配合しています。
毎日継続的にご使用ください。

容量タイプ：250 ㎖、1ℓ
さらに大容量のタイプもご提供できます。

シーウィード &
ローズヒップ

使用法：食餌や穀物にふりかけて与えてください。

大地の恵みと海の恵みの最
強のコンビネーション ! シ
ーウィードとローズヒップシ
ェルをミックスすることで、強壮効果に優れた
効率のよいミネラルサプリメントに仕上がりまし
た。
天然由来の成分のみを配合し、ヨウ素、鉄分、
イオウ、カルシウム、銅、マグネシウム、セレニ
ウムなどの微量元素とベータカロチン、B1、B2、
B12、C、D、E のビタミン類、20 種以上のアミ
ノ酸をバランスよく提供します。
シーウィードとローズヒップには、健康で強靭な
消化器系、循環器系、筋骨格系、神経系の状
態を維持しサポートする効果があります。換羽
期にご使用いただくと、艶やかで深みのある色
合いの羽毛への生え変わりをサポートします。

※ 日本ではお取り扱いしておりません

※ 日本ではお取り扱いしておりません

容量タイプ：500 ㎖

ガーリックパウダー
抗菌、抗カビ作用に優れた、無添加のガーリッ
クパウダー。ビタミン B とイオウを豊富に含み、
消化器系の働きを正常に保ちながら、寄生虫へ
の抵抗力を高めます。

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

POULTRY & BIRDS
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Digestion

（消化器系）

Special
Support

（スペシャルサポート）

デトックス ゴールド

イミュニティゴールド

肝臓と腎臓の働きを正常に維持する効能に優れ
た、使いやすいリキッドタイプのハーブサプリメ
ント。ちょっとした不調の際にご使用ください。
改良を加え、より効果の高いアイテムに仕上が
っています。「春のデトックス」など定期的に取
り組んでいる寄生虫対策があれば、そのタイミ
ングにあわせてこのサプリメントを投与いただく
と効果的です。市販薬とも問題なく併用いただ
けます。

免疫系の健康な働きと反応を維持する
ためのサポートが必要な時に。エキナ
セア根、ビタミン、ミネラル、抗酸化
物質および感染症への正常な抵抗力
をサポートする効能に優れたハーブを
豊富に配合した、摂取しやすいサプリ
メントです。

• 肝機能
• 肝細胞再生機能
• 消化機能
• リンパ系
• 腎機能
• 泌尿器系

繁殖期や長期の移動、ショウ、競技期
間、不調からの回復期など、ストレス
を感じる状況に置かれた鳥にご使用く
ださい。

容量タイプ：250 ㎖

などの正常な働きを維持する作用に優れていま
す。

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

その他、
鳥のためのアイテム
スーパーソニック
加熱したリンシードとヘンプオイルに、様々なハ
ーブをミックスし油分たっぷりのサプリメントに仕
上げました。活力を瞬時に与え、羽毛と皮ふを最
上の状態に整えます。観賞用の鳥に。

アニスシード
口当たりが良く食欲を促進します。キジの飼育に。
鳥とのより親しい関係を築くのにも役立ちます。
※ 日本ではお取り扱いしておりません

ヘンプオイル
オメガ 3、オメガ 6 をふんだんに含む優れたオイ
ル。羽毛と皮ふを美しく整えます。穀物や食餌に
ふりかけてご使用ください。

フィトバーム
抗カビ作用・抗菌作用と鎮静効果に優れたハー
ブバーム。軽いけがや切り傷、擦り傷に。なめて
口に入ってしまっても無害です。

バッチフラワーリカバリーレメディ
心を落ち着けたいときに。ストレスや不安を感じ
ている素振りが見られたら、飲み水に混ぜて与え
てください。

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

PIGEONS
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Pigeons
ハト

Natural Supplements
for Pigeons（ハト用ナチュラルサプリメント）
ヒルトンハーブのハト用サプリメントは、競技用、
繁殖用、観賞用の全てのハトのために処方を行って
います。大切なハトを心身ともに健康で最高の状態
に維持するためにご使用ください。

ドライハーブサプリメント
穀物を与える際に表面を湿らせ ( ヒルトンハー
ブのリキッドハーブをご使用いただくとさらに効
果的です )、スプーン 1 杯のドライハーブを加え
てください。よく混ぜ合わせた後、時間を置か
ずに与えてください。計量は付属の計量スプー
ンで行ってください。

ご参考：複数のハーブを組み合わせてご使用い
ただけます。

リキッドハーブ・ゴールドタイプ
リキッドハーブのパッケージは、10mℓ~25mℓ
の目盛りがついた計量タンクが付属した、使い
やすいプラスチックボトル。成分、使い方、保
存方法などはパッケージラベルに記載されてい
ますので、ご確認ください。

使用法：
以下のいずれかの方法でご使用ください。

方法 1：

（ご使用前によく振ってください）飲み水に混ぜ
てご使用ください（100 ㎖につき 20 滴 =1 ㎖。
1ℓ につき 10 ㎖）
。飲み水を換える時に、ハー
ブを適宜加えてください。

方法 2：

（ご使用前によく振ってください）穀物・食餌に
混ぜてご使用ください（1kg につき 10 ㎖）ハ
ーブがしっかり穀物の表面に浸透するよう、よく
かき混ぜてください。乾くまで待ってから与えて
ください。

方法 3：

（ご使用前によく振ってください）穀物・食餌に
混ぜてご使用ください（1kg につき 10 ㎖）ハ
ーブがしっかり穀物の表面に浸透するよう、よく
かき混ぜてください。さらにドライハーブを加え
ます（ガーリックパウダー、ブリュワーズイース
トなど）よく混ぜ合わせた後、時間を置かずに
与えてください。
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Respiration（呼吸器系）
エアボーン
呼吸器系を最良の状態に維持し、真っ白な肉垂を保つナチュラルハー
ブサプリメント。抗カビ・抗菌作用に優れるハーブを厳選し、

• 健康で汚れのない肺
• 健康で汚れのない気道・鼻腔
• 大気中のアレルギー源や刺激物への抵抗力
• 粘膜の正常な働
• カビやバクテリアによる感染症への抵抗力
• 鋭い眼力とすっきりとした視界
を維持します。
呼吸器系に特別なサポートが必要な際にご使用いただくことをお勧め
します。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖

General Health（毎日の健康のために）
ビタミン プラス

（旧デイリーハーブパワー）
ビタミン、抗酸化物質、ミネラル、微量元素、
アミノ酸を含む、ナチュラルハーブサプリメント
です。植物、ハーブ、種、根、花およびその他
の自然成分だけを配合し、必要な栄養素のバラ
ンスよい摂取を可能にしました。
濃縮タイプのハーブチンキを使用したこのサプ
リメントを継続的に摂取することで、健康で活
力にあふれた状態を年間を通じて維持できます。
ビタミンプラスで摂取できる栄養素

• ビタミン類 :A、ベータカロチン、B1（チアミン）、
B2（リボフラビン）
、B3（ナイアシン）、B5（パ
ントテン酸）、B6（ピリドキシン）
、B9（葉酸）
、
H または B7（ビオチン）
、B12、C、D、E、K、
P（ルチン）
• 20 種のアミノ酸
• 抗酸化物質
• 60 種以上のミネラルおよび微量元素（カリウ
ム、鉄分、カルシウム、リン銅、ヨウ素、イ
オウ、マグネシウム、シリコーン、フッ素、ナ
トリウム、マンガン、セレニウム、亜鉛、塩素
など）

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖

ガーリック ジュース
健康をもたらすガーリックのパワーを、手軽に
鳥たちに与えましょう。ビタミン B とイオウを豊
富に含み、抗菌・抗カビ効果に優れたプレバイ
オティクスとしての働きを持つガーリックは、最
良の健康状態を保ちながら消化器系・呼吸器系
の働きをサポートします。寄生虫への抵抗力を
強める効果も。食餌または水に加えて与えてく
ださい。
※ 日本ではお取り扱いしておりません

ガーリック パウダー
ガーリックジュースと同じ効能をパウダータイプ
で。穀物に混ぜて与えてください。
※ 日本ではお取り扱いしておりません

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471
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サイダービネガー
丸ごとリンゴの良さ全てが詰まったボトル !
全ての動物や鳥たちの健康に効くサプリメントと
して古くから知られるリンゴ酢。カリウム、リン、
ナトリウム、カルシウム、鉄分、微量元素を豊
富に含んでいます。搾りかすではなく、リンゴ
の果実を丸ごと使用し、高品質を実現しています。
飲み水に加えてご使用ください。鳥の健康全般
と充実した活力をサポートします。

容量タイプ：250 ㎖、1ℓ
さらに大容量のタイプもご提供できます。

バージンヘンプオイル
必須脂肪酸オメガ 3、オメガ 6 をふんだんに含
む優れたオイル。瞬時に疲労回復をサポートす
るため、訓練や競技、ショウの時や、換羽期に
最適です。羽毛を美しく整える効果もあります。
ヒルトンハーブのバージンヘンプオイルは、最
高品質のフランス産オイルを低温圧搾法で採取
したものです。

容量タイプ：250 ㎖、1ℓ

ブリュワーズイースト
ビタミン B を豊富に含み、神経系と消化器系の
正常な働きを維持します。

容量タイプ：125g、500g、1kg

スーパーソニック
油分を豊富に含む、口当たりのよいサプリメン
ト。食餌に加えることで、瞬時のエネルギー補
給が可能になります。

• 穀類ベースでないエネルギー補給
• 抗酸化作用
• 神経系の正常な働きと細胞再生をサポートす
る、必須脂肪酸オメガ 3、オメガ 6 配合

• 羽毛発育の強力サポート
• タンパク質、アミノ酸、ビタミン A・B・C・E、
植物性ステロイド配合

訓練期間中に継続的にご使用いただくと、エネ
ルギーレベルが改善されます。またレースの前
に瞬時にエネルギー補給したいときにも役立ち
ます。鑑賞用の鳥の換羽期にご使用いただくと、
たっぷりの油分とハーブの働きで、羽の抜けか
わりをサポートし、健康で強い羽に生育させます。
使用法：穀物の表面を湿らせてから、スーパー
ソニックを加えます。500g の穀物に 15 ㎖の計
量スプーン山盛り 1 杯が適量です。よくかき混
ぜた後、時間を置かずに与えてください。
サプリメントに含まれる油分の酸化を防ぐため、
開封後は容器のふたをしっかり閉めた状態で冷
蔵庫で保存することをお勧めします。
15 ㎖の計量スプーンは容器に入っています。

容量タイプ：250g、500g

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp

Special Support（スペシャルサポート）
スーパーフィット

リ・クープ プラス

訓練・競技の時期にご使用いただくのに最適な
サプリメントです。下記の効能と特徴があります。

レース後の疲労回復のためのデトックスをサポ
ートするハーブサプリメントです。オレガノとタ
イムに含まれる天然のフェノールが消化器官の
正常な働きを維持し、しっかりとした糞を出す
健康な便通へ導きます。オレガノ、タイム以外
にも抗菌・抗カビ効果に優れたハーブを厳選配
合。下記をサポートし、鳥の健康を守ります。

• スタミナアップ
• 細胞の酸素摂取サポート
• 乳酸の排出促進
• 老廃物の排出促進
• 肝機能・腎機能の正常化
• 肺機能の正常化
• ストレス耐性・疲労耐性の強化
• 外的プレッシャーへの耐性強化
• 免疫力強化
• 循環機能の正常化
• クリアな視界の維持
• ビタミン B12 配合による赤血球生成のサポー
トと神経系の正常化
• 高濃度抗酸化物質配合

訓練・競技の期間に継続的にご使用ください。
競技後の疲労回復にはリ・クープ プラスとの併
用をお勧めします。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖

Helpline: 03-3483-1455 Fax: 03-3483-1471

• 乳酸の排出促進
• 疲労からの素早い回復
• しっかりとした便
• 血中毒素の浄化
• 肝機能・腎機能の正常化
• 消化器官の有用バクテリアのバランス状態の
維持

• 消化器系・呼吸器系感染症への抵抗力の強化
競技後の 2~3 日間にご使用ください。スーパー
フィットとの併用が効果的です。

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖
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イミュニティプラス

トレーニングパック

競技、繁殖、訓練、換羽期などは、鳥の免疫
系に大きなプレッシャーを与える要因となります。
そんな時には、エキナセア根、シベリアジンセ
ンをはじめ、スタミナ維持や、強い免疫系とス
トレスや感染症への抵抗力強化、回復力の強化
に優れた効果を示すハーブを豊富に配合したイ
ミュニティプラスをご使用ください。
ミネラル、ビタミン、抗酸化物質、抗菌・抗カ
ビ成分、強壮成分を含み、下記の効能と特徴が
あります。

トレーニング中の鳥に効果的なハーブを集めま
した。年齢を問わずご使用いただけます。

• 鳥が本来持っている免疫力の維持・強化
• 疲労からの素早い回復
• 感染症への抵抗力の強化
• 高濃度抗酸化物質配合
• リンパ系の正常化
• 白血球の生成と再生
• ストレスへの抵抗力強化
• ミネラル、微量元素、ビタミンの高濃度配合
競技、長期の移動、ショウ、雛の飼育などの期
間や、他の鳥との接触を強いられる環境下にあ
るなど、強度のストレスにさらされているときに
ご使用ください。

セット内容：エアボーン、イミュニティプラス、リ・
クープ プラス、スーパーフィット（各 250 ㎖タイ
プ）
※ 日本ではお取り扱いしておりません

レーシングパック
競技の前、間、後に効果的なハーブを
集めました。
セット内容：スーパーフィット、
リ・クープ プラス、スーパーソニック
（各 250 ㎖タイプ）
※ 日本ではお取り扱いして
おりません

容量タイプ：250 ㎖、500 ㎖

ヒルトンハーブの専任エキスパート、マイク・ス
タッドンの監修のもとにセレクトした鳥用ハーブ
詰め合わせセットもご用意しています。マイクが
実際に自分の愛鳥に使用しているアイテムばかり
を集めたセットを、ぜひ一度お試しください。

Email: helpline@hiltonherbs.jp www.hiltonherbs.jp
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Obtaining our products has
never been easier, just choose
the method that suits you
best. For Hilton Herbs stockists
worldwide, call the Helpline
or look on our website.
Mail Order – contact our Helpline who will
be happy to answer any of your questions,
take your order, and arrange for delivery of
your goods. Payment can be by credit card,
cheque, or cash for personal callers who will
also receive 10% discount.
On our website – visit www.hiltonherbs.com
for full details of all Hilton Herbs products,
special offers and online shopping.
From our Tradestand – we attend several
of the larger horse shows, horse trials and
dog shows in the UK and Europe. Contact
our Helpline for dates and venues.

ヒルトンハーブヘルプライン:

Tel: 03-3483-1455
Fax: 03-3483-1471
helpline@hiltonherbs.JP
www.hiltonherbs.JP

