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ショールームと貸切事前予約制のドッグランを
併設しております。お気軽にお立ち寄りください。

［受付時間］月曜～金曜 9：30～17：00
（土日祝、年末年始を除く）

商品についてのお問合せや、食事についての
ご相談は上記へお気軽にお寄せください。

2019年の大雨の影響により明神橋が通行止めとなっています。県道への迂
回をお願いします。途中狭い箇所もございます。ご不便をおかけしますが、お
気をつけてお越しください。(2022年2月末工事終了予定)



自分の犬に胸をはって

与えられるものを作ること。

創業時から今も、

そしてこの先も

変わることはありません。

私たちは、「安心・安全」を

第一に商品を作っています。
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栄養素 単位 AAFCO
幼犬用基準

AAFCO
成犬用基準

シンプレックス フェカリス１０００

チキン ホース ポーク チキン タラ ホース ポーク ビーフ サーモン

●タンパク ％ 22.5 以上 18.0 以上 54.0 56.4 57.4 51.0 43.0 46.0 22.0 41.0 28.0 

　アルギニン ％ 1.0 以上 0.51 以上 3.35 3.14 3.16 2.86 2.93 1.64 1.25 1.61 1.45 

　ヒスチジン ％ 0.44 以上 0.19 以上 1.70 1.76 1.90 1.51 0.98 0.82 0.63 0.73 0.64 

　イソロイシン ％ 0.71 以上 0.38 以上 2.29 2.17 2.10 2.27 2.36 1.12 0.81 1.29 1.16 

　ロイシン ％ 1.29 以上 0.68 以上 4.35 4.36 4.32 3.61 3.82 1.87 1.44 2.26 1.92 

　リジン ％ 0.90 以上 0.63 以上 4.51 4.15 4.21 3.95 4.47 2.09 1.63 2.50 2.03 

　メチオニン ％ 0.35 以上 0.33 以上 1.41 1.33 1.46 1.23 1.46 1.04 0.44 0.89 0.81 

　メチオニン＋シスチン ％ 0.70 以上 0.65 以上 2.02 2.02 2.19 1.68 1.87 1.42 0.65 1.37 1.05 

　フェニルアラニン ％ 0.83 以上 0.45 以上 2.16 2.26 2.21 1.90 1.79 1.04 0.75 1.29 1.08 

　フェニルアラニン＋チロシン ％ 1.30 以上 0.74 以上 4.12 4.10 4.09 3.70 3.58 1.87 1.44 2.26 1.98 

　トレオニン ％ 1.04 以上 0.48 以上 2.46 2.36 2.42 2.27 2.36 1.27 0.94 1.53 1.22 

　トリプトファン ％ 0.20 以上 0.16 以上 0.63 0.68 0.65 0.67 0.57 0.60 0.25 0.65 0.35 

　バリン ％ 0.68 以上 0.49 以上 2.57 2.51 2.58 2.44 2.52 1.27 0.94 1.53 1.40 

●脂肪 ％ 8.5 以上 5.5 以上 24.9 21.6 22.2 15.9 5.9 17.9 54.7 13.5 7.5 

　リノール酸 ％ 1.3 以上 1.1 以上 6.3 5.9 5.2 2.1 1.6 2.2 5.6 1.9 1.9 

　α-リノレン酸 ％ 0.08 以上 - 0.28 0.43 0.29 0.92 1.06 1.94 0.94 0.97 0.81 

　EPA＋DHA ％ 0.05 以上 - 0.32 0.27 0.29 0.15 0.49 0.14 0.13 0.16 0.81 
　リノール酸＋アラキドン酸：
　αリノレン酸＋EPA＋DHA 30：1 30：1 10.9：1 8.5：1 10.4：1 2：1 1.1：1 1.1：1 5.4：1 1.7：1 1.1：1

●ミネラル

　カルシウム ％ 1.2 ～ 1.8 0.5 ～ 1.8 1.2 1.2 1.2 1.4 0.8 1.2 1.2 1.2 1.8 

　リン ％ 1.0 ～ 1.6 0.4 ～ 1.6 1.2 1.2 1.1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 

　カルシウム :リンの比率 1：1～2：1 1：1～2：1 1：1 1：1 1：1 2：1 2：1 2：1 2：1 1.5：1 2：1

　カリウム ％ 0.6 以上 0.6 以上 1.0 1.0 1.0 1.1 0.6 1.0 0.6 1.0 0.8 

　ナトリウム ％ 0.3 以上 0.08 以上 0.89 0.89 0.91 1.85 1.05 1.79 1.44 0.97 1.40 

　塩化物 ％ 0.45 以上 0.12 以上 0.45 0.45 0.48 3.19 1.54 2.99 2.44 1.53 2.21 

　マグネシウム ％ 0.06 以上 0.06 以上 0.13 0.13 0.13 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 

　鉄 mg/kg 88 以上 40以上 139 508 191 162 122 194 125 282 110 

　銅 mg/kg 12.4 以上 7.3 以上 25.3 25.4 26.1 42.0 40.7 52.2 37.5 185.5 40.7 

　マンガン mg/kg 7.2 以上 5.0 以上 12.7 12.7 13.0 17.0 16.0 22.0 19.0 24.0 23.0 

　亜鉛 mg/kg 100 以上 80以上 135 250 213 445 439 343 319 403 209 

　ヨウ素 mg/kg 1.0 ～ 11 1.0 ～ 11 3.0 3.0 2.6 3.8 3.7 4.5 3.6 3.9 3.4 

　セレン mg/kg 0.35 ～ 2 0.35 ～ 2 1.27 0.85 1.30 0.76 0.57 0.37 0.38 0.65 0.41 

●ビタミン・その他

　ビタミンA IU/kg 5000 ～
250000

5000 ～
250000 129536 182203 230000 173950 67886 46567 57438 152419 45523 

　ビタミンD IU/kg 500 ～ 3000 500 ～ 3000 1047 1394 1315 2109 2179 2298 2281 2508 2860 

　ビタミンE IU/kg 50 以上 50以上 219 229 265 605 706 620 433 648 516 
　チアミン
　（ビタミンB1） mg/kg 2.25 以上 2.25 以上 135.02 122.88 139.13 58.90 47.60 62.60 59.10 58.40 52.00 

　リボフラビン
　（ビタミンB2） mg/kg 5.2 以上 5.2 以上 11.4 28.0 29.6 28.2 22.7 30.1 23.3 80.6 21.9 

　パントテン酸
　（ビタミンB5） mg/kg 12 以上 12以上 55 51 48 100 50 84 64 126 67 

　ナイアシン
　（ビタミンB3） mg/kg 13.6 以上 13.6 以上 274.3 203.4 252.2 373.9 464.2 291.8 474.4 887.1 499.4 

　ビタミンB6 mg/kg 1.5 以上 1.5 以上 5.9 5.1 7.0 38.3 27.7 36.6 29.8 42.7 29.9 

　葉酸 mg/kg 0.216 以上 0.216 以上 2.574 5.085 2.739 8.400 5.540 5.820 5.340 8.950 3.830 

　ビタミンB12 mg/kg 0.028 以上 0.028 以上 0.063 0.678 0.152 0.255 0.132 0.177 0.134 0.223 0.145 

　コリン mg/kg 1360 以上 1360 以上 4810 7797 5130 1815 1638 1537 1992 8145 1767 



株式会社バンガードインターナショナルフーズは1997年6月に千葉県佐倉市にて
創業し、おかげさまをもちまして創業25周年を迎えます。
これもひとえにお客様の日頃のご支援、ご愛顧の賜物であり、心より感謝申し上げ
ます。

自分の犬に胸をはって与えられるものを作りたいとの思いを抱き、日本のフード
メーカーとしてスタートしました。
当初は「メンテナンス」という1つのドライフードから始まった会社ですが、お客様の
お声と時代のニーズにあわせながら、様々な商品をご提供し続けてまいりました。

この先も「大切な家族の一員だからできるだけの事をしてあげたい」という初心を
忘れず、皆様に安心・安全をお届けできるよう、努力し続けてまいります。

25周年を迎えられましたことに深く感謝し、今後とも何卒、ご支援ご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

代表取締役社長

寺嶋　秀司

ご挨拶



人工の防腐剤・着色料・香料不使用
毎日の食事が健康に与える影響を考えて、人工の防腐剤・着色料・香料は不使用。
防腐剤を使わないための取り組みとして、ビタミン E や抗酸化酵素を配合しています。

日本発のオリジナルフード
日本特有の気候や環境を考えて、日本に住む犬のために設計。
スペースに恵まれず運動不足になりやすいことから、脂肪分やカロリーを抑えています。

良質の原材料を厳選
人間への使用が禁止された原材料は不使用。また、優れた原材料の入手を考え、
米国、日本、ニュージーランドなどで製造しています。

こだわり



できたてのおいしさをお届け
できたてのおいしさをお届けするため、ドライフードは製造直後に真空パック。
商品にあわせて、ガスバリアパッケージ、不活性ガスの充填、脱酸素剤の使用など、酸化対策を施
しています。

メーカーとしては初めて商品の詳細情報を公開
安心してご使用いただくために、商品に使用している全ての原材料とその原産国をホームページ
にて公開。また、第三者機関で成分を検査し、結果を公表しています。
※中国産原材料は一切使用していません。

www.natural-harvest.co. jp



ナチュラルハーベストは日本で暮らす犬のために、日本特有の気候や環境を考えたフードづくりを目指しています。

欧米と比較してスペースに恵まれず運動不足になりやすい日本。
そこで日々暮らす犬たちのために、脂肪分とカロリーを抑えて必要なタンパク質と栄養を補う、日本発のドライフード。

フードをつくる際、タンパク質源として必要となる原材料に肉類があります。
すべて精肉でまかなうことも可能ですが、肉本来の旨みが味わえる精肉には脂肪分も多く、脂肪もカロリーも高いフー
ドとなってしまいます。

そこで私たちの目指すフードをつくるために、精肉やミートミールを組み合わせて使用しています。

ミートミールは、骨や内臓、その他部位を取り除いた精肉(筋肉部位)から水分と脂肪分を取り除いて粉状にしたお肉
で、タンパク質の量を減らすことなく、脂肪分やカロリーを抑えることができる安心の原材料です。

しかし、ミートミールについては誤解されることも多く、なぜ「ミートミール」を使っているのかとのお声をいただくことも
少なくありません。
そんなとき、私たちはこう答えます。「私たちの目指すフードづくりに必要だからです」

精肉とミートミール、それぞれの良さを生かして脂肪分やカロリーを抑えた私たちの目指すフードをつくること。
私たちは大切な家族のために原材料を厳選しています。

良質の原材料を厳選



Q. ミールは危険じゃないの？

Q.ミールを使わないとフードは作れないの？

Q. ミールは人が食べることができるの？

普段、皆さんの食卓に上る食材ではありませんが、焼きそばの風味付けなど人の食用にも利用され
ています。

「ミール」を使用しなくてもフードを作ることは可能です。
ナチュラルハーベストでも「メンテナンススモール フィッシュ( P18 )」のように100％ミートのフード
もあります。
作りたいフードの特性と使いたい原材料の持つ脂肪分などによって、精肉のみだったり、ミールと組み合
わせたり…。
ベストなバランスで設計します。

「メンテナンススモール フィッシュ」の場合は、元々、脂肪分が少ない白身魚を使用しているので
ミート100％でも低脂肪・低カロリーを維持することができます。
食材にはそれぞれ特徴がありますので、フードの特性に併せて安心・安全な原材料を厳選してい
ます。

「ミール」にはいくつかの種類があり、中には骨や内臓など食べられない部位が使用されたものも
存在します。
ナチュラルハーベストでは全て精肉 ( 筋肉部位 ) から作った肉粉を使用していますのでご安心くだ
さい。

＊表記の方法が統一されていないため誤解を招くことも・・・
ナチュラルハーベストではラム肉のミートミールを「ラムミール」と表記しますが、各社によって表記はまちまち。
骨や内臓、その他の部位が混ざった原材料を「ラム」や「乾燥ラム」と表記しても、日本では法律上問題はないため、

「ラム」、「ラム肉」、「ドライラム」、「乾燥ラム肉」、「ラム肉粉末」、「ラム肉ミール」、「肉類(ラム)」と様 な々表記がされ
ています。
ナチュラルハーベストでは、お客様に正しい情報を発信したいと考えて可能な限り誤解を招くことのない正確な
原材料名を表記しています。

ミールについての疑問にお答えします
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● 食事の選び方

Q. ごはんってどう選んだらいいの？
ドライフードやレトルトフード、手作り食など色々ありますので、まずは栄養バランスの整った『総合栄養食』をベースに、生後1～1.5歳
までは幼犬用、7歳までは成犬用、7歳以降はシニア犬用を選んでください。
総合栄養食のドライフードと水があれば栄養は足りますが、もっとおいしくしたい、水分をとらせたい、食べ飽きを防ぎたい時には、レト
ルトフードや手作り食のトッピングもおすすめ。ナチュラルハーベストのレトルトフードはすべて栄養バランスが整った総合栄養食です
のでトッピングしても栄養バランスを崩しません。

Q. 総合栄養食とは？
ワンちゃんが生きていくために必要な水以外の栄養素が全て含まれたフードを総合栄養食と呼びます。ナチュラルハーベストでは世界
的に広く利用されるAAFCO栄養基準を採用しています。AAFCO栄養基準には幼犬用の基準と成犬用の基準があり、内容も定期的
に見直されています。一部の疾病は栄養制限が必要ですが、それ以外のワンちゃんは必ず総合栄養食を選びましょう。

Q. AAFCO栄養基準って何？
AAFCO栄養基準とは、米国飼料検査官協会の定めた栄養基準のことで、フードの栄養基準として広く利用されています。この基準に
適合していれば、基本的に生きていくために必要な栄養素は全て満たされると考えられています。

Q. ワンちゃんにネコちゃんのフードを与えていい？
たまに与えるなら大丈夫ですが、ワンちゃんとネコちゃんでは必要とされる栄養素のバランスが違うため、日常的にあげることはおすす
めしません。商品に「犬用」「ドッグ○○」とあるものがワンちゃん用、「猫用」「キャット○○」とあるものがネコちゃん用です。

● 食事の与え方

Q. 食事の量はどうやって決めるの？
パッケージやカタログには1日あたりの給与『目安』量を記載しています。
ワンちゃんも体質があり、太りやすい・痩せやすいなど個体差があります。また運動量、年齢、生活環境、季節によっても給与量は変わり
ます。はじめて与える際は給与目安量から10％ほど減らして、便や毛づやの状態を見ながら少しずつ増やしてください。一般的に便が
固い・毛づやが悪くなる場合は量が少ない、便が軟らかい・被毛がべたつく(脂っぽい)場合は量が多いといわれています。

Q. 一日あたりの必要カロリーってどのくらい？
複数の商品を組み合わせる時などにご参考ください。

Q. トッピングの量はどれくらい？
レトルトフードをトッピングする場合、レトルトフードを30g増やした時にはドライフードを10g減らします。手作り食をトッピングする
場合、偏りを防ぐためにも色々な食材を取り入れながら、フード100gに対して10～20gを目安にトッピングしてください。

1 日あたりの必要カロリーの目安

体重 ～ 3 ヶ月 ～ 6 ヶ月 ～ 9 ヶ月 10 ヶ月～ 成犬 ７歳～ 減量時

0.5kg 198kcal 126kcal 91kcal 75kcal 63kcal 57kcal 50kcal

1kg 315kcal 200kcal 144kcal 119kcal 100kcal 90kcal 80kcal

2.5kg 582kcal 370kcal 266kcal 220kcal 185kcal 166kcal 148kcal

5kg 926kcal 588kcal 423kcal 349kcal 294kcal 265kcal 235kcal

7.5kg 1215kcal 771kcal 555kcal 458kcal 386kcal 347kcal 309kcal

10kg 1473kcal 935kcal 674kcal 556kcal 468kcal 421kcal 374kcal

20kg 2344kcal 1488kcal 1072kcal 884kcal 744kcal 670kcal 595kcal

30kg 3076kcal 1953kcal 1406kcal 1160kcal 976kcal 879kcal 781kcal

40kg 3730kcal 2368kcal 1705kcal 1407kcal 1184kcal 1066kcal 947kcal

50kg 4331kcal 2750kcal 1980kcal 1634kcal 1375kcal 1238kcal 1100kcal

Q&A
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Q. おやつは必要なの？
ワンちゃんにとっておいしいおやつは喜びであり、トレーニングやコミュニケーションツールとなります。また、適量のおやつは健康補助
にもおすすめ。しっかり噛むことは、歯みがき効果だけでなく歯やアゴを刺激して唾液を出させて消化を助けたり、頭に程よい刺激を与
えてエイジングケアにもつながります。また、素材を乾燥させたおやつは、お水を飲む量を増やしたり、消化しやすいのでフードへトッピ
ングすることもできます。食べすぎには要注意ですので1日の必要カロリーに対して10～20%程度に留めてください。

Q. フードを切り替えるタイミングは？
フードはワンちゃんの成長期、運動量、内臓機能の低下などにあわせて切り替える必要があります。生後1歳（大型犬は1歳半）くらいま
でが幼犬用フード、生後1歳～10歳くらいまでは成犬・シニア犬用フード、10歳以上でハイシニア用フードに切り替えることをおすすめ
しています。切り替えるときは、以前食べていた食事に新しいフードを少量ずつ混ぜながら、1週間くらいで新しいフードに切り替えるよ
うにしましょう。

Q. フードの切り替え方を教えて
急に新しいフードへ切り替えるとお腹がびっくりして体調を崩す事があります。フードを切り替えるときには以前食べていたフードに新
しいフードを少しずつ混ぜて1週間～10日かけて切り替えてください。

● 保管方法

Q. 保存方法を教えて
開封前の商品は直射日光や高温多湿を避けて、家の中のなるべく涼しい暗い場所で保管してください。

●開封後の保存(ドライフード)
密封できる袋に移し替えて冷暗所で保存してください。開封後は1ヶ月以内になるべく早く使い切ってください。冷蔵庫での保管はカビ
の原因になりますのでおすすめしません。

●開封後の保存(レトルトフード)
開封後は密封容器に移すか、パッケージをしっかり封をして冷蔵庫で保管し2～3日以内に使いきってください。その間にも温度変化
などによりカビが生える場合がありますのでご注意ください。

●開封後の保存(おやつ・常温タイプ)
しっかり封をして冷暗所で保存してください。開封後は1ヶ月以内になるべく早く使い切ってください。
＊「冷暗所で保管」と書いてある商品はカビが生える場合があるので冷蔵庫に入れないでください。

●開封後の保存(おやつ・冷蔵タイプ)
「開封後は冷蔵庫で保管」と書いてある商品はしっかり封をして冷蔵庫で保存し1週間以内に使いきってください。その間にも温度変
化などによりカビが生える場合がありますのでご注意ください。

● その他

Q. 原材料の原産国とは？
安心して商品をご使用いただくために、全ての原材料の原産国を公表しています。
＊中国産の原材料は使用しておりません。

Q. 前回と色やにおいが違うみたい
人工の着色料や香料を使用していないので、原材料の産地や収穫時期、製造時の気温や湿度、微妙な熱の加わり方などで、色やにお
いが常に変化します。また同じ原材料でも季節によって品種が異なることもあります。更に同じ製造ロットでも原料調達の都合により
色や香りが変わる場合もあります。

Q. 急に食べなくなったけど
ワンちゃんは開封して時間が経過したフードを敬遠することがありますので、できるだけ鮮度を保ち、なるべく早く使い切ってください。
また同じフードでも食べ飽きたり、原材料の季節的な変化で食べなくなることがあります。そうした時にはぬるま湯でふやかしたり、レト
ルトフードやトッピングで香りに変化をもたせてください。

Q. 賞味期限を教えて
真空パックのドライフードの場合、製造から2年、レトルトフードも2年、その他おやつ等は1年となっております。
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プライム
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ

プライム
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ

マイリトル
ダーリン

パピー
［チキン］

メンテナンス
スモール 
[ ラム ]

メンテナンス
スモール

[ ターキー ]

メンテナンス
スモール

[ フィッシュ ]

シュープリーム メンテナンス 
[ビーフ＆チキン]

幼犬 ★★★ ★★★

成犬 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

シニア犬 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

ハイシニア犬 ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★

牛 ■

鶏 ■ ■ ■ ■

羊 ■

七面鳥 ■ ■ ■

魚 ■ ■ ■

イノシシ ■ ■

グレインフリー ■ ■ ■

粗タンパク質(以上) 32.5% 25.0% 18.0% 22.0% 18.0% 25.0% 25.0%

粗脂肪(以上) 13.0% 15.0% 8.0% 8.0% 7.5% 10.0% 11.0%

粗繊維(以下) 3.0% 5.5% 4.0% 5.0% 5.0% 3.5% 5.5%

カロリー(kcal/100g) 345kcal 348kcal 320kcal 311kcal 318kcal 329kcal 326kcal

グルコサミン
コンドロイチン ■ ■ ■ ■ ■

オメガ6脂肪酸 2.5% 3.1% 1.3% 2.5% 2.2% 2.1% 1.5%

オメガ3脂肪酸 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 1.1% 0.3% 0.5%

プロバイオティクス ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ブルーベリー
クランベリー ■ ■ ■ ■ ■ ■

月見草油 ■ ■ ■ ■ ■

粒サイズ 小粒 標準粒 標準粒 標準粒 標準粒 標準粒 大粒

ドライフード

※粒サイズは目安です。数ミリ程度変化します。
小粒　( 幅 4 ～ 8 ミリ×厚さ 3 ～7 ミリ )　　標準粒　( 幅 8 ～12 ミリ×厚さ 4 ～ 8 ミリ )　　大粒　( 幅 10 ～14 ミリ×厚さ 8 ～12 ミリ )
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粒の色・大きさ( 膨らみ方 )・においに違いがあることがあります。
それは製造する時期ごとに最適な原材料を使い、人工の着色料や香料などを使用していないから。
自然な食材を自然なままに、余計なものは加えない。
いつもと違うと少し心配に思うかもしれませんが、品質上問題ありませんので安心してご使用ください。

ベーシック
フォーミュラ

ベーシック
フォーミュラ セラピューティックフォーミュラ（食事療法食）

メンテナンス 
[ ラム ]

シニアサポート
ハイシニア用

レジームスモール
ダイエット用

レジーム
ダイエット用

カロン
スキンケア用

フラックス
結石ケア用

キドニア
腎臓ケア用

★★★

総合栄養食
では

ありません

★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★

■ ■

■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

18.0% 25.0% 25.0% 25.0% 27.0% 23.0% 15.0%

8.0% 9.0% 5.0% 5.0% 14.0% 10.0% 10.0%

4.0% 4.0% 10.0% 10.0% 2.5% 4.0% 3.0%

320kcal 318kcal 286kcal 286kcal 354kcal 327kcal 339kcal

■ ■ ■ ■

1.3% 1.6% 1.3% 1.3% 2.7% 1.4% 3.1%

0.6% 0.9% 0.4% 0.4% 1.2% 0.9% 1.1%

■ ■ ■ ■

■ クランベリー クランベリー

■ ■

大粒 標準粒 標準粒 大粒 標準粒 標準粒 標準粒
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マイリトルダーリン
「少量でもしっかり栄養が摂れる」
小型犬や幼犬のための
グレインフリーフード

粒イメージ

小粒

ワイルドボア―( イノシシ )、ターキー ( 七面鳥 )、
メンハーデン( ニシンの仲間 )、鶏卵など数種のタン
パク質源とポテトを使用 

プライムフォーミュラ

●ポータブルパック /1 袋 100g
120401 1 袋 ¥400
120402 30 袋セット ¥11,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 1.25lb(566g)
110401 1 袋 ¥1,600
110402 2 袋セット ¥2,900
110403 6 袋セット ¥7,900
110404 12 袋セット ¥15,500

＊価格は税抜き

グレインフリー

▲真空パック ▲ポータブルパック

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

345kcal/100g
●保証分析値
粗タンパク質 32.5％以上 粗脂肪 13.0％以上 
粗繊維 3.0％以下 粗灰分 7.0％以下 
水分 10.0％以下
●カロリー 345kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.5%：0.7%

平均116g

1カップ

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

ワイルドボアーワイルドボアー
ターキーターキー

メンハーデンメンハーデン
鶏卵鶏卵
&&

ポテトポテト
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GRAIN
FREE

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

タウリン

心臓や眼の健康維持

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ワイルドボアー ( オーストラリア、米国 )、ターキー ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、ターキーレバー ( 米国 )、ターキーハート ( 米国 )、えんどう豆 ( 米国、カ
ナダ )、ターキーミール ( 米国 )、チキンミール ( 米国、ブラジル、アルゼンチン )、ポテトプロテイン ( 米国、カナダ )、メンハーデンミール ( 米国 )、鶏
脂肪 ( ビタミン E で酸化対策済 )( 米国 )、鶏卵 ( 米国 )、タラ肝油 ( ノルウェー )、トルラ酵母 ( 米国 )、ビール酵母 ( 米国 )、えんどう豆繊維 ( 米国、カ
ナダ )、亜麻仁 ( カナダ )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、海塩 ( 米国 )、亜鉛酵母 ( 米国 )、イヌリン ( ベルギー )、プロバイオティクス ( アシドフィル
ス菌、カゼイ菌、フェシウム菌 )( 米国 )、昆布 ( カナダ )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、日本 )、タウリン ( 日本 )、ビタミン
E( 米国、フランス )、キレート銅 ( 米国 )、L −カルニチン ( チェコ )、ラクトフェリン ( 米国 )、ビタミン C( フランス )、ユッカ ( 米国、メキシコ )、グレー
プシード抽出物 ( 米国 )

● 1日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼犬期

～ 3 か月 55g 90g 170g 270g 350g 425g 680g 890g 1080g 1255g
～ 6 か月 35g 60g 105g 170g 225g 270g 430g 565g 685g 795g
～ 9 か月 25g 40g 75g 125g 160g 195g 310g 410g 495g 575g
10 か月～ 20g 35g 65g 100g 135g 160g 255g 335g 410g 475g

成　犬 20g 30g 55g 85g 110g 135g 215g 285g 345g 400g
シニア犬 15g 25g 50g 75g 100g 120g 195g 255g 310g 360g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳まで幼犬期の給与量を調節して 3 回以上に分けて与えてください。
◆避妊 ･ 去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

高栄養・超小粒・小袋サイズ
身体の小さな愛犬は、体重に対して栄養要求量が高いので栄
養価を高め、食べやすいように超小粒にしました。食の細い子
や幼犬、また普段より栄養を必要とする活動犬や母犬にも。

豊富なタンパク質
四肢動物・鳥・魚・豊富なタンパク質を取り入れてアミノ酸バ
ランスを向上。

最高のナチュラルフード
食材が持つ自然の栄養素だけで AAFCO 栄養基準適合を目
指した最高品質のナチュラルフード。

グレインフリー
犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の
代わりにポテトを配合したグレインフード。

健康な腸内環境をサポート
病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティ
クスを配合。

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 2.5% 0.7%

比率 3.5：1

( 実測値 )
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パピー［チキン］
健やかな未来のために
丈夫で健康な身体を作るためのフード

標準粒

チキンチキン
＆＆

玄米・大麦玄米・大麦「しっかり栄養」「おいしく食べる」「お腹の健康」
３つの力でパピーの成長をサポート
おいしくて栄養満点なチキンに成長期に必要な栄養
素をバランスよく配合
妊娠中・授乳中の母犬にもおすすめ

●ポータブルパック /1 袋 100g
120121 1 袋 ¥300
120122 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
110121 1 袋 ¥2,700
110122 2 袋セット ¥5,000
110123 4 袋セット ¥9,400
110124 8 袋セット ¥17,600

＊価格は税抜き

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

348kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 25.0％以上 粗脂肪 15.0％以上 
粗繊維 5.5％以下 粗灰分 6.5％以下 
水分 10.0％以下
●カロリー 348kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=3.1%：0.7%

平均98g

1カップ

▲真空パック ▲ポータブルパック

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

粒イメージ

ベーシックフォーミュラ
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オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

タウリン

心臓や眼の健康維持

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキン ( 米国、ブラジル、アルゼンチン )、チキンミール ( 米国、ブラジル、アルゼンチン )、玄米 ( 米国 )、大麦 ( 米国 )、鶏脂肪 ( ビタミン E、クエン酸で
酸化対策済 )( 米国 )、えんどう豆繊維 ( カナダ )、エムファイバー ( 米国 )、亜麻仁 ( 米国、カナダ )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、ビール酵母 ( 米国 )、
魚油（メンハーデン由来 )( 米国 )、海塩 ( 米国 )、リン酸カルシウム ( 米国 )、塩化カリウム ( 米国 )、タウリン ( 日本 )、ブルーベリー ( 米国 )、クランベ
リー ( 米国 )、塩化コリン ( 米国、カナダ )、キレート亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタミン E ( ドイツ、米国 )、キレート鉄 ( ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、
キレート銅 ( 米国、チリ、メキシコ )、ビタミン A( スイス )、キレートマンガン ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、パントテン酸カルシウム ( スコット
ランド)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、ビオチン (フランス)、ビタミンB12(フランス)、ビタミンD3(スイス)、ヨウ素(EDDI)
( インド )、葉酸 ( フランス )、セレン酸ナトリウム ( 米国 )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、プロバイオティクス ( アシドフィルス菌、カゼイ菌、サー
モフィルス菌、フェシウム菌 )( 米国 )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( モロッコ )

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼犬期

～ 3 か月 55g 90g 165g 265g 350g 425g 675g 885g 1070g 1245g
～ 6 か月 35g 55g 105g 170g 220g 270g 430g 560g 680g 790g
～ 9 か月 25g 40g 75g 120g 160g 195g 310g 405g 490g 570g
10 か月～ 20g 35g 65g 100g 130g 160g 255g 335g 405g 470g

成　犬 20g 30g 55g 85g 110g 135g 215g 280g 340g 395g
シニア犬 15g 25g 50g 75g 100g 120g 190g 255g 305g 355g

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。
◆避妊･去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。
◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

Fresh Chicken
アミノ酸をバランスよく豊富に含んだ高タンパク質なチキン
で理想的な体型に。

しっかり栄養
丈夫で健康な身体を作るためしっかり栄養をとることが大事。
タンパク質や脂肪分、ビタミン、ミネラルをバランスよく。

身体を作る大事な時期
パピーは身体の基礎が作られる一生の中でも特に大事な時
期。小型犬・中型犬は 1 歳くらい、大型犬は 1.5 歳くらいまで
を目安にパピー用のフードで健やかに成長。

おいしく食べる
成長に必要な栄養素をきちんと取りいれることが大切。その
ためにおいしく食べる嗜好性を追求。

成長を支える脂肪分
発達途中の消化器はタンパク質や炭水化物の消化が苦手。パ
ピーにはエネルギーとして働く適量の脂肪分が大切。

菌活＆腸活
4 種の善玉菌を毎日補給、豊富な食物繊維で善玉菌を活発
に維持して腸内環境をサポート。健康な腸で食べ物をしっか
り吸収・健やかな成長を。

健やかな成長を願って
心臓や眼の健やかな成長と健康維持に欠かせないタウリン、
抗酸化成分ポリフェノールが豊富なブルーベリー ･ クランベ
リーを配合。
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メンテナンス スモール [ ラム ]
メンテナンス [ ラム ]
タンパク質源を限定したシンプルな
低アレルギーフード

「L−カルニチン」豊富なラム肉と消化のよい白米を使用 
消化の良さとアレルギーに配慮し、シンプルを追求 
食べやすい標準粒とカリカリと噛みたい子のための
大粒もご用意

ラムラム
＆＆

白米白米

●真空パック /1 袋 7lb(3.1kg)
110201 1 袋 ¥4,700
110202 2 袋セット ¥8,400
110203 4 袋セット ¥16,400

＊価格は税抜き

▲メンテナンス　真空パック

▲メンテナンス

▲ポータブルパック

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
110301 1 袋 ¥2,900
110302 2 袋セット ¥5,400
110303 4 袋セット ¥10,200
110304 8 袋セット ¥19,200

＊価格は税抜き

▲メンテナンススモール　真空パック

▲メンテナンススモール

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用 
●原産国名　米国

320kcal/100g

平均97g

1カップ

標準粒

平均93g

1カップ

大粒

粒イメージ 粒イメージ
●保証分析値
粗タンパク質 18.0％以上 粗脂肪 8.0％以上 
粗繊維 4.0％以下 粗灰分 6.0％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 320kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.3%：0.6%

●ポータブルパック(メンテナンススモール)
/1袋100g

120301 1 袋 ¥300
120302 30 袋セット ¥8,000
●ポータブルパック(メンテナンス)

/1袋100g
120201 1 袋 ¥240
120202 30 袋セット ¥6,500

＊価格は税抜き

ベーシックフォーミュラ
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● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 60g 90g 120g 145g 235g 305g 370g 430g

シニア犬 30g 50g 85g 110g 130g 210g 275g 335g 385g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ラム ( ニュージーランド、オーストラリア )、ラムミール ( ニュージーランド )、精製白米 ( 米国 )、えんどう豆繊維 ( カナダ )、米ぬか ( 米国 )、えんどう
豆タンパク質 ( カナダ )、鶏脂肪 ( ビタミン E で酸化対策済 )( 米国 )、亜麻仁 ( カナダ )、ビール酵母 ( 米国 )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、リン酸カ
ルシウム ( 米国 )、塩化カリウム ( 米国 )、海塩 ( 米国 )、ブルーベリー ( 米国 )、クランベリー ( 米国 )、タウリン ( 日本 )、プロバイオティクス ( アシドフィ
ルス菌、カゼイ菌、フェシウム菌 )( 米国 )、月見草油 ( 低温圧搾 )( 米国 )、塩化コリン ( 米国、カナダ )、キレート亜鉛 ( 米国、メキシコ )、グルコサミン
塩酸塩 ( 米国、インド、ベトナム )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、ビタミン E( 米国、フランス )、キレート鉄 ( 米国 )、ベタイン ( 米国 )、キレートマン
ガン ( 米国 )、キレート銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン酸カルシウム ( イギリス )、ベータカロテン ( ド
イツ、スイス、フランス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、硝酸チアミン ( ド
イツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、日本 )、葉酸 ( フランス )

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

Fresh Lamb
食事が楽しみになるように嗜好性に優れた生のラムを使用。

免疫力の高い身体を維持
γリノレン酸の豊富な月見草油 （低温圧搾 )、アントシアニン
豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の
高いローズマリー抽出物を配合。

低アレルギー
原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。

低脂肪・低カロリー
筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロ
リーに。

健康な関節を維持
関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを
配合。

消化に優れた精製白米
難消化成分を除去した精製白米を使用し、消化器の負担を
軽減。

元気な消化器を維持
熱に弱いプロバイオティクスをフード冷却後に配合 *。
*20 万 CFU/g

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 1.3% 0.6%

比率 2.3：1

( 実測値 )

成犬もシニア犬も
年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

ポリフェノール

エイジングケア

タウリン

心臓や眼の健康維持



16

粒イメージ

メンテナンススモール
[ ターキー ]
穀物の消化を苦手とする子のための
ターキーのシンプルフード
チキンと比べ脂肪分が少なくタンパク質の多い
ターキー ( 七面鳥 )とポテトを使用 
穀物不使用でアレルギーに配慮、シンプルを追求 
豊富なタンパク質と低カロリーでしなやかな身体を 

●ポータブルパック /1 袋 100g
120311 1 袋 ¥300
120312 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
110311 1 袋 ¥2,700
110312 2 袋セット ¥5,000
110313 4 袋セット ¥9,400
110314 8 袋セット ¥17,600

＊価格は税抜き

ターキーターキー
＆＆

ポテトポテト

▲真空パック ▲ポータブルパック

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

311kcal/100g

平均 101g

1カップ

●保証分析値
粗タンパク質 22.0％以上 粗脂肪 8.0％以上 
粗繊維 5.0％以下 粗灰分 7.5％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 311kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.5%：0.6%

標準粒

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

グレインフリー

ベーシックフォーミュラ
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● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 60g 95g 125g 150g 240g 315g 380g 440g

シニア犬 30g 55g 85g 110g 135g 215g 285g 345g 400g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ターキー (米国)、ターキーミール (米国)、ポテト (米国)、タピオカスターチ (ベトナム、タイ)、えんどう豆 (米国、カナダ)、ビートファイバー (カナダ、
日本 )、鶏脂肪 ( ビタミン E、クエン酸で酸化対策済 )( 日本、米国 )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、亜麻仁 ( カナダ、米国 )、ビール酵母 ( 米国 )、海塩 ( 米
国 )、炭酸カルシウム ( 米国 )、塩化コリン ( 米国 )、ブルーベリー ( 米国 )、クランベリー ( 米国 )、月見草油 ( 低温圧搾 )( 米国 )、グルコサミン塩酸塩 ( 米
国、インド、ベトナム )、タウリン ( 日本 )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、ビタミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、キレート亜鉛 ( 米国、メキシコ )、
ナイアシン ( スイス )、キレートマンガン ( 米国 )、キレート銅 ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、パントテン酸カルシウム ( スコットランド )、ビタミ
ン A( スイス )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナトリウム ( 米国 )、リボフラビン ( ドイツ )、ビタミン D3( スイス )、ビオチン ( フランス )、ビ
タミン B12( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )、プロバイオティクス ( アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、
フェシウム菌 )( 米国 )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、日本 )

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

Fresh Turkey
食事が楽しみになるように嗜好性に優れた生のターキーを
使用。

免疫力の高い身体を維持
γリノレン酸の豊富な月見草油（低温圧搾 )、アントシアニン
豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の
高いローズマリー抽出物を配合。

低アレルギー
原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。

健康な腸内環境をサポート
病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティ
クスを配合。

低脂肪・低カロリー
筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロ
リーに。

健康な関節を維持
関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチン
を配合。

グレインフリー（穀物不使用 )
犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の
代わりにポテトを配合したグレインフリーフード。

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 2.5% 0.6%

比率 4.2：1

( 実測値 )
成犬もシニア犬も
年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

GRAIN
FREE

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

ポリフェノール

エイジングケア

タウリン

心臓や眼の健康維持
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粒イメージ

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食 
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

メンテナンススモール
[ フィッシュ ]
お魚が好きな子・お肉が苦手な子の
ためのシンプルフード
天然の白身魚 ( タラ・カレイ )とレッドソルガム ( きび )
を使用 
炭水化物源に繊維質やポリフェノールの豊富な
ソルガム・大麦を使用することで、ゆっくり消化、しっかり満足 

●ポータブルパック /1 袋 100g
120321 1 袋 ¥300
120322 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
110321 1 袋 ¥2,700
110322 2 袋セット ¥5,000
110323 4 袋セット ¥9,400
110324 8 袋セット ¥17,600

＊価格は税抜き

318kcal/100g

平均100g

1カップ

白身魚白身魚
＆＆

ソルガムソルガム

●保証分析値
粗タンパク質 18.0％以上 粗脂肪 7.5％以上 
粗繊維 5.0％以下 粗灰分 5.5％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 318kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.2%：1.1%

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

ベーシックフォーミュラ
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● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 60g 90g 120g 145g 235g 305g 370g 430g

シニア犬 30g 50g 85g 110g 130g 210g 275g 335g 390g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ソルガム ( 米国 )、白身魚 ( 米国、カナダ )、大麦 ( カナダ、米国 )、えんどう豆タンパク質 ( カナダ )、ビートファイバー ( カナダ、日本 )、菜種油 ( ビタミ
ン E、クエン酸で酸化対策済 )( カナダ )、亜麻仁 ( カナダ )、ビール酵母 ( 米国 )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、炭酸カルシウム ( 米国 )、塩化カリウ
ム ( 米国 )、海塩 ( 米国 )、リン酸カルシウム ( 米国 )、塩化コリン ( 米国 )、ブルーベリー ( 米国 )、クランベリー ( 米国 )、月見草油 ( 低温圧搾 )( 米国 )、
グルコサミン塩酸塩 ( 米国、インド、ベトナム )、タウリン ( 日本 )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、ビタミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、キレー
ト亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ナイアシン ( スイス )、キレートマンガン ( 米国 )、キレート銅 ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、パントテン酸カルシウム ( イ
ギリス )、ビタミン A( スイス )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナトリウム ( 米国 )、リボフラビン ( ドイツ )、ビタミン D3( スイス )、ビオチン
( フランス )、ビタミン B12( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )、プロバイオティクス ( アシドフィルス菌、カゼイ菌、サー
モフィルス菌、フェシウム菌 )( 米国 )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、日本 )

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

Fresh Fish
食事が楽しみになるように嗜好性に優れた生の天然白身魚
を使用。

免疫力の高い身体を維持
γリノレン酸の豊富な月見草油 （低温圧搾 )、アントシアニン
豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の
高いローズマリー抽出物を配合。

低アレルギー
原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。

健康な腸内環境をサポート
病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティク
スを配合。

低脂肪・低カロリー
筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロ
リーに。

健康な関節を維持
関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを
配合。

炭水化物源にソルガム＆大麦
抗酸化成分豊富なソルガム、食物繊維バランスに優れた大麦
を使用。

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 2.2% 1.1%

比率 2：1

( 実測値 )
成犬もシニア犬も
年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

ポリフェノール

エイジングケア

タウリン

心臓や眼の健康維持
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ローテーションセット

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
R001 ローテーションセット1 3 袋セット ( 各 1 袋 ) ¥7,700
R002 ローテーションセット2 6 袋セット ( 各 2 袋 ) ¥14,400

＊価格は税抜き

定期的にフードをローテーションしましょう
犬はもともと四つ足の動物や鳥、魚などを食べて暮らしていました。そこで、特定
の種類に偏ることがなかった犬本来の食事にできる限り近づけてラム ( 子羊 )、
ターキー ( 七面鳥 )、魚 ( タラ、カレイ ) をセットにしました。

定期的に食事をローテーションすると・・・
☆食べ飽きることを予防できます
☆食物アレルギーのリスクを軽減できます
☆消化能力を高めることができます

▲真空パック

メンテナンススモール
［ラム］

メンテナンススモール
［ターキー］

メンテナンススモール
［フィッシュ］

おいしくローテーションするために
・フードの酸化を防ぐために、1 袋ずつ使いきってから次の袋をお使いください
・急なフードの切り替えで軟便などの症状がみられる場合は、前のフードに少しずつ混ぜながら徐々に切り替えましょう

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード
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ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

ローテーションのすすめ

ワンちゃんはもともと高い消化能力を持っています。
食べ残しを土に埋めて、掘り返して食べてもお腹を壊さないのは胃酸が強く、食中毒の原因
となる雑菌から守られているからです。
にもかかわらず高い消化能力を持っているはずのワンちゃんがフードを急に切り替えると軟
便になったり吐いたりしてしまうのは食生活の変化が原因です。

大昔、自分で獲物を捕まえていた時代、ワンちゃんは常に飢えと戦っていました。様々な小動
物、時には大動物を食べていましたが、満足に獲物が取れない日が続くと、草の根や木の皮
も食べていました。
ところが、近年、栄養バランスの整ったペットフードが主食となり、同じフードを食べる期間も
長くなっています。毎日、決まったフードを、同じ量だけ食べ続けると、体はそのフードを消化
するために必要な消化液しか作らなくなってしまいます。その結果、急にフードが変わると消
化液が不足したり、余ったりして消化不良を起こしてしまうのです。

ペットフードができたことで、栄養状態は向上し、寿命も長くなりましたが、食事が固定化さ
れ、多様性が乏しくなってしまいました。
こうした多様性を取り戻して、本来持っている高い消化能力を取り戻す方法がフードロー
テーションです。

フードを定期的に切り替えることで、様々な食物を取り込むことにつながるため、消化器は
新しい食べ物に備えて高い消化能力を維持します。

また、フードローテーションは、味を定期的に変えることができるので食べ飽きの防止にも
つながります。

同じ食べ物を長期間食べ続けると、その食べ物に対してアレルギーを発症しやすくなること
が知られています。フードローテーションはこうしたアレルギーリスクの低減にもつながるの
です。

おやつやトッピングもフードローテーションと一緒に取り入れると更に効果的。
ぜひワンちゃんごとにオリジナリティにあふれた食生活を楽しみましょう。
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粒イメージ

シュープリーム

●ポータブルパック /1 袋 100g
120501 1 袋 ¥300
120502 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)
110501 1 袋 ¥2,900
110502 2 袋セット ¥5,400
110503 4 袋セット ¥10,400
110504 8 袋セット ¥20,000

＊価格は税抜き

ワイルドボアーワイルドボアー
ターキーターキー

メンハーデンメンハーデン
&&

ポテトポテト
グレインフリー

多様なタンパク質と食材を用い自然の
栄養素を余すところなく取り入れた
ハイクラスなグレインフリーフード
ワイルドボア―( イノシシ )、ターキー ( 七面鳥 )、メン
ハーデン ( ニシンの仲間 ) など数種のタンパク質源と
ポテトを使用 
厳選した食材を組み合わせ自然の栄養素でバランス
を整えたナチュラルフード

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

329kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 25.0％以上 粗脂肪 10.0％以上
粗繊維 3.5％以下 粗灰分 7.0％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 329kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.1%：0.3%

平均100g

1カップ

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

プライムフォーミュラ
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● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 90g 115g 140g 225g 295g 360g 420g

シニア犬 25g 50g 80g 105g 130g 205g 265g 325g 375g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名(原材料 原産国)
ワイルドボアー(オーストラリア、米国)、ターキー(米国)、ポテト(米国)、ターキーレバー(米国)、ターキーハート(米国)、えんどう豆(米国、カナダ)、ター
キーミール(米国)、チキンミール(米国、ブラジル、アルゼンチン)、えんどう豆繊維(カナダ)、鶏脂肪(ビタミンEで酸化対策済)(米国)、ポテトプロテイ
ン(米国、カナダ)、メンハーデンミール(米国)、トルラ酵母(米国)、ビール酵母(米国)、加水分解チキンエキス(米国)、タラ肝油(ノルウェー)、亜鉛酵母(米
国)、海塩(米国)、イヌリン(ベルギー)、月見草油(低温圧搾)(米国)、クランベリー(米国)、ブルーベリー(米国)、昆布(カナダ)、プロバイオティクス(アシド
フィルス菌、カゼイ菌、フェシウム菌)(米国)、キレート銅(米国)、グルコサミン塩酸塩(米国、インド、ベトナム)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、酸化防止
剤(ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、タウリン(日本)、ビタミンE(米国、フランス)、L−カルニチン(チェコ)、CoQ10(米国)、ユッカ抽出物
(米国、メキシコ)、ビタミンC(フランス)、グレープシード抽出物(米国)

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

最高のナチュラルフード
食材が持つ自然の栄養素だけで AAFCO 栄養基準適合を目
指した最高品質のナチュラルフード。

豊富なタンパク質
四肢動物・鳥・魚、豊富なタンパク質を取り入れてアミノ酸バ
ランスを向上。

健康な腸内環境をサポート
病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティク
スを配合。

健康な関節を維持
関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを
配合。

免疫力の高い身体を維持
γリノレン酸の豊富な月見草油 （低温圧搾 )、アントシアニン
豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の
高いローズマリーやグレープシード抽出物を配合。

成犬もシニア犬も
年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グレインフリー ( 穀物不使用 )
犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の
代わりにポテトを配合したグレインフリーフード。

GRAIN
FREE

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 2.1% 0.3%

比率 7.1：1

( 実測値 )

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

ポリフェノール

エイジングケア

タウリン

心臓や眼の健康維持
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▲真空パック ▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g
120211 1 袋 ¥240
120212 30 袋セット ¥6,500

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 7lb(3.1kg)
110211 1 袋 ¥4,200
110212 2 袋セット ¥7,400
110213 4 袋セット ¥14,400

＊価格は税抜き

メンテナンス
[ ビーフ＆チキン ]
しっかりとした身体と
美しい毛並みのためのこだわりフード
良質な牛赤身肉とヘルシーな鶏肉を使用 
豊富なタンパク質と適度な脂肪分で
しっかりとした身体を 
大粒タイプでカリカリと噛みたい子にもおすすめ 

ビーフ・チキンビーフ・チキン
＆＆

玄米・大麦・ソルガム玄米・大麦・ソルガム

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

大粒

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

粒イメージ

326kcal/100g

平均97g

1カップ

●保証分析値
粗タンパク質 25.0％以上 粗脂肪 11.0％以上 
粗繊維 5.5％以下 粗灰分 7.0％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 326kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.5%：0.5%

ベーシックフォーミュラ
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低脂肪・低カロリー
筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロ
リーに。

食事の満足感
食べる事が大好きな大型犬のために玄米・大麦・ソルガムを配
合し、しっかり満足。

免疫力の高い身体を維持
γリノレン酸の豊富な月見草油 （低温圧搾 )、アントシアニン
豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の
高いローズマリー抽出物を配合。

豊富な食物繊維
腸内の老廃物をスッキリきれいに。

健康な関節を維持
関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを
配合。

成犬もシニア犬も
年齢とともに減少する成分を補い、いつまでも健康な身体を。

健康な腸内環境をサポート
病気に負けない免疫力を維持するために、乳酸菌などのプロ
バイオティクスを配合。

優れた嗜好性
良質なビーフとチキンを厳選。毎日の食事が楽しみに。

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸をバ
ランスよく配合。

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 90g 120g 145g 230g 300g 365g 420g

シニア犬 30g 50g 80g 105g 130g 205g 270g 325g 380g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ビーフ ( 米国 )、チキンミール ( 米国、ブラジル、アルゼンチン )、玄米 ( 米国 )、大麦 ( 米国 )、ソルガム ( 米国 )、エムファイバー ( 米国 )、えんどう豆繊
維 ( カナダ )、亜麻仁 ( カナダ )、鶏脂肪 ( ビタミン E、クエン酸で酸化対策済 )( 米国 )、ビール酵母 ( 米国 )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、炭酸カル
シウム ( 米国 )、塩化カリウム ( 米国 )、海塩 ( 米国 )、塩化コリン ( 米国、カナダ )、ブルーベリー ( 米国 )、クランベリー ( 米国 )、月見草油 ( 低温圧搾 )( 米
国 )、グルコサミン塩酸塩 ( 米国 )、タウリン ( 日本 )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、キレート亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタミン E( ドイツ )、キレート
鉄 ( ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、キレート銅 ( フランス )、ビタミン A( フランス )、キレートマンガン ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、パントテ
ン酸カルシウム ( イギリス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ビタミン B12( 米国、メキシコ )、ビタミ
ン D3( スイス )、ヨウ素 (EDDI)( インド )、葉酸 ( フランス )、セレン酸ナトリウム ( 米国 )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、プロバイオティクス ( ア
シドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌 )( 米国 )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、日本 )

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 1.5% 0.5%

比率 3：1

( 実測値 )

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

ポリフェノール

エイジングケア

タウリン

心臓や眼の健康維持
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粒イメージ

シニアサポート
年を重ねたハイシニアのための
消化が良く栄養価の高いフード
消化しやすく嗜好性の高いサーモンと白米を使用
加齢により代謝や吸収力が落ちたハイシニアのため
良質なタンパク質を豊富に配合
加齢により、排便が困難な場合でも、
排便がしやすくなるように繊維質のバランスを調整し、
やや便が軟らかくなるようにしております 

●ポータブルパック /1 袋 100g
120701 1 袋 ¥300
120702 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.25lb(1.47kg)
110701 1 袋 ¥2,900
110702 2 袋セット ¥5,400
110703 4 袋セット ¥10,400
110704 8 袋セット ¥20,000

＊価格は税抜き

サーモンサーモン
＆＆

白米白米

318kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 25.0％以上 粗脂肪 9.0％以上
粗繊維 4.0％以下 粗灰分 8.0％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 318kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.6%：0.9%

平均100g

1カップ

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■シニア犬用 ■ハイシニア犬用
●原産国名　米国

ベーシックフォーミュラ



27

関節の機能維持
軟骨の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを
配合。

抗酸化
活性酸素がもたらすダメージから身体を守るため、抗酸化成
分を強化。

適度な脂肪分
脂肪酸の代謝が落ち、免疫力が低下するハイシニアのため
に、適度な脂肪分を確保し、免疫機能や艶やかな被毛を維持
する必須脂肪酸オメガ 3 脂肪酸を強化。

健康な腸内環境
プロバイオティクス（善玉菌 ) とプレバイオティクス（善玉菌を
育くむ良質な繊維質 ) をあわせて配合。

高タンパク質
筋肉を維持するために、成犬より多くのタンパク質を必要と
するハイシニアに、良質で吸収しやすいタンパク質を豊富に
配合。

においケア
年齢と共に気になるにおいを考えて、ユッカを配合。

消化器の負担を軽減
消化能力や食欲の低下したハイシニアに、消化しやすく嗜好
性の高い生のサーモンを使用し、可能な限りシンプルに。

グルコサミン
コンドロイチン

元気な関節

オメガ３＆６脂肪酸

健康な皮膚
美しい毛並み

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
給与量 30g 50g 85g 110g 130g 210g 275g 335g 390g

◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
◆粒を噛むことが困難な場合には、水またはぬるま湯でふやかしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
サーモン ( チリ、米国 )、サーモンミール ( カナダ、チリ )、精製白米 ( 米国 )、鶏脂肪 ( ビタミン E で酸化対策済 )( 米国 ) 、米ぬか ( 米国 )、えんどう豆繊
維 ( カナダ )、ビートファイバー ( カナダ )、加水分解チキンエキス ( 米国 )、かぼちゃ ( 米国 )、塩化カリウム ( 米国 )、フラクトオリゴ糖 ( ベルギー )、菜
種油 ( ビタミン E で酸化対策済 )( カナダ )、塩化コリン ( 米国、カナダ )、グルコサミン塩酸塩 ( 米国、インド、ベトナム )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、
ビタミン E( ドイツ、スイス、フランス )、ユッカ抽出物 ( 米国、メキシコ )、ベータカロテン ( ドイツ、スイス、フランス )、キレート亜鉛 ( 米国 )、アスコ
ルビン酸リン酸エステル ( フランス )、キレート鉄 ( 米国 )、ナイアシン ( インド、スイス )、キレート銅 ( 米国 )、ビタミン A( ドイツ、スイス、フランス )、
キレートマンガン (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、パントテン酸カルシウム (スコットランド、ドイツ)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (イ
ギリス )、ビオチン ( 米国 )、ビタミン B12( 米国 )、ビタミン D3( ドイツ、スイス、フランス )、ヨウ素 (EDDI)( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )、セレン酸
ナトリウム ( 米国 )、ヨウ化カルシウム ( 米国、インド、ベトナム )、プロバイオティクス ( アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム
菌 )( 米国 )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( モロッコ )

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 1.6% 0.9%

比率 1.8：1

( 実測値 )
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ダイエット用ダイエット用

［日米の獣医師が共同開発］	医療の最前線に立ってきた日本の獣医師と、最新の臨床栄養学の研究を続けてきた米国の獣医師が   共
同で開発しました 高度な臨床栄養学に基づいて設計されています 

●真空パック/1袋2.5lb(1.1kg)
110601 1 袋 ¥2,200
110602 2 袋セット ¥3,900
110603 4 袋セット ¥7,200
110604 8 袋セット ¥13,700

＊価格は税抜き

●ポータブルパック(レジームスモール)
/1袋100g

120601 1 袋 ¥300
120602 30 袋セット ¥8,000

●ポータブルパック( レジーム )
/1 袋 70g

120611 1 袋 ¥240
120612 30 袋セット ¥6,500

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用 
●原産国名　米国

●保証分析値
粗タンパク質 25.0％以上 粗脂肪 5.0％以上 
粗繊維 10.0％以下 粗灰分 5.5％以下 
水分10.0％以下
●カロリー 286kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.3%：0.4%

▲レジーム スモール　真空パック ▲ポータブルパック

ド
ラ
イ
フ
ー
ド

ドライフード

●真空パック/1袋5lb(2.27kg)
110611 1 袋 ¥3,500
110612 2 袋セット ¥6,400
110613 4 袋セット ¥12,000

＊価格は税抜き

▲レジーム　真空パック

レジーム スモール
レジーム
健康的に体重を管理したい子の
ためのダイエットフード
健康的な体重管理は
• 摂取カロリーを抑えること
• 消費カロリーを増やすこと 
無理のない体重コントロールを目指しました 
食べやすい標準粒とカリカリと噛みたい子のための大粒もご用意

286kcal/100g

平均80g

1カップ

標準粒

平均78g

1カップ

大粒

粒イメージ 粒イメージ

▲レジーム▲レジーム スモール

セラピューティックフォーミュラ
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低脂肪・低カロリー
脂肪分5.0%(min)、カロリー286kcal/100gとAAFCO栄養
基準内で最少値。

グルコサミン・コンドロイチン
体重による関節への負担を考慮して、グルコサミン・コンドロ
イチンを配合。

高オメガ３脂肪酸
脂肪の燃焼と、蓄積の予防をサポートするオメガ 3 脂肪酸を
高比率で含有。

高タンパク質
豊富なタンパク質と適度な運動が、筋肉量を増量させ、消費
カロリーをアップ。

低炭水化物
体脂肪を効率よく消費するために、エネルギー源となる炭水
化物を制限。

高繊維
豊富な食物繊維がカロリー摂取量を抑え、老廃物や過剰な
栄養素を排出し、空腹感を低減。

健康で美しい被毛を維持
美しい被毛と皮膚に必要なオメガ 6・オメガ 3 脂肪酸を配合。

●ダイエット用の食事療法食ですが、総合栄養食としての基準を満たしていることが第三者機関での分析の結果、証明されました。
●第三者機関での給与試験の結果、すべての対象犬において体重が平均 8% 減少したことが証明されました。

* Summit Ridge Farms 調べ：給与試験は獣医師監督の下、対象犬の健康に十分な配慮をもって実施しました。

●1日あたりの給与目安量
体　重 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 50kg
①維持 35g 45g 55g 65g 75g 90g 105g 130g 165g 215g 260g 300g 340g 380g 415g 480g
②減量 30g 35g 45g 50g 60g 70g 80g 105g 130g 170g 210g 240g 275g 305g 330g 385g

◆現在の体重を維持する場合は上表の〔①維持〕を、減量する場合は〔②減量〕を目安に便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。なお、
　理想体重の必要量を与えるのではなく、現在の体重から給与量を決定してください。
◆体重や給与量の急激な減量は、健康を損なう恐れがあるためご注意ください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキンミール（米国、ブラジル、アルゼンチン )、精製白米（米国 )、ニシンミール（カナダ、チリ )、玄米（米国 )、セルロース（米国 )、ポテト（米国 )、オー
ツ胚芽（カナダ、米国 )、加水分解チキンエキス（米国 )、えんどう豆繊維（カナダ )、大麦（カナダ、米国 )、ビール酵母（米国 )、海塩（米国 )、フラクト
オリゴ糖（米国 )、炭酸カルシウム（米国 )、グルコサミン塩酸塩（米国 )、コンドロイチン硫酸塩（米国 )、ユッカ抽出物（米国、メキシコ )、ビタミン E（米国、
フランス )、クエン酸（デンマーク )、キレート亜鉛（米国、メキシコ )、キレート鉄（米国 )、ナイアシン（スイス )、Ｌ- カルニチン（チェコ )、キレート銅（米
国 )、ビタミン A（フランス、ドイツ )、キレートマンガン（米国 )、硝酸チアミン（ドイツ )、パントテン酸カルシウム（イギリス )、リボフラビン（ドイツ )、
塩酸ピリドキシン（ドイツ )、酸化マンガン（米国、メキシコ )、ビオチン（フランス )、ビタミン B12（フランス )、ビタミン D3（スイス )、ヨウ素 (EDDI)

（インド )、葉酸（フランス )、セレン酸ナトリウム（米国 )、ヨウ化カルシウム（米国、カナダ )、酸化防止剤 ( ローズマリー抽出物 )( 米国、アルゼンチン、
日本 )

ダイエットのポイント
　　•急激なダイエットはダメ！
 1ヶ月で体重の 2 ～ 3% を目標にゆっくり・のんびりダイエット。

　　•フードの量は今の体重を目安に！
 目標体重の給与量を与えると、食べる量が足りなくなるので注意。

　　•水分補給がダイエットの秘訣♪
 十分な水分は基礎代謝を高めて、ダイエットの成功率をアップ。

　＋１食材！　DHA・EPAで高い新陳代謝をキープ
 血液サラサラ成分 DHA や EPA をプラスして豊富な血流を維持してダイエットをサポート。→　クリルオイル　　P.54

極端な食事制限は毛ヅヤがなくなり、身体に大きな負担をかける不健康なダイエットです。
きちんと食べて、しっかりと適度な運動をして健康的にダイエットしましょう。くれぐれも無理なダイエットをしませんように。
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脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 1.3% 0.4%

比率 3.4：1

( 実測値 )
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スキンケア用スキンケア用

［日米の獣医師が共同開発］	医療の最前線に立ってきた日本の獣医師と、最新の臨床栄養学の研究を続けてきた米国の獣医師が   共
同で開発しました 高度な臨床栄養学に基づいて設計されています 

カロン
健康な皮膚と艶やかな被毛の
ためのスキンケアフード
良質なタンパク質や必須脂肪酸を補いながら、
免疫機能を維持することで身体の中から美しく

健康な皮膚と美しい被毛を保ちたい子はもちろん、
かゆみや赤みの出やすい肌のデリケートな子や
毛量の気になる子にもおすすめ

●ポータブルパック /1 袋 100g
121001 1 袋 ¥300
121002 30 袋セット ¥8,000

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3lb(1.36kg)
111001 1 袋 ¥3,200
111002 2 袋セット ¥6,000
111003 4 袋セット ¥11,200
111004 8 袋セット ¥21,900

＊価格は税抜き

粒イメージ

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

354kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 27.0％以上 粗脂肪 14.0％以上
粗繊維 2.5％以下 粗灰分 6.5％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 354kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.7%：1.2%

平均95g

1カップ

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒
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セラピューティックフォーミュラ
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こんな症状が見られたら…

皮膚が赤い

よく身体をかいている

毛ヅヤが悪い、毛が固まって抜ける

肌が弱い

指の間を舐めたり噛んだりする

まずはかかりつけの獣医さんに相談 
あわせて、食事について考えてみては

いかがでしょうか？

皮膚の活発な代謝をサポート
健康な皮膚の維持・再生に不可欠なビタミン・ミネラルを
強化。

皮膚状態に関わる免疫機能の維持
プラセンタ・キチンキトサン・タウリン・ホエイプロテイン
で健康的な免疫機能をサポート。

腸内環境は皮膚のバロメータ
熱に弱い乳酸菌をフード冷却後に配合し、腸内の健康
を維持。

皮膚・被毛の栄養補給
皮膚・被毛を構成する10 数種類のアミノ酸をバランスよ
く含んだタンパク質を豊富に配合。

しなやかな皮膚・被毛の潤いケア
バランスのよい脂肪酸で身体が本来持っている健康な
皮膚を維持する力をサポート。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 2.7% 1.2%

比率 2.3：1

( 実測値 )

●原材料名(原材料 原産国)
玄米(米国)、ターキーミール(低灰分)(米国)、α化米(米国)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、ホエイプロテイン(米国)、ビートファ
イバー(カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、鶏軟骨(米国)、亜麻仁(カナダ)、魚油（メンハーデン由来）(米国)、塩化カリウム(米国)、ビール酵母(米
国)、キチンキトサン(アイスランド)、タウリン(日本)、クエン酸(デンマーク)、イヌリン(ベルギー)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、ローズマリー(スペイン)、
ビタミンC(フランス)、塩化コリン(米国、カナダ)、月見草油(低温圧搾)(米国)、クランベリー(米国)、豚プラセンタ(オーストラリア)、キレート亜鉛(米国、
メキシコ)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌)(米国)、セレン酵母(米国、
セルビア、ブラジル)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、キレートマンガン(米国)、硫酸亜鉛(米国、メキシコ)、
DL−メチオニン(米国、日本)、キレート銅(米国)、硫酸鉄(米国)、ナイアシン(スイス)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン
酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイ
ス)、ビオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、葉酸(フランス)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼犬期

～ 3 か月 55g 90g 165g 260g 345g 415g 660g 870g 1055g 1225g
～ 6 か月 35g 55g 105g 165g 220g 265g 420g 550g 670g 775g
～ 9 か月 25g 40g 75g 120g 155g 190g 305g 395g 480g 560g
10 か月～ 20g 35g 60g 100g 130g 155g 250g 330g 395g 460g

成　犬 20g 30g 50g 85g 110g 130g 210g 275g 335g 390g
シニア犬 15g 25g 45g 75g 100g 120g 190g 250g 300g 350g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳まで幼犬期の給与量を調節して 3 回以上に分けて与えてください。
◆避妊 ･ 去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
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粒イメージ

フラックス
結石のトラブルが心配な
愛犬のための食事療法食 結石ケア用結石ケア用
ミネラルバランスとタンパク質量を調整することで、
飲水量を増やして、結石になりにくい身体に

本商品は、進行した症状の改善や、既に形成された結石の溶解は目的としておりません 
飲水量を増加させる働きがあるため、やや便が軟らかくなるようにしております 

●ポータブルパック /1 袋 100g
120801 1 袋 ¥260
120802 30 袋セット ¥7,600

＊価格は税抜き

●真空パック /1 袋 3.25lb(1.47kg)
110801 1 袋 ¥2,700
110802 2 袋セット ¥5,000
110803 4 袋セット ¥9,400
110804 8 袋セット ¥18,500

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　米国

327kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 23.0％以上 粗脂肪 10.0％以上 
粗繊維 4.0％以下 粗灰分 7.0％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 327kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.4%：0.9%

平均95g

1カップ

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒
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トイレを度々失敗する

頻繁にトイレに行く

排尿姿勢をとるが、尿が出にくい

尿に血が混じる　ピンク～赤色

こんな症状が見られたら…

まずはかかりつけの獣医さんに相談 
あわせて、食事について考えてみては

いかがでしょうか？

ベストな尿 pH6.0-6.5 を目指して
ストラバイト結石・シュウ酸カルシウム結石をケアする最
適な pH バランスに。

ミネラルバランス
結石の成分となるミネラルを調整し、尿への過剰な排出を
ケア。

健康的な尿路を維持
尿ｐHを健康的に維持するDL-メチオニン、クランベリー、
プロポリス、結石の核となる老廃物を考えて消化に優れた
タンパク質を配合。

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 90g 120g 145g 230g 300g 360g 420g

シニア犬 30g 50g 80g 105g 130g 205g 270g 325g 380g
◆ pH の急激な変動を避けるため、1 日あたり複数回に分けて給与してください。
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆本商品は結石ケアを目的としているため、飲水を促すよう設計されています。積極的な水分摂取が
　必要ですので、常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名(原材料 原産国)
精製白米（米国）、ターキーミール（米国）、α化米（米国）、鶏卵（米国）、グルコース（米国）、サーモンミール（カナダ、チリ）、菜種油（ビタミンＥ、
クエン酸で酸化対策済）（カナダ）、ビートファイバー（カナダ）、加水分解チキンエキス（米国）、エムファイバー（米国）、魚油（メンハーデン由来）
（米国）、海塩（米国）、亜麻仁（カナダ）、塩化カリウム（米国）、ＤＬ-メチオニン（米国、日本）、イヌリン（ベルギー）、塩化コリン（米国、カナダ）、
ビタミンC（フランス）、硫酸カルシウム（米国）、ユッカ抽出物（米国、メキシコ）、トルラ酵母（米国）、キレート亜鉛（米国、メキシコ）、ビタミンＥ
（ドイツ、スイス、フランス）、クランベリー（米国）、タウリン（日本）、ローズマリー（スペイン）、キレート鉄（米国）、ナイアシン（インド、スイス）、
キチンキトサン（アイスランド）、クエン酸（デンマーク）、パパイヤ乾燥末（フィリピン）、キレート銅（米国、メキシコ）、ビタミンA（ドイツ、スイス、フ
ランス）、キレートマンガン（米国、メキシコ、インド）、硝酸チアミン（ドイツ）、パントテン酸カルシウム（スコットランド、ドイツ）、プロポリス（ブラ
ジル）、リボフラビン（ドイツ）、塩酸ピリドキシン（イギリス）、ビオチン（米国）、ビタミンB12（米国）、ビタミンD3（ドイツ、スイス、フランス）、ヨウ
素(EDDI)（米国、カナダ）、葉酸（フランス）、セレン酸ナトリウム（米国）、ヨウ化カルシウム（米国、インド）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）（モ
ロッコ）
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飲水量アップ
尿が濃くなることを予防するために、飲水量を増やして結
石の核となる老廃物を排出。塩分を高めるのではなく、ア
ミノ酸比率を高めて飲水量をアップ。

多様な食物繊維
飲水量が増加することで発生しやすい軟便に配慮して、
繊維質を調整。余分な水分を食物繊維が吸収することで
便の水分量を適切に維持。

DHA・EPA
尿路の健康維持のためにオメガ３脂肪酸を強化。

脂肪酸 オメガ6 オメガ3

含有量 1.4% 0.9%

比率 1.6：1

( 実測値 )
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キドニア
腎臓にトラブルを抱えた愛犬の
ためのドライフード

粒イメージ

腎臓ケア用腎臓ケア用
タンパク質、リン、ナトリウム量を抑えて
腎臓の負担を軽減
共に歩む未来を願って

本商品は腎臓ケアを目的とした食事療法食で、総合栄養食ではありません 

●真空パック /1 袋 3lb(1.36kg)
110901 1 袋 ¥2,700
110902 2 袋セット ¥5,000
110903 4 袋セット ¥9,400
110904 8 袋セット ¥18,500

＊価格は税抜き

●ポータブルパック /1 袋 100g
120901 1 袋 ¥260 
120902 30 袋セット ¥7,600 

＊価格は税抜き

339kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 15.0％以上 粗脂肪 10.0％以上
粗繊維 3.0％以下 粗灰分 4.5％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 339kcal/100g
●実測値：オメガ 6：オメガ 3=3.1%：1.1%

平均95g

1カップ

●原産国名　米国

▲真空パック ▲ポータブルパック

標準粒
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セラピューティックフォーミュラ
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こんな子におすすめ

ステージ 1 の初期段階から食べられます

獣医さんから腎臓病の療法食をすすめられた子

腎臓病の療法食を食べている子

低ナトリウム
腎臓性高血圧に配慮し、ナトリウム量を制限。
（ナトリウム：0.108%)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 85g 115g 140g 220g 290g 350g 405g

シニア犬 25g 50g 80g 100g 125g 200g 260g 315g 365g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。 
◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

●原材料名(原材料 原産国)
精製白米(米国)、α化米(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、鶏卵(米国)、豚腎臓(米国)、ビートファイバー(米国、カナダ)、菜種
油(ビタミンEで酸化対策済)(米国、カナダ)、亜麻仁(米国、カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、ニシンミール(米国、カナダ)、硫酸カルシウム(米
国)、ゼオライト(米国)、フラクトオリゴ糖(ベルギー、フランス)、塩化カリウム(米国)、オリーブオイル(アルゼンチン、スペイン、トルコ、イタリア、モロッ
コ、チュニジア)、DL−メチオニン(ドイツ)、塩化コリン(米国)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米国)、魚油（メンハーデン由来）(米国)、加水分解酵母
(メキシコ)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、プランタルム菌、フェシウム菌)(米国)、ユッカ抽出物(メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、
スイス、フランス)、キレート亜鉛(米国)、ビタミンE(ドイツ、スイス、フランス)、ローズマリー(モロッコ)、タウリン(日本)、キレート鉄(米国)、ナイアシン
(インド、スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイヤ乾燥末(フィリピン、タイ)、キレート銅(米国)、ビタミンA(ドイツ、スイス、フランス)、キレートマ
ンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、クエン酸(米国)、パントテン酸カルシウム(スコットランド、ドイツ)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(イギ
リス)、ビオチン(米国)、ビタミンB12(米国)、ビタミンD3(ドイツ、スイス、フランス)、ヨウ素(EDDI)(米国、カナダ)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム
(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、インド)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(モロッコ)
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健康な腎臓機能をサポート
豚腎臓 ・ EPA 豊富な魚油 ・ トルラ酵母 ・ タウリン ・ 
DL−メチオニン ・ パパイヤ乾燥末を配合。

低タンパク質 ・ 低リン
窒素老廃物とリンの蓄積が腎臓へ与える負担に配慮し、総
タンパク質量とリンを制限。（リン：0.297%) 良質なタンパク
源としてリンが少なくグリシニン豊富な大豆と鶏卵を使用し
優れたアミノ酸バランスに。

バランスのよいエネルギー源
腎臓への負担が少ないエネルギー源として、低コレステロー
ルの植物油と老廃物ケアを考えて消化吸収性に優れたα化
米を配合。

腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿中に排出する重要な器官
腎臓機能が低下した犬のために、低タンパク質 ・ 低リン ・ 低ナトリウム ・ エネルギー補給型の

優れた栄養組成とした腎臓ケア用食事療法食

アンモニアをケア
腸内の善玉菌を増やすプレバイオティクスと老廃物を吸着・
排出するゼオライト・キチンキトサンを配合。



AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用  ■シニア犬用
●原産国名　日本

ハートエイド

＜良質なタンパク質が、健康な心臓をサポート＞ 
アミノ酸スコアに優れ消化・吸収の良いミルクホエイ、鶏卵、スキムミルク、ホエイプロテインなどを厳選して配合 
＜アミノ酸を強化＞ 
心臓や循環器の働きに関わる L −アルギニン、L −リジン、タウリンを配合し、不足しがちな L −トリプトファンを強化 
＜DHA の力を＞ 
DHA を高含有するクロレラを強化 
＜体内の不必要な老廃物の吸着・排出を考慮＞ 
ビートファイバー、ゼオライト、ビール酵母、イヌリンを強化 
＜元気な身体はお腹から＞ 
腸内環境のサポートに関わるプロバイオティクスを配合 

パ
ウ
ダ
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●保証分析値
粗タンパク質 20.0％以上 粗脂肪 11.0％以上
粗繊維 4.0％以下 粗灰分 6.5％以下
水分 10.0％以下 
●カロリー 333kcal/100g

●ハートエイド
113101 150g ¥700 
113102 500g ¥2,000 

＊価格は税抜き

▲ 150g ▲ 500g

パウダーフード
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すこやか心臓・循環器のために・・・

7 歳以上・小型犬
心臓が心配なワンちゃんにおすすめ
高度な臨床栄養学に基づき開発した心臓や循環器の健康を考えた食事 
心臓の健康のためおいしく優れた栄養組成に 



8.3kcal 約2.5g 添付スプーン
すりきり 1 杯

パ
ウ
ダ
ー
フ
ー
ド

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクホエイ(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、精製白米(米国)、鶏卵(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、ビール酵母
(日本、米国)、ビートファイバー(カナダ)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、スキムミルク(日本、オーストラリア、米国、ニュージー
ランド)、ホエイプロテイン(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、プロバイオティクス(コアグランス菌、アシドフィルス菌)(米国)、亜麻仁(カナ
ダ)、加水分解チキンエキス(米国)、リン酸カルシウム(タイ)、タウリン(米国、日本)、DHAクロレラ(米国)、ニシンミール(カナダ、チリ)、豚マローエキ
ス(日本)、ゼオライト(米国)、L−アルギニン(日本)、L−リジン(ベトナム、インドネシア)、塩化カリウム(米国)、ベタイン(日本)、キレート亜鉛(米国、メキ
シコ)、イヌリン(ベルギー)、オリーブオイル(スペイン、チュニジア)、DL−メチオニン(米国、日本)、豚腎臓(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、酸化防止
剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国､アルゼンチン、日本)、L−トリプトファン(米国、日本)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米国)、魚油（メン
ハーデン由来）(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、ローズマリー(スペイン)、硫酸鉄(米国)、ナイアシン
(スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、クエン酸(デンマーク)、硝酸チアミン(ドイツ)、
パントテン酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、セレン酸ナトリウム(米国)、
リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ビオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ、日本)、葉酸(フランス)

アレンジしやすいパウダーフードタイプ (粉状 )

パウダーフード
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お悩み度に合わせて量を調節

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 90g 115g 140g 225g 295g 355g 415g

シニア犬 25g 50g 80g 105g 125g 200g 265g 320g 370g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
◆添付のスプーンは、すりきり1 杯で約 2.5g、水 5cc です。

給与量を目安に水やぬるま湯で好みのペーストにして
しっかり総合栄養食

お悩み度 ★★★フードとして使う

FOOD

水やぬるま湯を加えてお手軽ウェットフードにも
いつものフードにプラス　ふりかけてサプリごはん

● 1 日あたりのトッピング推奨量
体　重 ～ 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 40kg
給与量 1 杯 1 ～ 2 杯 2 杯 2 ～ 3 杯 3 ～ 4 杯 4 杯

お悩み度 ★☆☆トッピングとして使う
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パウダーフード

すっきり肝臓・腎臓のために・・・

フィラリア予防薬やステロイドなどの
薬を飲んでいるワンちゃんにおすすめ
高度な臨床栄養学に基づき開発した肝臓や腎臓の健康を考えた食事 
肝臓の健康のためおいしく優れた栄養組成に 

レバエイド

＜良質なタンパク質が、健康な肝臓をサポート＞ 
アミノ酸スコアに優れ消化・吸収の良いミルクホエイ、ホエイプロテイン、鶏卵をはじめ、健康な肝臓をサポートする豚マ
ローエキス、加水分解チキンレバーエキス、タウリンなどを厳選して配合
＜肝臓に効果的なアミノ酸を強化＞ 
肝臓機能の健康維持に配慮して、血しょうタンパク質の生成に役立つグリシン、L−アラニン、L−アスパラギン酸を強化 
＜余分な脂肪の蓄積を考慮＞ 
肝臓に余分な脂肪がつくと働きが鈍くなりがちなためイノシトールを強化 
＜健康な肝臓、腎臓のために＞ 
豚腎臓、魚油、タウリン、DL−メチオニン、パパイヤ乾燥末など機能性食材を積極的に配合　肝臓の解毒機能の健康維
持のため、ビール酵母を豊富に含有
＜健康な腸内環境＞ 
腸内の善玉菌を増やすプロバイオティクスと老廃物を吸着・排出するためにゼオライト、キチンキトサンを配合 

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用  ■シニア犬用
●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 20.0％以上 粗脂肪 12.0％以上 
粗繊維 4.0％以下 粗灰分 6.5％以下 
水分 10.0％以下 
●カロリー 338kcal/100g

●レバエイド
113201 150g ¥700 
113202 500g ¥2,000 

＊価格は税抜き

▲ 150g ▲ 500g

パ
ウ
ダ
ー
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本商品は慢性腎臓病の食事療法食ではありません。
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パウダーフード

8.5kcal 約2.5g 添付スプーン
すりきり 1 杯

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクホエイ(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、精製白米(米国)、鶏卵(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、ビール酵母(日
本、米国)、ホエイプロテイン(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、ビートファイバー(カナダ)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策)(カナダ)、
スキムミルク(日本、オーストラリア、米国、ニュージーランド)、リン酸カルシウム(タイ)、プロバイオティクス(コアグランス菌、アシドフィルス菌)(米国)、
亜麻仁(カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、ニシンミール(カナダ、チリ)、豚マローエキス(日本)、ゼオライト(米国)、塩化カリウム(米国)、加水分解チ
キンレバーエキス(日本)、ベタイン(日本)、グリシン(日本)、イヌリン(ベルギー)、オリーブオイル(スペイン、チュニジア)、DL−メチオニン(米国、日本)、豚
腎臓(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国､アルゼンチン、日本)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米
国)、魚油（メンハーデン由来）(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、イノシトール(日本)、タウリン(日本)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、L−アルギニ
ン(日本)、L−アラニン(日本)、L−アスパラギン酸ナトリウム(日本)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、ローズマリー(スペイン)、硫酸鉄(米国)、ナ
イアシン(スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、クエン酸(デンマーク)、硝酸チアミン(ド
イツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、セレン酸ナトリウム(米
国)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ビオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、葉酸(フランス)

パ
ウ
ダ
ー
フ
ー
ド

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 30g 55g 85g 115g 140g 220g 290g 350g 405g

シニア犬 25g 50g 80g 105g 125g 200g 260g 315g 365g
◆表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節してください。
◆避妊・去勢後は1 割程度、ダイエットの際は 2 ～ 3 割減量してください。
◆初めて与える際は1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
◆添付のスプーンは、すりきり1 杯で約 2.5g、水 5cc です。

給与量を目安に水やぬるま湯で好みのペーストにして
しっかり総合栄養食

お悩み度 ★★★フードとして使う

FOOD

水やぬるま湯を加えてお手軽ウェットフードにも
いつものフードにプラス　ふりかけてサプリごはん

● 1 日あたりのトッピング推奨量
体　重 ～ 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 40kg
給与量 1 杯 1 ～ 2 杯 2 杯 2 ～ 3 杯 3 ～ 4 杯 4 杯

お悩み度 ★☆☆トッピングとして使う

アレンジしやすいパウダーフードタイプ (粉状 )
お悩み度に合わせて量を調節



ホームスタイル

毎日手軽にシェフの味
簡単手軽に「うれしい」をお手伝い
良質なお肉と野菜をしっかりしたパテに

善玉菌を増やす
ガラクトオリゴ糖

免疫力を維持する
ビール酵母

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

しっかりとしたパテタイプ
口の周りが汚れにくい！

苦手な薬もおいしく飲めちゃう！

ウェットフード

▲ パテド チキン ▲ パテド ベニソン

40
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ウェットフード

26101 1 袋 (70g) ¥340 
26102 12 袋セット ¥3,840 

＊価格は税抜き

パテ ド チキン 1 袋：92.4kcal

グレインフリー

26201 1 袋 (70g) ¥360 
26202 12 袋セット ¥4,080 

＊価格は税抜き

パテ ド ベニソン 1 袋：91.0kcal

グレインフリー

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 75g 140g 225g 290g 355g 565g 740g 895g 1040g
シニア犬 70g 125g 200g 265g 320g 505g 665g 805g 940g
◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜
調整して与えてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキン ( 日本 )、チキンレバー ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、えんどう豆
繊維 ( 日本 )、ガラクトオリゴ糖 ( 日本 )、タピオカスターチ ( 日本 )、卵白 ( 日本 )、乳酸
カルシウム ( 日本 )、トマト ( 日本 )、ひまわり油 ( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、リン酸ナト
リウム ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、硫酸マグネシウム ( 日本 )、魚油（カツオ、マグロ、イワ
シ由来）( 日本 )、塩化カリウム ( 日本 )、昆布 ( 日本 )、タウリン ( 日本 )、グルコン酸亜
鉛 ( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、キレートマンガン ( 米国 )、ビタ
ミン E( 日本 )、グルコン酸銅 ( 日本 )、チアミン ( 日本 )、ビタミン D3( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 13.5％以上 粗脂肪 6.0％以上 粗繊維 0.5％以下
粗灰分 2.0％以下 水分72.0％以下 
●カロリー132kcal/100g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 75g 140g 225g 295g 360g 570g 750g 910g 1060g
シニア犬 70g 130g 205g 265g 325g 515g 675g 820g 950g

◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜
調整して与えてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
シカ（日本）、馬レバー（アルゼンチン）、かぼちゃ（日本）、にんじん（日本）、タピオカスター
チ（日本）、えんどう豆繊維（日本）、ガラクトオリゴ糖（日本）、卵白（日本）、ひまわり
油（日本）、トマト（日本）、ビール酵母（日本）、レシチン（日本）、卵殻カルシウム（日本）、
増粘安定剤（グアガム、カラギーナン）（日本）、亜麻仁油（日本）、リン酸ナトリウム（日
本）、魚油（カツオ、マグロ、イワシ由来）（日本）、硫酸マグネシウム（日本）、昆布（日本）、
グルコン酸亜鉛（日本）、クエン酸鉄（日本）、キレートセレン（米国）、キレートマンガ
ン（米国）、ビタミン E（日本）、グルコン酸銅（日本）、ビタミンＤ 3（日本）

●保証分析値
粗タンパク質 12.5％以上 粗脂肪 6.0％以上 粗繊維 0.5％以下 
粗灰分 2.0％以下 水分 72.5％以下 
●カロリー 130kcal/100g
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ホームスタイル

骨までホロホロと崩れるやわらかさで、素材まるごと
※本商品は特殊製法で大変やわらかく加工していますので、骨まで食べられます

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
鶏手羽中 (日本)、トマトペースト (イタリア)、ポテトスターチ (日本、フランス)、ひまわり油 (アルゼンチン)、亜麻仁油 (米国)、増粘安定剤(カラギー
ナン )( 日本 )、海塩 ( メキシコ )、塩化コリン ( 米国 )、タウリン ( 米国 )、硫酸亜鉛 ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、硫酸マンガン ( 米国 )、硫酸鉄 ( 米国 )、セレ
ン酸ナトリウム ( 米国 )、ビタミン E( ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン酸カルシウム ( 米国 )、ビタミン A( ドイツ )、ビタミン D3( スイス、
フランス )、リボフラビン ( 米国 )、硝酸チアミン ( 米国 )、ビオチン ( ドイツ )、ビタミン B12( フランス、イギリス )、塩酸ピリドキシン ( 米国 )、葉酸 ( ス
イス )、ビタミン K( 米国 )、ヨウ化カルシウム ( 米国 )

22101 1 袋 (120g) ¥540 
22102 12 袋セット ¥5,880 

＊価格は税抜き

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

1 袋：170kcal鶏スペアリブ
グレインフリー

●保証分析値
粗タンパク質 12.0％以上 粗脂肪 9.5％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 3.0％以下 水分 73.0％以下 
●カロリー 142kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼犬期

～ 3 か月 140g 220g 410g 650g 855g 1040g 1650g 2165g 2625g 3050g
～ 6 か月 90g 140g 260g 415g 545g 660g 1050g 1375g 1670g 1935g
～ 9 か月 65g 100g 185g 300g 390g 475g 755g 990g 1200g 1395g
10 か月～ 55g 85g 155g 245g 325g 390g 625g 815g 990g 1150g

成　犬 45g 70g 130g 205g 270g 330g 525g 690g 835g 970g
シニア犬 40g 65g 115g 185g 245g 295g 470g 620g 750g 870g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳までに幼犬期の給与量を調節して 3 回以上に分けて与えてください。
体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

ウェットフード
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1　紫いもは皮をむき4等分くらいにカット、やわらかくなるまでレンジでチン、潰してペースト状に。

2　にんじんはみじん切りにしてレンジでチン。

3　鍋に鶏スペアリブのスープと少量の水を入れ煮立て、2つに分ける。
 　1つには②のにんじんと粉寒天少 を々入れ、もう1つには鶏スペアリブと粉寒天少 を々入れ、どちらもレンジでチン。

4　粗熱が取れたら、セルクルの中に紫いも、にんじんを2段ずつ重ね、一番上に鶏スペアリブをのせる。

5　紫いもを好きな形で型抜きをし、上に飾って出来上がり。

材料
鶏スペアリブ

（骨を取り除いて細かく裂く）
粉寒天
紫いも
にんじん

ウ
ェ
ッ
ト
フ
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ド

vol.2→P.45

ウェットフード
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ウェットフード

1 袋：206kcal

22201 1 袋 (120g) ¥640 
22202 12 袋セット ¥6,960 

＊価格は税抜き

 鶏ひざなんこつ
グレインフリー

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
鶏軟骨 ( 日本 )、トマトペースト ( イタリア )、ポテトスターチ ( 日本、フランス )、ひまわり油 ( アルゼンチン )、亜麻仁油 ( 米国 )、増粘安定剤 ( カラギー
ナン )( 日本 )、海塩 ( メキシコ )、塩化コリン ( 米国 )、タウリン ( 米国 )、硫酸亜鉛 ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、硫酸マンガン ( 米国 )、硫酸鉄 ( 米国 )、セレ
ン酸ナトリウム ( 米国 )、ビタミン E( ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン酸カルシウム ( 米国 )、ビタミン A( ドイツ )、ビタミン D3( スイス、
フランス )、リボフラビン ( 米国 )、硝酸チアミン ( 米国 )、ビオチン ( ドイツ )、ビタミン B12( フランス、イギリス )、塩酸ピリドキシン ( 米国 )、葉酸 ( ス
イス )、ビタミン K( 米国 )、ヨウ化カルシウム ( 米国 )

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 10.5％以上 粗脂肪 14.0％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 72.0％以下 
●カロリー 172kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 60g 105g 170g 225g 270g 435g 570g 690g 800g

シニア犬 50g 95g 155g 200g 245g 390g 510g 620g 720g
◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

ホームスタイル
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ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

ウェットフードウェットフード

1　かぼちゃは皮をむき一口大にカット、やわらかくなるまでレンジでチン、潰してペースト状に。

2　ブロッコリーは細かく切り、レンジでチン。

3　鍋にホームシーズニングと水を入れ煮立て、2つに分ける。
　 1つには②のブロッコリーと粉寒天少 を々入れ、もう1つには鶏ひざなんこつと粉寒天少 を々入れ、どちらもレンジでチン。

4　粗熱が取れたら、セルクルの中にかぼちゃ、ブロッコリーを2段ずつ重ね、いちばん上に鶏ひざなんこつをのせる。

5　かぼちゃを好きな形で型抜きをし、上に飾って出来上がり。

材料
鶏ひざなんこつ（みじん切り）
ホームシーズニング
粉寒天
かぼちゃ
ブロッコリー

vol.1→P.43
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ウェットフード

酸化に強いからだを目指して
抗酸化作用の高いリコピン豊富なトマト、β- カロテン豊富なニンジン、かぼちゃを使用。
吸収率をさらにアップ
リコピンは油と一緒にとることでより吸収されやすく、また加熱するとさらに吸収率が増加。
ひまわり油や亜麻仁油と一緒に効率よく吸収。

トマトのもつ赤い力
リコピンを毎日の食事にプラス
強い抗酸化作用で健康な身体

リコピン プラス

ウェットフード

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

リコピン プラス［チキン］
1 袋：79kcal

グレインフリー

24101 1 袋 (70g) ¥360 
24102 12 袋セット ¥4,080 

＊価格は税抜き

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキン (日本 )、チキンレバー (日本 )、タピオカスターチ (日本 )、にんじん (日本 )、かぼちゃ
( 日本、ニュージーランド)、トマト ( 日本 )、乳酸カルシウム ( 日本 )、鶏脂肪 ( 日本 )、ビール
酵母 (日本)、セルロース (日本)、リン酸ナトリウム (カナダ)、レシチン (日本)、リコピン (イ
スラエル)、亜麻仁油 (日本)、海塩 (日本)、硫酸マグネシウム (日本)、塩化カリウム (日本)、
タウリン ( 日本 )、昆布 ( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、ビタミン E( 日本 )、キレートセレン ( 米
国)、グルコン酸亜鉛 (日本)、キレートマンガン (米国)、グルコン酸銅 (日本)、チアミン (日
本 )、ビタミン D3( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 11.0％以上 粗脂肪 5.5％以上 粗繊維 0.5％以下
粗灰分 2.0％以下 水分 76.0％以下 
●カロリー 114kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 90g 160g 260g 340g 410g 655g 855g 1040g 1205g
シニア犬 80g 145g 230g 305g 370g 590g 770g 935g 1085g

◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜
調整して与えてください。

▲ リコピン プラス ［チキン］ ▲ リコピン プラス ［ホース］ ▲ リコピン プラス ［フィッシュ］

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本
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82001 70g × 3 袋セット ¥1,050 
＊価格は税抜き

リコピン プラス
アソートセット

３つの味を楽しめるアソートセット

ウェットフード

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

リコピン プラス［ホース］
1 袋：71kcal

グレインフリー

24201 1 袋 (70g) ¥360 
24202 12 袋セット ¥4,080 

＊価格は税抜き

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
馬肉 ( メキシコ )、豚レバー ( 日本 )、タピオカスターチ ( 日本 )、豚脂肪 ( 日本 )、にんじん
( 日本 )、かぼちゃ ( 日本、ニュージーランド)、トマト ( 日本 )、乳酸カルシウム ( 日本 )、ひま
わり油 ( 日本 )、セルロース ( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、リン酸ナトリウム ( 日本 )、レシチ
ン ( 日本 )、リコピン ( イスラエル )、海塩 ( 日本 )、硫酸マグネシウム ( 日本 )、塩化カリウム
( 日本 )、タウリン ( 日本 )、亜麻仁油 ( 日本 )、昆布 ( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、ビタミン
E( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、グルコン酸亜鉛 ( 日本 )、キレートマンガン ( 米国 )、グ
ルコン酸銅 ( 日本 )、チアミン ( 日本 )、ビタミン D3( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 8.5％以上 粗脂肪 5.5％以上 粗繊維 0.5％以下
粗灰分 2.0％以下 水分 79.0％以下 
●カロリー 102kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 100g 180g 290g 380g 460g 730g 955g 1160g 1350g
シニア犬 90g 165g 260g 340g 415g 655g 860g 1045g 1215g

◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜
調整して与えてください。

 リコピン プラス［フィッシュ］
1 袋：69kcal

24301 1 袋 (70g) ¥360 
24302 12 袋セット ¥4,080 

＊価格は税抜き

グレインフリー

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
いわし ( 日本 )、タラ ( 日本 )、豚レバー ( 日本 )、タピオカスターチ ( 日本 )、にんじん ( 日
本 )、かぼちゃ ( 日本、ニュージーランド、メキシコ )、トマト ( 日本 )、ひまわり油 ( 日本 )、乳
酸カルシウム ( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、セルロース ( 日本 )、リン酸ナトリウム ( 日本 )、
レシチン ( 日本 )、リコピン ( イスラエル )、亜麻仁油 ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、硫酸マグネシ
ウム ( 日本 )、塩化カリウム ( 日本 )、タウリン ( 日本 )、昆布 ( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、
ビタミンE(日本 )、キレートセレン ( 米国 )、グルコン酸亜鉛 (日本 )、キレートマンガン ( 米
国 )、グルコン酸銅 ( 日本 )、チアミン ( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 8.0％以上 粗脂肪 5.0％以上 粗繊維 0.5％以下 
粗灰分 2.0％以下 水分 79.0％以下 
●カロリー 99kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
成　犬 100g 185g 295g 390g 470g 750g 985g 1195g 1390g
シニア犬 90g 170g 265g 350g 425g 675g 890g 1075g 1250g

◆表を目安に１日 2 回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調
整して与えてください。

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本
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ウェットフード

シンプレックス

タンパク質源はひとつだけ
新鮮な生肉を使ったシンプルごはん
アレルギーの気になる子にも選びやすい
新しい総合栄養食

ウェットフード

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

 シンプレックス［チキン］
1 袋：60kcal

グレインフリー

25101 1 袋 (70g) ¥400 
25102 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼
犬
期

～3か月 230g 365g 675g 1075g 1415g 1715g 2725g 3575g 4335g 5035g
～6か月 145g 235g 430g 685g 895g 1090g 1730g 2270g 2755g 3200g
～9か月 105g 165g 310g 490g 645g 785g 1245g 1635g 1985g 2300g
10か月～ 85g 140g 255g 405g 535g 645g 1030g 1350g 1635g 1900g

成　犬 75g 115g 215g 340g 450g 545g 865g 1135g 1375g 1600g
シニア犬 65g 105g 195g 310g 405g 490g 780g 1020g 1240g 1440g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳までに幼犬期の給与量を調節し
て 3 回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調
整して与えてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキン ( 日本 )、チキンレバー ( 日本 )、乳酸カルシウム ( 日本 )、えんどう豆繊維 ( 日本 )、
ひまわり油 ( 日本 )、増粘安定剤 ( グアガム、カラギーナン )( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、
リン酸ナトリウム ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、魚油 ( マグロ、カツオ由来 )( 日本 )、硫酸マグ
ネシウム ( 日本 )、亜麻仁油 ( 日本 )、グルコサミン塩酸塩 ( 日本 )、タウリン ( イタリア )、
塩化カリウム ( 日本 )、コンドロイチン硫酸塩 ( デンマーク )、昆布 ( 日本 )、グルコン酸亜鉛
( 日本 )、ビタミン E( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、キレートマンガン
( 米国 )、ビタミン K( 日本 )、グルコン酸銅 ( 日本 )、チアミン ( 日本 )、ビタミン D3( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 14.0％以上 粗脂肪 2.0％以上
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.5％以下 
水分 78.0％以下 
●カロリー 86kcal/100g

▲ シンプレックス ［チキン］ ▲ シンプレックス ［ホース］ ▲ シンプレックス ［ポーク］

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本
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ウェットフード

83001 70g × 3 袋セット ¥1,170 
＊価格は税抜き

シンプレックス
アソートセット

３つの味を楽しめるアソートセット

 シンプレックス［ホース］
1 袋：82kcal

グレインフリー

25201 1 袋 (70g) ¥400 
25202 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

 シンプレックス［ポーク］
1 袋：67kcal

グレインフリー

25301 1 袋 (70g) ¥400 
25302 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼
犬
期

～3か月 170g 270g 495g 790g 1040g 1260g 2005g 2630g 3190g 3700g
～6か月 105g 170g 315g 505g 660g 800g 1270g 1670g 2025g 2350g
～9か月 75g 125g 225g 360g 475g 575g 915g 1200g 1455g 1690g
10か月～ 65g 100g 190g 300g 390g 475g 755g 990g 1200g 1395g

成　犬 55g 85g 160g 250g 330g 400g 635g 835g 1010g 1175g
シニア犬 50g 75g 140g 225g 295g 360g 570g 750g 910g 1060g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳までに幼犬期の給与量を調節し
て 3 回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調
整して与えてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
馬肉 ( メキシコ )、馬レバー ( メキシコ )、乳酸カルシウム ( 日本 )、えんどう豆繊維 ( 日本 )、ひま
わり油 ( 日本 )、増粘安定剤 ( グアガム、カラギーナン )( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、リン酸ナト
リウム (日本 )、レシチン (日本 )、魚油 (マグロ、カツオ由来 )(日本 )、硫酸マグネシウム (日本 )、
亜麻仁油 ( 日本 )、グルコサミン塩酸塩 ( 日本 )、タウリン ( イタリア )、塩化カリウム ( 日本 )、コ
ンドロイチン硫酸塩 ( デンマーク)、昆布 ( 日本 )、ビタミン E( 日本 )、グルコン酸亜鉛 ( 日本 )、
クエン酸鉄 ( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、キレートマンガン ( 米国 )、ビタミン K( 日本 )、グ
ルコン酸銅 (日本 )、チアミン (日本 )、ビタミン D3(日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 12.5％以上 粗脂肪 5.0％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 1.5％以下
水分 75.0％以下 
●カロリー 117kcal/100g

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼
犬
期

～3か月 205g 330g 605g 965g 1265g 1535g 2440g 3205g 3885g 4510g
～6か月 130g 210g 385g 610g 805g 975g 1550g 2035g 2465g 2865g
～9か月 95g 150g 275g 440g 580g 700g 1115g 1465g 1775g 2065g
10か月～ 80g 125g 230g 365g 475g 580g 920g 1210g 1465g 1700g

成　犬 65g 105g 190g 305g 400g 485g 775g 1015g 1235g 1430g
シニア犬 60g 95g 175g 275g 360g 440g 700g 915g 1110g 1290g

◆表を目安に小型犬・中型犬は 1 歳、大型犬は 1.5 歳までに幼犬期の給与量を調節し
て 3 回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調
整して与えてください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
豚肉 ( カナダ )、豚レバー ( 日本 )、乳酸カルシウム ( 日本 )、えんどう豆繊維 ( 日本 )、ひまわ
り油 ( 日本 )、増粘安定剤 ( グアガム、カラギーナン )( 日本 )、ビール酵母 ( 日本 )、リン酸ナ
トリウム (日本 )、レシチン (日本 )、魚油 (マグロ、カツオ由来 )(日本 )、硫酸マグネシウム (日
本 )、亜麻仁油 ( 日本 )、グルコサミン塩酸塩 ( 日本 )、タウリン ( イタリア )、塩化カリウム ( 日
本 )、コンドロイチン硫酸塩 ( デンマーク )、昆布 ( 日本 )、ビタミン E( 日本 )、グルコン酸亜
鉛 ( 日本 )、クエン酸鉄 ( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、キレートマンガン ( 米国 )、ビタミン
K( 日本 )、グルコン酸銅 ( 日本 )、チアミン ( 日本 )、ビタミン D3( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 12.0％以上 粗脂肪 4.0％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.5％以下 
水分 78.0％以下 
●カロリー 96kcal/100g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本
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フードと一緒に
おいしくサプリごはん

健康を支える免疫力をサポート
パワーが違う！フェカリス菌を
毎日の習慣に

＜免疫力＞
腸内環境を整え、元気を支える「フェカリス菌」が
強い身体をサポート。

＜バイオジェニックス＞
加熱濃縮処理した死菌を使用。毎日続けること
で腸内環境を整える。

フェカリス 1000

23101 1 袋 (50g) ¥420 
23102 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

 フェカリス 1000
［チキン］ 1 袋：30.5kcal

グレインフリー

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

グレインフリー

 フェカリス 1000
［ホース］ 1 袋：27.5kcal

23301 1 袋 (50g) ¥420 
23302 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

23201 1 袋 (50g) ¥420 
23202 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

 フェカリス 1000
［タラ］ 1 袋：13.5kcal

グレインフリー

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

ウェットフード
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ウ
ェ
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ト
フ
ー
ド

ウェットフード

●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チキン ( 日本 )、チキンレバー ( 日本 )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウ
ム ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米
国、メキシコ )、ビタミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( ス
イス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミンB12(フランス)、ビタミンD3(スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、
セレン酸ナトリウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 6.0％以上 粗脂肪 3.0％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 86.0％以下
●カロリー 61kcal/100g

●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
馬肉 ( カナダ )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウム ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、
ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタミ
ン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン酸
カルシウム ( イギリス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナトリ
ウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 6.5％以上 粗脂肪 2.5％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 87.0％以下 
●カロリー 55kcal/100g

●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
タラ ( 日本 )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウム ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、
ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタミ
ン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン酸
カルシウム ( イギリス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナトリ
ウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 3.0％以上 粗脂肪 0.5％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 1.5％以下 水分 92.0％以下 
●カロリー 27kcal/100g

小さな小さな丸い乳酸菌は免疫細胞まで届く
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フェカリス 1000

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

ウェットフード

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

23501 1 袋 (50g) ¥420 
23502 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

 フェカリス 1000
［ビーフレバー］ 1 袋：23.5kcal

グレインフリー

 フェカリス 1000
［サーモン & 大麦］ 1 袋：29.5kcal

23601 1 袋 (50g) ¥420 
23602 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食
■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

グレインフリー

 フェカリス 1000
［ポーク］ 1 袋：34.5kcal

23401 1 袋 (50g) ¥420 
23402 12 袋セット ¥4,560 

＊価格は税抜き
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●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
豚肉 ( 日本 )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウム ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、
ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタ
ミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン
酸カルシウム ( イギリス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナト
リウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 5.0％以上 粗脂肪 4.5％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 86.0％以下 
●カロリー 69kcal/100g

●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
サーモン ( 日本 )、大麦 ( 日本 )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウム ( 日
本 )、海塩 ( 日本 )、ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米国、
メキシコ )、ビタミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、
パントテン酸カルシウム ( イギリス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セ
レン酸ナトリウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 5.0％以上 粗脂肪 1.0％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 84.0％以下 
●カロリー 59kcal/100g

●与え方
◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
牛レバー ( 日本 )、ポテト ( 日本 )、にんじん ( 日本 )、さつまいも ( 日本 )、かぼちゃ ( 日本 )、ブロッコリー ( 日本 )、炭酸カルシウム ( 日本 )、海塩 ( 日本 )、
ひまわり油 ( 日本 )、亜麻仁油 ( カナダ )、寒天 ( 日本 )、キャベツ ( 日本 )、レシチン ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )、硫酸亜鉛 ( 米国、メキシコ )、ビタ
ミン E( 米国、フランス )、硫酸鉄 ( 米国 )、酸化マンガン ( 米国 )、硫酸銅 ( 米国 )、ビタミン A( フランス、ドイツ )、ナイアシン ( スイス )、パントテン
酸カルシウム ( イギリス )、ビタミン B12( フランス )、ビタミン D3( スイス )、リボフラビン ( ドイツ )、塩酸ピリドキシン ( ドイツ )、セレン酸ナト
リウム ( 米国 )、硝酸チアミン ( ドイツ )、ビオチン ( フランス )、ヨウ化カルシウム ( 米国、カナダ )、葉酸 ( フランス )

●保証分析値
粗タンパク質 4.5％以上 粗脂肪 1.0％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 87.0％以下 
●カロリー 47kcal/100g

ウ
ェ
ッ
ト
フ
ー
ド

ウェットフード

81001 50g × 6 袋セット ¥2,400 
＊価格は税抜き

フェカリス 1000
アソートセット

６つの味を楽しめる
アソートセット
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70903 35 粒 ¥1,600 
70904 180 粒 ¥5,900 

＊価格は税抜き

高吸収性オメガ３脂肪酸オイル

クリルオイル

サプリメント

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
クリルオイル ( 米国 )
ソフトカプセル：ゼラチン ( 豚由来 )( 米国、カナダ、ベルギー )、植物性グリセリン ( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 33.0％以上 粗脂肪 44.0％以上 粗繊維 0％ 粗灰分 3.5％以下 水分 7.5％以下 
●カロリー 532kcal/100g
1 粒 450mg( オイル 260mg) あたり
◇ EPA31mg　◇ DHA14mg　◇アスタキサンチン 20ppm　◇総リン脂質 104mg　
◇オメガ 3 脂肪酸 57mg ◇オメガ 6 脂肪酸 8mg　◇リン 4.8mg

●原産国名　日本

サ
プ
リ
メ
ン
ト

2.4kcal

←
→

約1.2cm 1粒

p 皮膚・毛ヅヤが気になる
p 関節が心配
p 免疫力を維持したい

与え方

カプセルごと
そのまま

❶

カプセルごとお湯に溶かして
＊熱湯で溶かしていただいて

も品質に問題ありません。

❷

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 5kg 15kg 25kg 40kg
給与量 1 ～ 2 粒 2 ～ 4 粒 3 ～ 6 粒 4 ～ 8 粒
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サプリメント

「天然の真っ赤なオイル」
クリルオイルに含まれる成分

サ
プ
リ
メ
ン
ト

DHA DHA ＆＆ EP EPAA

オメガ３脂肪酸

サラサラ成分で
健康をサポート

DHA&EPADHA&EPA
水に溶けやすい構造

負担になりにくいから
リンを控えたい子も安心

リン脂質リン脂質

抗酸化成分

DHA&EPA を
酸化から守る

アスタキサンチン
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2.2kcal

←
→

約1.2cm 1粒クリルフェカリス

サプリメント

70901 35 粒 ¥1,900
70902 180 粒 ¥6,800

＊価格は税抜き

p 皮膚・毛ヅヤが気になる
p 関節が心配
p 免疫力を維持したい
p お腹の調子が気になる

与え方

カプセルごと
そのまま

❶

カプセルごとお湯に溶かして
＊熱湯で溶かしていただいて

も品質に問題ありません。

❷

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
クリルオイル ( 米国 )、フェカリス菌 ( 日本 )、米ぬかロウ ( 日本 )
ソフトカプセル：ゼラチン ( 豚由来 )( 米国、カナダ、ベルギー )、植物性グリセリン ( 日本 )

●保証分析値
粗タンパク質 32.0％以上 粗脂肪 41.5％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 3.0％以下 水分 7.5％以下 
●カロリー 519kcal/100g
1 粒 420mg( 内容物 250mg) あたり
◇フェカリス菌：1,000 億個　◇ EPA：25mg　◇ DHA：12mg　◇アスタキサンチン：17ppm
◇総リン脂質：84mg　◇オメガ 3 脂肪酸：46mg　◇オメガ 6 脂肪酸：6mg　◇リン：3.9mg

●原産国名　日本

高吸収性オメガ 3 脂肪酸オイル [ クリルオイル ]
＆

高密度濃縮乳酸菌 [ フェカリス菌 ]

サ
プ
リ
メ
ン
ト

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 5kg 15kg 25kg 40kg
給与量 1 ～ 2 粒 2 ～ 4 粒 3 ～ 6 粒 4 ～ 8 粒
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サプリメント

オメガ３脂肪酸 乳酸菌

オメガ３脂肪酸

DHA&EPADHA&EPA
水に溶けやすい構造

リン脂質リン脂質

DHA&EPAを
酸化から守る

アスタキサンチン

サ
プ
リ
メ
ン
ト
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[ ビール酵母 ]　[ にんにく ] 配合

←　→
0.76kcal1粒

約 8mm

pノミが気になる季節 
p 駆除薬は使いたくない
p なんとなく元気がない

外部寄生虫が
嫌がる硫黄成分たっぷり
かゆくない！毎日元気に

[ グルコサミン ]　[ コンドロイチン ] 配合
p 散歩を嫌がる
p 高齢で関節が心配
p 関節トラブルが起きやすい犬種といわれた

6 つの成分
一緒に働く

サプリメント

ガーリックイースト

←　→
0.39kcal1粒

約 8mm

キープジョイント

40603 60 粒 ¥500 
40604 180 粒 ¥1,100 

＊価格は税抜き

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ビール酵母 ( 日本 )、麦芽糖水飴 ( 日本 )、デキストリン ( 日本 )、ステアリン酸マグ
ネシウム (日本 )、豚マローエキス (日本 )、にんにく( 米国 )、ビタミンＥ ( スイス)、
ビタミンＣ ( 日本 )
＊ にんにくの使用量については細心の注意を払っております 

●保証分析値
粗タンパク質 33.0％以上 粗脂肪 2.5％以上 粗繊維 20.0％以下 
粗灰分 7.5％以下 水分 5.0％以下
●カロリー 249kcal/100g

●原産国名　日本

＊幼犬は給与量を半分にしてください

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 ～ 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 40kg 55kg
給与量 1 粒 1 ～ 2 粒 2 粒 2 ～ 3 粒 3 ～ 4 粒 4 粒 5 粒

40701 180 粒 ¥2,000 
40702 630 粒 ¥5,000 

＊価格は税抜き

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
オイスターカルシウム（日本）、麦芽糖水飴（日本）、発酵グルコサミン（米国）、コラー
ゲンペプチド（日本）、デキストリン（日本）、ステアリン酸マグネシウム（日本）、サメ軟
骨エキス（日本）、フィッシュペプチド（日本）、ホエイプロテイン（米国）、タウリン（台
湾）、L-リジン（フランス ､ 米国）、ショ糖エステル（日本）、グルタミン酸（日本）、卵黄

（米国）、ヒアルロン酸（日本）、ビタミン C（日本）、SAMe（酵母由来）（ドイツ ､ フラ
ンス）、魚油（イワシ由来）（日本）、ユッカ抽出物（米国）、ビタミン D3（スイス ､ フラ
ンス）、硝酸チアミン（米国 ､ドイツ）、ビタミン B6（フランス ､ 米国）

●保証分析値
粗タンパク質 19.0％以上 粗脂肪 1.0％以上 粗繊維 16.0％以下
粗灰分 33.0％以下 水分 5.0％以下
●カロリー 166kcal/100g
◇グルコサミン ( 発酵グルコサミン )：9,550mg/100g ◇コンドロイチン ( サメ軟骨エキス )：2,000mg/100g
◇コラーゲンペプチド：9,000mg/100g   ◇ SAMe( 酵母由来サムイー )：300mg/100g
◇ヒアルロン酸：500mg/100g   ◇オイスターカルシウム：30,700mg/100g

●原産国名　日本

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 ～ 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 40kg 55kg
給与量 2～3粒 4～5粒 5～6粒 6～7粒 9粒 10～11粒 13～14粒

サ
プ
リ
メ
ン
ト
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サプリメント

サ
プ
リ
メ
ン
ト

[ クロロフィル ]　[ ビフィズス菌発酵生成物 ] 配合

おいしく 
与えるコツ

いつものフードに 
ふりかけて

❶

水やぬるま湯で溶かして 
( 濃度はお好みで )

❷

おいしく 
与えるコツ

いつものフードに 
ふりかけて

❶

水やぬるま湯で溶かして 
( 濃度はお好みで )

❷

10.9kcal1包　4gデオクリア 10 

水に溶かした
状態 粉の状態

p 口臭、体臭が気になる
p 便や尿のにおいがきつい
p 腸内環境を整えたい

41001 4g × 30 包 ¥4,000 
＊価格は税抜き

●原材料名(原材料 原産国)
スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、日本)、デキストリン(日本)、デュラムセモリナ
(フランス、日本)、小麦グルテン(フランス、日本)、チーズ(オーストラリア、ニュージーランド、デン
マーク)、天然樹木抽出物(松、杉、檜)(日本)、加水分解ビーフエキス(日本)、ビートファイバー
(日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア、ニュージーランド)、加水分解チキンレバーエキス(日
本)、グリセリン(日本)、炭酸カルシウム(日本)、オオバコエキス(日本)、フィッシュペプチド(日
本)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、スピルリナ(米国、インドネシア)、緑茶(日本)、シャンピニ
オンエキス(日本)、ユッカ抽出物(メキシコ、米国)、クロロフィル(日本)、豚マローエキス(日本)、
パパイヤ乾燥末(マレーシア)、ラクチュロース(日本)

●保証分析値
粗タンパク質 14.0％以上 粗脂肪 9.0％以上 粗繊維 7.0％以下 
粗灰分 18.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 273kcal/100g

●原産国名　日本

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 ～10kg 10～20kg 20kg以上
給与量 1包 2包 3包

14.4kcal1包　4gアイクリア 10 

[ ブルーベリー ]　[ ルテイン ] 配合

41002 4g × 30 包 ¥4,000 
＊価格は税抜き

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
スキムミルク ( オーストラリア、ニュージーランド、日本 )、デキストリン ( 日本 )、チーズ
( オーストラリア、ニュージーランド、日本 )、卵黄 ( 日本 )、グルコース ( 日本 )、加水分解
チキンレバーエキス (日本 )、コラーゲンペプチド (日本 )、アヤムラサキ (日本 )、ブルー
ベリー ( フィンランド、日本 )、タウリン ( 台湾、日本 )、グルタチオン酵母 ( 日本 )、スピ
ルリナ ( 米国、インドネシア )、レチノール ( ビタミン A)( スイス )、ビタミン C( 台湾、日
本 )、ビタミン E(ドイツ、日本 )、ビタミン B2(ドイツ )、ヘマトコッカス褐色藻 ( 米国 )、
セレン酵母 ( 米国 )

●保証分析値
粗タンパク質 20.0％以上 粗脂肪 13.0％以上 粗繊維 2.0％以下
粗灰分 4.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 359kcal/100g

●原産国名　日本

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 ～10kg 10～20kg 20kg以上
給与量 1包 2包 3包

p 涙やけが気になる
p 高齢になり白内障が心配
p 紫外線ダメージから眼を保護したい
p 眼の健康をサポートしたい

眼の健康対策

水に溶かした
状態 粉の状態

お腹の中から 
においケア
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サプリメント

サ
プ
リ
メ
ン
ト

プラスアップ パピー

健やかな成長を
サポート

[ 免疫乳酸菌 ]　[ 魚油（イワシ由来）] 配合

40501 80g ¥1,900 
40502 500g ¥7,900 

＊価格は税抜き

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 31.0％以上 粗脂肪 19.0％以上 
粗繊維 2.0％以下 粗灰分 12.0％以下 水分 5.0％以下 
●カロリー 379kcal/100g

プラスアップ メンテナンス

40503 80g ¥1,900 
40504 500g ¥7,900 

＊価格は税抜き

[ 秋ウコン ]　[ DNA ナトリウム ] 配合

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 28.0％以上 粗脂肪 18.0％以上 粗繊維 3.5％以下 
粗灰分 11.0％以下 水分 5.0％以下 
●カロリー 372kcal/100g

本来の代謝、
免疫サポート

[ L−カルニチン ]　[ サメ軟骨エキス ] 配合

40505 80g ¥1,900
40506 500g ¥7,900 

＊価格は税抜き

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 27.0％以上 粗脂肪 16.0％以上 粗繊維 3.5％以下 
粗灰分 11.0％以下 水分 5.0％以下 
●カロリー 362kcal/100g

プラスアップ シニア

消化・吸収、
関節サポート
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サプリメント

サ
プ
リ
メ
ン
ト

3.8kcal約1g

約1g

約1g

添付スプーン
すりきり 1 杯

添付スプーン
すりきり 1 杯

添付スプーン
すりきり 1 杯

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクホエイ(オーストラリア､米国､フランス､日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア､米国､フランス､ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュー
ジーランド､日本)、全脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュージーランド､日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国､日
本)、デキストリン(日本)、オイスターカルシウム(日本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、加水分解豚レバーエキス(日本)、豚マローエキス(日
本)、大豆発酵生成物(日本)、ミルクカルシウム(米国)、グルタミンペプチド(日本)、牛初乳(オーストラリア)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、免疫乳酸菌(日本)、
タウリン(日本)、レシチン(米国)、やまいも(日本)、豚スイ臓乾燥末(日本)、秋ウコン(日本)、ラフィノース(日本)、魚油（イワシ由来）(日本)、ラクチュロース(米国､日
本)、ラクトフェリン(米国､日本)、パパイヤ乾燥末(マレーシア)、DL−メチオニン(日本)、L−スレオニン(日本､米国)、L−リジン(ドイツ､米国)、L−トリプトファン(日
本､米国)、L−シスチン(日本)、L−アルギニン(日本)、L−カルニチン(日本)、炭酸カルシウム(日本､イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マ
グネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、硫酸マンガン(米国)、銅酵母(米国)、クロム酵母(米国)、ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母
(米国)、ビタミンA(スイス､フランス)、ビタミンD3(スイス､フランス)、ビタミンE(日本､スイス､米国)、ビタミンK(日本､スイス､米国)、硝酸チアミン(イギリス､米国､
ドイツ､日本)、リボフラビン(日本､ドイツ､米国)、塩酸ピリドキシン(フランス､米国)、ビタミンB12(フランス､イギリス)、パントテン酸カルシウム(イギリス､米国)、
ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ビオチン(スイス､フランス)、塩化コリン(ドイツ､米国)、アスコルビン酸カルシウム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
～3か月 0.5g 0.8g 1.5g 2.3g 3g 3.7g 5.9g 7.7g 9.3g 10.8g
～6か月 0.3g 0.5g 0.9g 1.5g 1.9g 2.3g 3.7g 4.9g 5.9g 6.9g
～9か月 0.2g 0.4g 0.7g 1.1g 1.4g 1.7g 2.7g 3.5g 4.3g 5g
10か月～ 0.2g 0.3g 0.5g 0.9g 1.1g 1.4g 2.2g 2.9g 3.5g 4.1g

◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

3.7kcal

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクホエイ(オーストラリア､米国､フランス､日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア､米国､フランス､ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュー
ジーランド､日本)、全脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュージーランド､日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国､
日本)、デキストリン(日本)、オイスターカルシウム(日本)、コラーゲンペプチド(日本)、ミルクカルシウム(米国)、豚マローエキス(日本)、グルタミンペプチド(日
本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、大豆発酵生成物(日本)、加水分解豚レバーエキス(日本)、トルラ酵母(日本)、ビフィズス菌発酵生成物
(日本)、キチンキトサン(日本)、発酵グルコサミン(日本)、タウリン(日本)、レシチン(米国)、やまいも(日本)、豚スイ臓乾燥末(日本)、DNAナトリウム(日本)、パパ
イヤ乾燥末(マレーシア)、ブルーベリーエキス(フィンランド､日本)、秋ウコン(日本)、高麗にんじん(韓国)、ラフィノース(日本)、ラクチュロース(米国､日本)、ラク
トフェリン(米国､日本)、免疫乳酸菌(日本)、魚油（イワシ由来）(日本)、CoQ10(日本)、L−アルギニン(日本)、DL−メチオニン(日本)、L−トリプトファン(日本､米
国)、L−リジン(ドイツ､米国)、L−スレオニン(日本､米国)、L−カルニチン(日本)、L−シスチン(日本)、炭酸カルシウム(日本､イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、
塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、硫酸マンガン(米国)、銅酵母(米国)、クロム酵母(米国)、
ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母(米国)、ビタミンA(スイス､フランス)、ビタミンD3(スイス､フランス)、ビタミンE(日本､スイス､米国)、ビタミンK(日本､スイス､米
国)、硝酸チアミン(イギリス､米国､ドイツ､日本)、リボフラビン(日本､ドイツ､米国)、塩酸ピリドキシン(フランス､米国)、ビタミンB12(フランス､イギリス)、パン
トテン酸カルシウム(イギリス､米国)、ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ビオチン(スイス､フランス)、塩化コリン(ドイツ､米国)、アスコルビン酸カルシウム(日
本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

給与目安量 0.4g 0.7g 1.1g 1.8g 2.8g 3.7g 4.5g 5.2g
◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクホエイ(オーストラリア､米国､フランス､日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア､米国､フランス､ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュー
ジーランド､日本)、全脂粉乳(オーストラリア､米国､ニュージーランド､日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国､日
本)、オイスターカルシウム(日本)、デキストリン(日本)、コラーゲンペプチド(日本)、ミルクカルシウム(米国)、豚マローエキス(日本)、スピルリナ(インドネシア)、グ
ルタミンペプチド(日本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、大豆発酵生成物(日本)、加水分解豚レバーエキス(日本)、牡蠣エキス(日本)、トルラ
酵母(日本)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、キチンキトサン(日本)、発酵グルコサミン(日本)、タウリン(日本)、レシチン(米国)、サメ軟骨エキス(日本)、やまいも
(日本)、豚スイ臓乾燥末(日本)、DNAナトリウム(日本)、パパイヤ乾燥末(マレーシア)、グレープシードエキス(米国、日本)、秋ウコン(日本)、高麗にんじん(韓国)、
ラフィノース(日本)、ラクチュロース(米国､日本)、ラクトフェリン(米国､日本)、免疫乳酸菌(日本)、魚油（イワシ由来）(日本)、CoQ10(日本)、L−アルギニン(日
本)、DL−メチオニン(日本)、L−トリプトファン(日本､米国)、L−リジン(ドイツ､米国)、L−スレオニン(日本､米国)、L−カルニチン(日本)、L−シスチン(日本)、炭酸
カルシウム(日本､イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、硫酸
マンガン(米国)、銅酵母(米国)、クロム酵母(米国)、ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母(米国)、ビタミンA(スイス､フランス)、ビタミンD3(スイス､フランス)、ビタミン
E(日本､スイス､米国)、ビタミンK(日本､スイス､米国)、硝酸チアミン(イギリス､米国､ドイツ､日本)、リボフラビン(日本､ドイツ､米国)、塩酸ピリドキシン(フランス
､米国)、ビタミンB12(フランス､イギリス)、パントテン酸カルシウム(イギリス､米国)、ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ビオチン(スイス､フランス)、塩化コリン(ド
イツ､米国)、アスコルビン酸カルシウム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 1kg 2.5kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

給与目安量 0.4g 0.7g 1.2g 1.9g 3g 4g 4.8g 5.6g
◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

3.6kcal



62

トッピング

●ミックストリオ
70801 30g ¥760

＊価格は税抜き

毎日食べたい優秀食材「納豆」　栄養そのままフリーズドライ

0.8kcal1粒

●パウダー
70802 40g ¥600

＊価格は税抜き

大好きな発酵のにおいが食欲を刺激して、手軽に嗜好性や栄養価をアップ 
トッピングしやすい粗挽きパウダータイプ

納豆ソイナッツ ＜パウダー＞

納豆ソイナッツ ＜ミックストリオ＞

●原産国名　日本

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 39.0％以上 粗脂肪 15.5％以上 粗繊維 5.0％以下 粗灰分 5.0％以下 水分 2.0％以下 
●カロリー 386kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 39.0％以上 粗脂肪 15.5％以上 粗繊維 5.0％以下 粗灰分 5.0％以下 水分 2.0％以下 
●カロリー 386kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
粒納豆 ( 黒豆、黄豆、小粒豆 )( 日本 )

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
粒納豆 ( 小粒豆 )( 日本 )

ト
ッ
ピ
ン
グ

7.7kcal
小さじ 1 杯
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トッピング

チキンレバー、とんこつ、ビーフのエキスが詰まった天然うま味だし

ホームシーズニング

ト
ッ
ピ
ン
グ

70201 75g ¥800
＊価格は税抜き

いつものフードにふりかけ
るだけで、風味が増します。
粉のままふりかけても、
スープにしてもOK!

簡単な使い方
＜ふりかけとして＞
そのままいつものフードにふりかけるだけで風味がアップ！
＜スープとして＞
野菜やお肉と一緒に煮るとおいしさアップ！
＜アレルギーに配慮＞
肉類はすべてアレルギーの原因とならないようにペプチドレベルに分解 

●原材料名(原材料 原産国)
スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本)、ミルクペプチド(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本、米国)、チキンレ
バーエキス(日本、米国)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、グルコース(日本)、豚マローエキス(日本、米国)、ローストビーフエキス(日本)、大豆発酵
生成物(日本、米国)、にんにく(日本、米国)、L−アルギニン(日本)、L−アラニン(日本)、DL−メチオニン(日本、米国)、グリシン(日本)

●原産国名　日本
●保証分析値
粗タンパク質 20.0％以上 粗脂肪 18.0％以上 粗繊維 2.0％以下 粗灰分 10.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 402kcal/100g

大切な水分
私たち動物の体の半分以上が水分。そんな水分が
1日にどのくらい必要かご存じですか？

「1日に必要な水の量」は、食べ物や気候などによっ
て大きく影響を受けますが、1日あたりのカロリーと
同じ程度の水分が必要といわれています。
水は生きていくために不可欠なもので、水分が不足
すると結石や腎不全、肥満など様々な病気の原因
になります。

結石は水をたくさん飲んで尿量を増やすことで予防
ができます。
新鮮なお水を用意して、水分不足にならないよう心
掛けたいものです。

お水の飲ませ方
●ドライフードはふやかして
→フード1カップに対して、水1.5カップが目安です。
30分ほどふやかすとしっかりと水分を吸収します。
40℃くらいのぬるま湯を使用すると嗜好性も高まり
おすすめです。

●レトルトフードをトッピング
→レトルトフードには概ね100gあたり70ml程の水分
が含まれています。
水分豊富なレトルトフードをトッピングするだけで水
分補給につながります。

●水に風味をつける方法も
→ミルクやホームシーズニング、クリルオイルを溶かし
て風味をつけることも飲水を促します。
あまり濃い味に慣れると、更に水を飲まなくなってし
まうので、なるべく薄くしてください。

4kcal添付スプーン
すりきり 1 杯 約1g
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ミルクで健康パワーアップ
パピー＆シニアのエネルギーチャージに

＜高タンパク質＞ 
タンパク質源として消化しやすく、必須アミノ酸が高いレベルでバランスよく含まれているホエイプロテインを採用。精製
度合い異なる WPC（ホエイプロテインコンセントレート）と WPI（ホエイプロテインアイソレート）を併用しました。

＜高脂肪＞ 
エネルギー源には中鎖脂肪酸（MCT オイル）を採用。一般的な油に比べて 4 ～ 5 倍も速く分解され、短時間でエネルギーに
変わるので、脂肪として溜まりにくく肥満の原因や内臓の負担になりにくい油です。消化器が未発達で油の吸収が上手にで
きない成長期や、吸収力が衰えて毛のハリやうるおいが失われるシニア期の栄養補給に最適です。

＜高免疫力＞ 
健康な身体に備わっている免疫力と抵抗力を維持するために牛初乳やラクトフェリンを採用。 ミルクで健康パワーアッ
プ。パピー＆キトンからシニアのエネルギーチャージに。

113301 150g ¥1,500 
113302 450g ¥4,000 

＊価格は税抜き

ミルク ( パピー＆シニア )

ミルクエイド

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 33.0％以上 粗脂肪 40.0％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 8.0％以下 水分 5.0％以下 
●カロリー 503kcal/100g

▲ 150g ▲ 450g
ミ
ル
ク

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
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ミルク ( パピー＆シニア )

●原材料名(原材料 原産国)
ホエイプロテイン（WPC、WPI）（オーストラリア、米国）、ラード（日本）、菜種油（カナダ）、大豆油（米国）、ミルクカゼイン（オーストラリア）、卵黄
（日本）、スキムミルク（日本）、ミルクファット（日本）、グルコース（日本）、MCTオイル（中鎖脂肪酸油）（日本）、ミルクカルシウム（日本）、ミルク
ペプチド（日本）、豚マローエキス（日本）、牛初乳（米国）、レシチン（日本）、L-カルニチン（日本、米国）、魚油（イワシ由来）（日本）、タウリン（台
湾）、L-アルギニン（日本、米国）、DL-メチオニン（日本）、L-リジン（日本）、L-シスチン（日本）、クエン酸（ベルギー）、核酸（日本）、ラクチュロース
（日本）、ラクトフェリン（日本、米国）、ビフィズス菌（日本）、炭酸カルシウム（日本）、リン酸ナトリウム（日本）、塩化カリウム（カナダ）、硫酸マグネ
シウム（米国）、硫酸銅（タイ）、硫酸鉄（日本）、硫酸マンガン（日本）、キレート亜鉛（米国）、ヨウ化カルシウム（日本）、塩化ナトリウム（日本）、キ
レートセレン（米国）、ビタミンA（スイス）、ビタミンD3（フランス）、ビタミンE（日本、ドイツ）、ビタミンK（イタリア）、硝酸チアミン（ドイツ）、リボフ
ラビン（ドイツ）、塩酸ピリドキシン（ドイツ）、パントテン酸カルシウム（イギリス）、ナイアシン（スイス）、ビタミンB12（フランス）、葉酸（ドイツ）、
ビオチン（フランス）、塩化コリン（米国）、ビタミンC（日本）、ベータカロテン（マレーシア）

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg

幼
犬
期

～3ヵ月 40g 65g 115g 185g 240g 295g 465g 610g 740g 860g
～6ヵ月 25g 40g 75g 115g 155g 185g 295g 390g 470g 545g
～9ヵ月 20g 30g 55g 85g 110g 135g 215g 280g 340g 395g
～10ヵ月 15g 25g 45g 70g 90g 110g 175g 230g 280g 325g
成犬 10g 20g 35g 60g 75g 95g 150g 195g 235g 275g

シニア犬 10g 20g 35g 55g 70g 85g 135g 175g 210g 245g
◆添付のスプーンは、すりきり1杯でミルク2.5gです。人肌程度のぬるま湯（40℃）で溶いて与えてください。
◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上（授乳期間は6回以上）に分けて与えてください。
◆作り置きは腐敗や雑菌の繁殖の原因となりますのでおやめください。

ミ
ル
ク

12.6kcal添付スプーン
すりきり 1 杯 約2.5g
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ミルク ( パピー＆シニア )

＜タンパク質を 3 種に限定＞ 
消化能力が未発達な幼犬や衰えたシニア犬のために 

＜消化に優れた食材＞ 
乳製品、α化米、卵黄など消化・吸収に優れた食材に限定 

＜ぬるま湯で練るパウダータイプ＞ 
歯が生え揃わない幼犬や、咀嚼が難しいシニア犬でも食べやすく 

50302 140g ¥1,200 
50301 950g ¥7,000 

＊価格は税抜き

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用
●原産国名　日本

ミルクから通常の食事への大切なステップ
消化能力の衰えたシニア犬にもおすすめ

離乳食インファント

●保証分析値
粗タンパク質 34.0％以上 粗脂肪 14.0％以上 
粗繊維 2.5％以下 粗灰分 9.0％以下 水分 6.0％以下 
●カロリー 359kcal/100g

▲ 140g ▲ 950g
ミ
ル
ク
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ミルク ( パピー＆シニア )

濃度の目安 ( ぬるま湯 : 40℃以下の湯 )　

インファントとぬるま湯を
同程度で。
とろみのあるポタージュ
スープ風。

2
離乳中期

: 11

ぬるま湯たっぷり。ミルク
のようなさらさらスープ。 

1
離乳初期

:
インファント インファント

31

徐々に他のフードも加えま
しょう。ウェットフードやすり
おろした野菜がおすすめ。

3
離乳後期

インファントぬるま湯 ぬるま湯 ぬるま湯

: 11 + 消化の
良い

フード

●原材料名(原材料 原産国)
ミルクカゼイン(オーストラリア､ニュージーランド､フランス､日本)、スキムミルク(オーストラリア､ニュージーランド､フランス､日本)、チー
ズ(オーストラリア､ニュージーランド､フランス)、乳酵母(フランス)、α化米(日本)、菜種油(日本)、パーム油(マレーシア)、卵黄(日本)、チキン
レバーエキス(日本)、ラード(日本)、オイスターカルシウム(日本)、ビートファイバー(日本)、豚マローエキス(日本)、牛初乳(オーストラリア)、
ラフィノース(日本)、魚油（イワシ由来）(日本)、レシチン(米国)、カゼインホスホペプチド(日本)、ラクトフェリン(日本)、リゾチーム(日本)、
ベータカロテン(マレーシア)、タウリン(日本)、L−リジン(ドイツ､米国)、L−アルギニン(日本)、DL−メチオニン(日本)、L−トリプトファン(日
本､米国)、L−シスチン(日本)、クエン酸(ベルギー)、ビタミンA(スイス､フランス)、ビタミンD3(スイス､フランス)、ビタミンE(日本､スイス､米
国)、ビタミンK(日本､スイス､米国)、硝酸チアミン(イギリス､米国､ドイツ､日本)、リボフラビン(日本､ドイツ､米国)、塩酸ピリドキシン(フランス
､米国)、ビタミンB12(フランス､イギリス)、ナイアシン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(イギリス､米国)、葉酸(スイス)、ビオチン(スイス､フ
ランス)、塩化コリン(ドイツ､米国)、ビタミンC(米国)、イノシトール(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(米国)、硫酸亜鉛(米国)、硫
酸鉄(米国)、硫酸銅(米国)、硫酸マンガン(米国)、ヨウ化カルシウム(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、キレートセレン(米国)、塩化ナトリウム(日
本)、豚スイ臓乾燥末(日本)、ラクターゼ(日本)

● 1 日あたりの給与目安量
体　重 0.5kg 1kg 2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg
幼　犬 55g 90g 160g 260g 340g 410g 655g 855g 1040g 1205g

シニア犬 15g 25g 45g 75g 95g 115g 185g 245g 295g 345g
◆添付のスプーンはすりきり1杯で約3g、水は5ccです。
◆成長の度合いにより給与量は大きく変わります。幼犬の体重の変化、体調、便の状態を見ながら増減してください。
◆3～4回に分けて与えてください。
◆ぬるま湯で溶く場合、人肌程度の温度(40℃)が理想です。
◆ぬるま湯に溶いた際に、赤色や青色の粒が見える場合がありますが、ミネラルなどの成分が見えるものであり、品質の異常ではありません。

ミ
ル
ク

10.8kcal
添付スプーン
すりきり 1 杯 約3g



68

我が家のミルク♂とマロン♀が、めでたく1歳の誕生日を迎えました。
ミルクは好奇心旺盛な反面、超ビビり。
お散歩中に空き缶が転がってきただけで、飛び上がるのはいかがなものかと親と
しては心配の種。
一方のマロンは冷静沈着、なんでもじっと観察する賢い女の子。
観察しすぎてフリーズ!!
兄妹とは言え、性格の違いにも驚かされる毎日です。

おやつ

●原産国名　米国

●保証分析値
粗タンパク質 12.0% 以上 粗脂肪 10.0% 以上
粗繊維 2.0% 以下 粗灰分 2.5% 以下 水分 6.0% 以下
●カロリー 363kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ヤギミルク ( 米国 )、ひよこ豆 ( 米国、カナダ )、えんどう豆 ( 米国、カナダ )、タピオカ
( 米国 )、ポテト ( 米国 )、ひまわり油 ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )

しぼりたてのヤギミルク生乳たっぷり
搾乳してから 24 時間以内に作った
グレインフリービスケット

牛乳が苦手な子でも安心のヤギミルクは中鎖脂肪酸がたっぷり

お
や
つ

ヤギミルクビスケット
←　→

10.9kcal1個

約3cm

30101 80g ¥500 
30111 250g ¥1,200
33001 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き

 ＜ ビスケット ＞

ミルク ♂ マロン ♀

みる*まろ日記
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そんなミルマロはもともとは保護犬。
河川敷に７頭で捨てられていたところを保護され、そのうちの２頭が兄
妹で我が家にやってきました。
みんなそれぞれの家族へ引き取られ、一度、離れ離れになった兄弟姉
妹ですが、赤い糸で繋がり、
最近、元気で暮らしている事がわかりました。
中にはYoutubeで活躍する兄弟も。
いつか対面できる日を楽しみに、今日もミルマロはいく。

おやつ

お
や
つ

 ＜ ビスケット ＞

一口サイズでトレーニングやしつけに大人気の
グレインフリービスケット

そらころん［カルニチンプラス］ ←　→
1.4kcal1個

約1cm

●原産国名　日本

穀物を使用せず、さくさくに焼き上げた「そらころん」は
食べやすくトレーニングのご褒美にも最適

●保証分析値
粗タンパク質 4.5% 以上 粗脂肪 2.0％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 316kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ（日本）、てんさい糖（日本）、鶏卵（日本）、脱脂粉乳（日本）、
チーズ（デンマーク）、フィッシュペプチド（サバ）（日本）、炭酸カルシウ
ム（日本）、Ｌ-カルニチン（米国、日本）、α-リポ酸（日本）、CoQ10（日本）

30406 40g ¥500 
30407 160g ¥1,500 
33024 ポケットサイズ15g ¥300

＊価格は税抜き



おやつ

3.8kcal

← 約1.9cm →

1 個

3.6kcal

← 約1.9cm →

1 個

●原産国名　米国

●原産国名　米国

●保証分析値
粗タンパク質 19.0％以上 粗脂肪 2.5％以上
粗繊維 1.0％以下 粗灰分 3.0％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 314kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大麦 ( 米国 )、米 ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )、大豆油 ( 米国 )、
プロバイオティクス ( コアグランス菌 )( 米国 )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、
グルコサミン塩酸塩 ( 米国 )

●保証分析値
粗タンパク質 18.0％以上 粗脂肪 6.0％以上
粗繊維 1.5％以下 粗灰分 2.5％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 331kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大麦 ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )、米 ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、大豆油 ( 米国 )、
クランベリー ( 米国 )、プロバイオティクス ( コアグランス菌 )( 米国 )

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ
関節が気になるワンちゃんへ

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ
膀胱や尿が気になるワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア
スムーズな関節の維持にグルコサミンとコンドロイチン配合

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア
健康の維持にキナ酸とポリフェノールが豊富なスーパーフルーツ、クランベリーを配合

お
や
つ

プロバイオビスケット［グルコサミン］

 ＜ ビスケット ＞

30801 80g ¥500 
33018 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き

30805 80g ¥500 
33009 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き
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プロバイオビスケット［クランベリー］



おやつ

3.5kcal

← 約1.9cm →

1 個

3.5kcal

← 約1.9cm →

1 個

3.9kcal

← 約1.9cm →

1 個

●原産国名　米国

●原産国名　米国

●原産国名　米国

●保証分析値
粗タンパク質 18.5％以上 粗脂肪 7.5％以上 
粗繊維 1.0％以下 粗灰分 2.5％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 340kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大麦 ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )、米 ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、亜麻仁 ( カナダ )、
大豆油 ( 米国 )、プロバイオティクス ( コアグランス菌 )( 米国 )

●保証分析値
粗タンパク質 18.0％以上 粗脂肪 4.0％以上 
粗繊維 1.5％以下 粗灰分 2.5％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 307kcal/100g

●保証分析値
粗タンパク質 18.0％以上 粗脂肪 8.0% 以上 
粗繊維 3.5% 以下 粗灰分 3.0% 以下 水分10.0％以下 
●カロリー 332kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大麦（米国）、ピーナッツ（米国）、米（米国）、ポテト（米国）、大豆油（米国）、ブルー
ベリー（米国）、ルテイン（インド）、プロバイオティクス（コアグランス菌）（米国）

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ
皮膚・被毛が気になるワンちゃんへ

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ
フィラリア予防薬やステロイドなど
お薬を飲んでいるワンちゃんへ

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ
瞳のトラブルが心配なワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア
必須脂肪酸のうち不足しがちなオメガ3脂肪酸を含む亜麻仁を加えました。

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア
古くから健康な肝臓を維持すると言われているミルクシスルを加えました

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア
瞳の健康維持のためにブルーベリーとルテインを配合

お
や
つ

 ＜ ビスケット ＞

30806 80g ¥500 
33023 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き

30804 80g ¥500 
33008 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き
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プロバイオビスケット［ミルクシスル］

プロバイオビスケット［ブルーベリー＆ルテイン］

プロバイオビスケット［オメガ］

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大麦 ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )、米 ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、大豆油 ( 米国 )、
ミルクシスル ( 米国 )、プロバイオティクス ( コアグランス菌 )( 米国 )

30802 80g ¥500 
33019 ポケットサイズ25g ¥300

＊価格は税抜き
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おやつ

お
や
つ

30603 40g ¥500 
30604 160g ¥1,500
33021 ポケットサイズ15g ¥300

＊価格は税抜き

30601 40g ¥500 
30602 160g ¥1,500
33020 ポケットサイズ15g ¥300

＊価格は税抜き

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス
瞳の健康をおいしくサポート

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス
関節の健康をおいしくサポート

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット
タウリンとブルーベリーエキスで瞳の健康をおいしくサポート

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 2.0% 以上 
粗繊維 1.0% 以下 粗灰分 1.0% 以下 水分 10.0% 以下 
●カロリー 318kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ ( 日本 )、てんさい糖 ( 日本 )、麦芽糖 ( 日本 )、鶏卵 ( 日本 )、
紫いも ( 日本 )、ヤギミルク ( オランダ )、フィッシュペプチド ( 日本 )、卵
黄 ( 米国 )、タウリン ( 台湾 )、ブルーベリーエキス ( 日本 )、パープルコー
ンエキス ( ペルー )、キレート亜鉛 ( 米国 )、ラフィノース ( 日本 )、キレー
トセレン ( 米国 )、フェカリス菌 ( 日本 )

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 4.0% 以上 粗脂肪 2.0% 以上 
粗繊維 0.5% 以下 粗灰分 1.0% 以下 水分 10.0% 以下 
●カロリー 320kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ ( 日本 )、てんさい糖 ( 日本 )、麦芽糖 ( 日本 )、鶏卵 ( 日本 )、
発酵グルコサミン ( 米国 )、ヤギミルク ( オランダ )、フィッシュペプチド
( 日本 )、トマト ( タイ )、MSM( フランス )、サメ軟骨エキス ( 日本 )、デキ
ストリン ( 日本 )、アスタキサンチン ( 日本 )、ラフィノース ( 日本 )、フェ
カリス菌 ( 日本 )

フェカリス ビスケット［ベリーベリー］

フェカリス ビスケット［ジョイント］

 ＜ ビスケット ＞

6.4kcal

← 約4cm →
1 本

6.4kcal

← 約4cm →
1 本

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット
グルコサミン・コンドロイチンで元気に走り回る関節をサポート
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おやつ

お
や
つ

 ＜ ビスケット ＞

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット
チーズのおいしさと乳酸菌でお腹の健康をおいしくサポート

6.8kcal

← 約4cm →
1 本

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス
お腹の健康をおいしくサポート

フェカリス ビスケット［チーズ］

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 3.0% 以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分1.0％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 325kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ（日本）、てんさい糖（日本）、麦芽糖（日本）、鶏卵（日本）、
チーズ（オランダ）、ヤギミルク（オランダ）、フィッシュペプチド（日本）、
乳酸菌発酵生成物（日本）、ビール酵母（日本）、ラフィノース（日本）、ビフィ
ズス菌（日本）、フェカリス菌（日本）

30605 40g ¥500 
30606 160g ¥1,500 
33022 ポケットサイズ15g ¥300

＊価格は税抜き



おやつ

← →
4kcal1枚

約 4.5cm

← →
1枚

約 4.5cm

4kcal

* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので 
 十分な水とあわせてご使用ください 

* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので 
 十分な水とあわせてご使用ください

30202 50g ¥560 
33005 ポケットサイズ 6 枚 ¥300 

＊価格は税抜き

アントシアニン豊富な紫いもの自然な甘さ 

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 1.0％以上 粗脂肪 0.1％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 2.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 307kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
紫いも ( 日本 )、ポテトスターチ ( 日本、デンマーク、EU)、
タピオカスターチ ( ベトナム )

●原産国名　日本

食物繊維たっぷりごぼうと風味豊かなかつおぶし 

●保証分析値
粗タンパク質 4.0％以上 粗脂肪 0.1％以上 
粗繊維 1.0％以下 粗灰分 1.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 308kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ ( 日本、デンマーク、EU)、ごぼう ( 日本 )、
かつおぶし ( 日本 )

グレインフリー
さくさくやわらかい
ポンせんべい

グレインフリー
さくさくやわらかい
ポンせんべい

パフクラッカー＜紫いも＞

 ＜ ビスケット ＞

お
や
つ

30201 50g ¥560 
33004 ポケットサイズ 6 枚 ¥300 

＊価格は税抜き
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パフクラッカー＜ごぼう＞



おやつ

← →
4.3kcal1枚

約 4.5cm

← →
4kcal1枚

約 4.5cm

* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので 
 十分な水とあわせてご使用ください

* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので 
 十分な水とあわせてご使用ください

30204 50g ¥560 
33017 ポケットサイズ 6 枚 ¥300

＊価格は税抜き

30203 50g ¥560 
33006 ポケットサイズ 6 枚 ¥300

＊価格は税抜き

DHA・EPA 豊富なかたくちいわしまるごと in  

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 5.0％以上 粗脂肪 3.5％以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分 1.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 327kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)
ポテトスターチ(日本、デンマーク、EU)、かたくちいわし(日本)、
タピオカスターチ(ベトナム)

●原産国名　日本

ヘルシーでおいしいささみ風味

●保証分析値
粗タンパク質 7.5％以上 粗脂肪 0.5％以上 
粗繊維 1.0％以下 粗灰分 1.0％以下 水分 10.0％以下 
●カロリー 311kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ポテトスターチ ( 日本、デンマーク、EU)、鶏ささみ ( 日本 )、

グレインフリー
さくさくやわらかい
ポンせんべい

グレインフリー
さくさくやわらかい
ポンせんべい

パフクラッカー＜まるごと小魚＞

 ＜ ビスケット ＞

お
や
つ
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パフクラッカー＜ささみ＞
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おやつ

 ＜ クランチ＞

千葉県産の銘柄鶏
「錦爽(きんそう)どり」

緑美しい自然と澄んだ水に恵まれた環境の中で育てられ、
美しく爽やかな鶏をイメージして「錦爽（きんそう）」と名づけ
られました。

「脂肪の少ない高タンパクな肉質」と
「職人の手による丁寧な加工」がおいしさの秘密。
第13回地鶏・銘柄鶏好感度コンテストで最優秀賞を受賞した
安心・安全・おいしい鶏肉。
素材を生かした香り豊かなおいしさの贅沢ジャーキーに。

31803 30g ¥600 
＊価格は税抜き

錦爽どり（きんそうどり）のぜいたくなおやつ
素材そのまま食べやすい粗挽きミンチ

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質84.5%以上 粗脂肪4.5%以上
粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下
●カロリー334kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
鶏ささみ（日本） 

千葉 ササミ クランチ 1.5kcal1個
← →

約1～2cm
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おやつ

31802 60g ¥1000 
＊価格は税抜き

千葉 ササミ ジャーキー 14.9kcal1 枚
← 約5～8cm →

錦爽どり（きんそうどり）のぜいたくなおやつ
肉本来のおいしさを味わえる一口カット

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 80.0% 以上 粗脂肪 4.0% 以上
粗繊維 0.5% 以下 粗灰分 5.5% 以下 水分 10.0% 以下
●カロリー 314kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
鶏ささみ（日本） 

 ＜ ジャーキー＞

ぜいたくな厚けずりがおいしい♪
うまみも食感もしっかり
千葉県産「錦爽どり（きんそうどり）」の、うまみ香るぜいたく
な花けずり
丁寧に燻されたふくよかな香りを召しあがれ

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質75.0％以上 粗脂肪3.0％以上 
粗繊維0.5％以下 粗灰分3.5％以下 水分18.0％以下 
●カロリー288kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
鶏ささみ（日本） 

31804 15g ¥500 
31805 40g ¥1,000 

＊価格は税抜き

ふわふわ 千葉 ササミ 0.2kcal

← 約5cm →
1 枚
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 ＜ ジャーキー＞
おやつ

おいしくて栄養いっぱい
千葉県産の新鮮な豚肺を乾燥させたジャーキー
軽い食感で固いものが苦手な子にもおすすめ、小さく手で
割ってお好きなサイズでどうぞ

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質73.5％以上 粗脂肪10.5％以上 
粗繊維0.5％以下 粗灰分5.5％以下 水分10.0％以下 
●カロリー347kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
豚肺 ( 日本 )

31801 20g ¥500 
31811 70g ¥1,500 

＊価格は税抜き

千葉 ポーク ラング 7.4kcal

← 約5～12cm →
1 枚

31806 20g ¥500 
31807 70g ¥1,400 

＊価格は税抜き

千葉 ポーク レバー 9.2kcal1枚
← 約5～8cm →

千葉県産の新鮮な豚のレバーを乾燥させた
無添加・無着色・無香料のシンプルなジャーキー
豚レバーはタンパク質やアミノ酸、ビタミンやミネラルが豊富で栄養の宝庫
手で簡単に割れます

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質71.0%以上 粗脂肪12.5%以上 
粗繊維0.5%以下 粗灰分6.0%以下 水分10.0%以下 
●カロリー355kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
豚レバー ( 日本 )

78
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おやつ＆オリジナルバッグ

千葉県産の新鮮な豚ハツを使用
鮮度抜群の豚ハツを食べやすいように薄くスライスして、
乾燥させた無添加・無着色・無香料のシンプルなおやつです

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質72.0％以上 粗脂肪12.0％以上 粗繊維
0.5％以下 粗灰分5.0％以下 水分10.0％以下
●カロリー356kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
豚ハツ ( 日本 )

31808 20g ¥500 
31809 70g ¥1,400 

＊価格は税抜き

千葉 ポーク ハート 4.6kcal

← 約3〜7cm →
1 枚

コンパクトに折りたためるからお買い物・通勤・通学に持っていきやすい
メンテナンスサイズなら１袋、メンテナンススモールサイズなら２袋入ります

コットン製厚手（10 オンス）で丈夫な
大きめトートバッグ

コットントートバッグ

●サイズ（約）
幅 :400mm　高さ :360mm　マチ :120mm

●素材
コットン10oz

s01 １個 ¥800 
＊価格は税抜き

ルーガービッジトートバッグはこちら→ P.87

オ
リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ
グ
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 ＜ ジャーキー＞

食感の軽いラムの肺を乾燥させたジャーキー
ニュージーランド産ラムの新鮮なラング(肺)を長時間じっくりと低温乾燥
軽い食感のラムの肺は、お肉のうまみしっかりなのにヘルシー

●原産国名　ニュージーランド

●保証分析値
粗タンパク質 68.0％以上 粗脂肪 11.0％以上 粗繊維 2.0％以下 粗灰分 6.0％以下 水分 9.0％以下
●カロリー 346kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
ラム肺 ( ニュージーランド )

●スライス ラムラング
30902 80g ¥1,000 

＊価格は税抜き

●ドライド ラムラング
30903 80g ¥1,000 
33010 ポケットサイズ10g ¥300 

＊価格は税抜き

●プチ ラムラング
30901 25g ¥500 

＊価格は税抜き

ラムラングシリーズ

< プチ ラムラング > 
食べやすい一口サイズ
小さい子やトレーニングにも

< ドライド ラムラング > 
食べごたえのあるキューブカット

< スライス ラムラング > 
ぜいたくなごちそう厚切りタイプ
お好みのサイズでどうぞ

▲プチ ラムラング

▲ドライド ラムラング

▲スライス ラムラング

← →
約1～3cm

1.4kcal1 粒

プチ ラムラング

4.8kcal1 粒
← →

約1.5～3cm
ドライド ラムラング

19.4kcal1 枚
← 約3～10cm →

スライス ラムラング
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 ＜ ジャーキー＞ 

31601 35g ¥760 
31611 210g ¥3,800 

＊価格は税抜き

ドライドツナジャーキー 5.8kcal1 枚
← 約 6.3cm →

海からの自然なおいしさそのままに
焼津港で水揚げされたマグロとカツオのみを使用したジャーキー
簡単に折れるので、お好きなサイズに

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質50.0％以上 粗脂肪2.0％以上 
粗繊維0.5％以下 粗灰分6.0％以下 水分30.0％以下 
●カロリー232kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
マグロ ( 日本 )、カツオ ( 日本 )、植物性グリセリン ( インドネシア、
マレーシア、フィリピン )、酸化防止剤 ( ビタミン E)( 日本 ) 

* 開封後は必ず冷蔵庫で保管し、お早めにご使用ください。

「バース」は介助犬のキャリアチェンジ犬として、1歳の時に我が家に来た
6歳のラブラドールです。
食べることとお友達と遊ぶことが大好き！
控え目な性格だけれど、甘えん坊で元気いっぱいの男の子です。

少し前から左脇の下に虫刺されのようなとても小さなできものがあり、検査をしてもらったところ『肥満細
胞腫』という悪性の腫瘍と診断されました。
病名を聞いた時はとてもショックでした。
でも幸いなことに肥満細胞腫の中でもグレードが一番低い1と診断され、早期発見だったため手術で取
り切れば完治できるとのこと。
病気が分かってからは、専門の大きい病院へ行き詳しい検査と手術をしてもらいました。

スタッフコラム vol.1

vol.2→P.82



おやつ

パラミロン（β - グルカン）豊富な
金のユーグレナにより抵抗力を保つ
自然のちからを守るチカラに
ユーグレナのフリーズドライ【チキン×ポーク風味】

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質54.5％以上 粗脂肪2.5％以上 
粗繊維0.5％以下 粗灰分5.5％以下 水分5.0％以下 
●カロリー324kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
大豆ミート（日本）、加水分解ポークエキス（日本）、ポテトスターチ（日本）、
加水分解チキンエキス（日本）、ユーグレナ（米国）、酸化防止剤（ビタミン E）

（日本）

70502 10 個 ¥660 
70503 30 個 ¥1,800 

＊価格は税抜き

ワンプラスユーグレナ

 ＜ フリーズドライ＞

← →

2.3kcal

約1cm

1粒

82

脇の下に腫瘍があったのでリンパへの転移など
心配なことはたくさんありましたが、手術は無事成功！！！
予後の経過も順調で抜糸もして、今はとても元気です♪
病気を宣告されたときはショックでしたが、手術で全て取り切ることができ、転移もしておらず、完治したと
獣医師から伝えられたので、私たち家族は一安心。
原因不明の『肥満細胞腫』ですが、この機会に食事の見直しをしました。
今までは「メンテナンスラム」に「レバエイド」をふりかけてあげていましたが、高タンパク質の「レジーム」に、
免疫力をアップしてくれる「フェカリス1000」をトッピング、そしておやつはお肉やお魚のジャーキーのみ。

「レバエイド」は飲水量をあげるために、お水に溶かしてあげています。
少しでも病気のリスクを減らすことを優先にこれからの食事に気をつけ、さらに定期的な健康診断を行ない、

「バース」の健康を維持できたらと思います！

スタッフコラム vol.2

vol.1→P.81

お
や
つ
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おやつ

塩分を 1% 程度まで抑えた減塩チーズをフリーズドライに

70501 45g ¥760 
＊価格は税抜き

トッピングに使いやすい約 8mm 角の大きさと
さくさくした食感は、フードとの相性もばっちり 

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 35.0％以上 粗脂肪 47.0％以上 
粗繊維 0％ 粗灰分 9.5％以下 水分 0.5％以下 
●カロリー 550kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
チーズ ( 日本 )

キュービックチーズ
← →

1.7kcal

約8mm

1粒

おいしいチーズ、塩分は？
キュービックチーズは塩分を1％程度に抑えた減塩チーズ。
そのナトリウム量は1袋当たり約1.2gあります。
ナトリウムは生きていくために必要不可欠なミネラルです。
5kgのワンちゃんで考えてみましょう。
ナチュラルハーベストのフードにも必ずナトリウムが含まれており、ドライフード1日分の中には約
0.4gのナトリウムが含まれています。
一方、一日に与えるおやつの量はフードの1割程度（カロリーベース）をおすすめしていますので、
5kgのワンちゃんのおやつは29kcal分となります。キュービックチーズにすると約12g、ナトリウム量
は約0.1gです。
フードとキュービックチーズを足してもナトリウムの1日の合計量は約0.5g。
もちろん心臓にトラブルを抱えているワンちゃんなど、ナトリウム制限をしているワンちゃんにはおす
すめできませんが、それ以外のワンちゃんには決して多すぎる量ではありません。
むしろチーズのような発酵食品は、毎日食べることで健康へプラスになります。
善玉菌が豊富なだけでなく、とても消化しやすくなっています。更に発酵食品独特の香りはワンちゃ
んが好む香りで嗜好性を高めます。
チーズだけでなく、納豆やヨーグルトなどその他の発酵食品と組み合わせでぜひフードに加えてあげ
てください。

お
や
つ
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おやつ

関節が気になる子におすすめ
プロバイオビスケット［グルコサミン］とフェカリスビスケット［ジョイント］を
組み合わせて、 健康な関節を強力にサポート

●原産国名
◆プロバイオビスケット［グルコサミン］　米国
◆フェカリスビスケット［ジョイント］　日本

●保証分析値
◆プロバイオビスケット［グルコサミン］
粗タンパク質19.0%以上 粗脂肪2.5%以上 
粗繊維1.0%以下 粗灰分3.0%以下 水分10.0％以下 
●カロリー314kcal/100g
◆フェカリスビスケット［ジョイント］
粗タンパク質4.0%以上 粗脂肪2.0%以上
粗繊維0.5％以下 粗灰分1.0％以下 水分10.0％以下 
●カロリー320kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
◆プロバイオビスケット［グルコサミン］
大麦 ( 米国 )、米 ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )、大豆油 ( 米国 )、プロバイ
オティクス ( コアグランス菌 )( 米国 )、コンドロイチン硫酸塩 ( 米国 )、グルコサミン塩
酸塩 ( 米国 )
◆フェカリスビスケット［ジョイント］
ポテトスターチ ( 日本 )、てんさい糖 ( 日本 )、麦芽糖 ( 日本 )、鶏卵 ( 日本 )、発酵グル
コサミン ( 米国 )、ヤギミルク ( オランダ )、フィッシュペプチド ( 日本 )、トマト ( タイ )、
MSM( フランス )、サメ軟骨エキス ( 日本 )、デキストリン ( 日本 )、アスタキサンチン ( 日
本 )、ラフィノース ( 日本 )、フェカリス菌 ( 日本 )

34002 60g ¥500 
＊価格は税抜き

ミックストリーツ［グルコサミン］

34003 60g ¥500 
＊価格は税抜き

ミックストリーツ［ブルーベリー］
目の健康が気になる子におすすめ
プロバイオビスケット［ブルーベリー＆ルテイン］とフェカリスビスケット

［ベリーベリー］を組み合わせて、若々しい健康な目を強力にサポート

●原産国名
◆プロバイオビスケット［ブルーベリー＆ルテイン］　米国
◆フェカリスビスケット［ベリーベリー］　日本

●保証分析値
◆プロバイオビスケット［ブルーベリー＆ルテイン］
粗タンパク質18.0%以上 粗脂肪8.0%以上 
粗繊維3.5%以下 粗灰分3.0%以下 水分10.0%以下 
●カロリー332kcal/100g
◆フェカリスビスケット［ベリーベリー］
粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 2.0% 以上 
粗繊維1.0%以下 粗灰分1.0%以下 水分10.0%以下 
●カロリー318kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
◆プロバイオビスケット［ブルーベリー＆ルテイン］
大麦（米国）、ピーナッツ（米国）、米（米国）、ポテト（米国）、大豆油（米国）、ブルー
ベリー（米国）、ルテイン（インド）、プロバイオティクス（コアグランス菌）（米国）
◆フェカリスビスケット［ベリーベリー］
ポテトスターチ ( 日本 )、てんさい糖 ( 日本 )、麦芽糖 ( 日本 )、鶏卵 ( 日本 )、紫いも ( 日
本 )、ヤギミルク ( オランダ )、フィッシュペプチド ( 日本 )、卵黄 ( 米国 )、タウリン ( 台
湾)、ブルーベリーエキス (日本)、パープルコーンエキス (ペルー)、キレート亜鉛 (米
国 )、ラフィノース ( 日本 )、キレートセレン ( 米国 )、フェカリス菌 ( 日本 )

 ＜ ミックストリーツ＞

6.4kcal

← 約4cm →
1 本

6.4kcal

← 約4cm →
1 本3.6kcal

← 約1.9cm →

1 個

3.5kcal

← 約1.9cm →

1 個

お
や
つ
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おやつ

免疫を気にする子におすすめ
ワンプラスユーグレナとフェカリスビスケット［チーズ］を組み合わせて、
高い抵抗力を持つ免疫を維持して健康な身体を強力にサポート。

●原産国名
◆ワン プラス ユーグレナ　日本
◆フェカリスビスケット［チーズ］　日本

●保証分析値
◆ワン プラス ユーグレナ
粗タンパク質54.5％以上 粗脂肪2.5％以上 
粗繊維0.5％以下 粗灰分5.5％以下 水分5.0％以下 
●カロリー324kcal/100g
◆フェカリスビスケット［チーズ］
粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 3.0% 以上 
粗繊維 0.5％以下 粗灰分1.0％以下 水分10.0％以下 
●カロリー 325kcal/100g
●原材料名 ( 原材料 原産国 )
◆ワンプラスユーグレナ
大豆ミート（日本）、加水分解ポークエキス（日本）、ポテトスターチ（日本）、加水分解チキ
ンエキス（日本）、ユーグレナ（米国）、酸化防止剤（ビタミン E）（日本）
◆フェカリスビスケット［チーズ］
ポテトスターチ（日本）、てんさい糖（日本）、麦芽糖（日本）、鶏卵（日本）、チーズ（オ
ランダ）、ヤギミルク（オランダ）、フィッシュペプチド（日本）、乳酸菌発酵生成物（日
本）、ビール酵母（日本）、ラフィノース（日本）、ビフィズス菌（日本）、フェカリス菌（日
本）

34004 23g ¥500 
＊価格は税抜き

ミックストリーツ［ユーグレナ＆チーズ］ 6.8kcal

← 約4cm →
1 本

← →

2.3kcal

約1cm

1粒

34001 22g ¥500 
＊価格は税抜き

一度に 2 つの味を楽しめる
いいとこどりトリーツ
キュービックチーズと千葉ササミクランチのおいしいおやつの組み合わせ

●原産国名　日本

●保証分析値
◆千葉ササミクランチ
粗タンパク質84.5%以上 粗脂肪4.5%以上
粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下
●カロリー334kcal/100g
◆キュービックチーズ
粗タンパク質 35.0％以上 粗脂肪 47.0％以上 
粗繊維 0％ 粗灰分 9.5％以下 水分 0.5％以下 
●カロリー 550kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
◆千葉ササミクランチ
鶏ささみ（日本）
◆キュービックチーズ
チーズ（日本）

ミックストリーツ［キュービックチーズ×千葉ササミクランチ］ 1.5kcal1個
← →

約1～2cm← →

1.7kcal

約8mm

1粒

お
や
つ
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アメリカンプレーリーローハイド 22.1kcalツイスト 1 本 63.5kcalバトン 1 本
← 約13cm →← 約13cm →

▲ツイスト

▲バトン

●ツイスト
31007 5 本 ¥560 
31008 15 本 ¥1,500 

＊価格は税抜き

●バトン
31001 3 本 ¥800 
31002 9 本 ¥2,200 

＊価格は税抜き

お
や
つ

噛むおやつの王道
最高品質の食用ビーフ内皮ガム
肉厚で適度な弾力があるためとても長持ち

< ツイスト > 
直径約 1cm 小型から中型のワンちゃんに 

< バトン > 
直径約 2cm 大型のワンちゃんに 

●原産国名　米国

●保証分析値
粗タンパク質 72.0％以上 粗脂肪 2.0％以上 粗繊維 0.5％以下 粗灰分 3.5％以下 水分 20.0％以下 
●カロリー 276kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
牛の皮 ( 米国 )
* カビ防止のために過酸化水素で殺菌しています。すぐに酸素と水に分解されるため
安全ですが、漂白作用があるため皮本来の色よりも白くなっています。

おやつ

 ＜ バイツ・ガム ＞

犬は噛まずに呑み込もうとする性質があります。
噛まずに呑み込むと詰まらせる恐れがありますので、しっかりと噛んでいるか、
塊を呑み込んでいないか、与えたまま放置せずに最後まで十分ご注意ください。
呑み込む恐れがある場合は与えることを中止ください。

呑み込み注意
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フレッシュブレスガム 43.7kcal1 本
← 約11cm →

30301 9 本 ¥1,600 
＊価格は税抜き

すっきりさわやか
ハイドロキシアパタイトを配合した、噛むことでお口の汚れをとり、口の中を
きれいな状態に保つガム
ぽきっと噛みごたえのあるスティックタイプ

●原産国名　日本

●保証分析値
粗タンパク質 37.0％以上 粗脂肪 12.0％以上 粗繊維 5.0％以下 
粗灰分 7.0％以下 水分 12.0％以下 
●カロリー 364kcal/100g

●原材料名 ( 原材料 原産国 )
スキムミルク (オーストラリア､ニュージーランド､フランス､日本)、デュ
ラムセモリナ ( フランス )、デキストリン ( 日本 )、チキンレバーエキス ( 日
本 )、小麦グルテン ( フランス ､ 日本 )、カゼイン ( オーストラリア ､ ニュー
ジーランド ､ フランス ､ 日本 )、ビートファイバー ( 日本 )、ラクトフェリ
ン (日本)、グリセリン (日本)、炭酸カルシウム (日本)、乳酵母 (フランス)、
ハイドロキシアパタイト ( 日本 )、ラフィノース ( 日本 )、豚すい臓乾燥末
( 日本 )、酸化防止剤 ( ビタミン E､ ビタミン C)( 米国 )、クロロフィル ( 日
本 )、リゾチーム ( 日本 )

 ＜ バイツ・ガム ＞

犬は噛まずに呑み込もうとする性質があります。
噛まずに呑み込むと詰まらせる恐れがありますので、しっかりと噛んでいるか、
塊を呑み込んでいないか、与えたまま放置せずに最後まで十分ご注意ください。
呑み込む恐れがある場合は与えることを中止ください。

呑み込み注意

トートバッグ専門ブランド「ルートート」とコラボしたオリジナルデザイン
自立してくれるから車の中に一つあると便利かも！
撥水コートなので水遊びの帰りにも活躍すること間違いなし

人気＆お問い合わせの多かった 2019 冬ギフト
のノベルティ復刻版

ルーガービッジトートバッグ

●サイズ（約）
幅 :300mm　高さ :400mm　マチ :200mm

●素材
本体 : ポリプロピレン/ 留め具 :ドットボタン

s02 １個 ¥1,000 
＊価格は税抜き

オ
リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ
グ

お
や
つ

おやつ＆オリジナルバッグ

コットントートバッグはこちら→ P.79
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AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

栄養素 単位 AAFCO
幼犬用基準

AAFCO
成犬用基準

マイリトル
ダーリン

パピー
［チキン］

メンテナンス/
スモール
［ラム］

メンテナンス
スモール

［ターキー ]

メンテナンス
スモール

［フィッシュ］
シュープ
リーム

メンテナンス
［ビーフ＆

チキン］

●タンパク ％ 22.5 以上 18.0 以上 37.0 28.8 19.8 26.0 19.0 28.0 26.7 

　アルギニン ％ 1.0 以上 0.51 以上 2.37 1.87 1.36 1.52 1.12 1.72 1.72 

　ヒスチジン ％ 0.44 以上 0.19 以上 0.85 0.61 0.45 0.52 0.45 0.61 0.55 

　イソロイシン ％ 0.71 以上 0.38 以上 1.65 1.11 0.68 1.00 0.82 1.12 0.99 

　ロイシン ％ 1.29 以上 0.68 以上 3.02 2.01 1.39 1.69 1.69 2.00 1.90 

　リジン ％ 0.90 以上 0.63 以上 2.61 1.72 1.01 1.61 1.04 1.79 1.46 

　メチオニン ％ 0.35 以上 0.33 以上 0.69 0.59 0.38 0.41 0.36 0.51 0.49 

　メチオニン＋シスチン ％ 0.70 以上 0.65 以上 1.08 0.91 0.69 0.69 0.72 0.80 0.81 

　フェニルアラニン ％ 0.83 以上 0.45 以上 1.73 1.15 0.82 0.94 0.88 1.18 1.05 

　フェニルアラニン＋チロシン ％ 1.30 以上 0.74 以上 3.04 1.97 1.41 1.64 1.55 1.93 1.75 

　トレオニン ％ 1.04 以上 0.48 以上 1.67 1.12 0.75 1.04 0.76 1.14 1.01 

　トリプトファン ％ 0.20 以上 0.16 以上 0.39 0.33 0.20 0.28 0.21 0.25 0.29 

　バリン ％ 0.68 以上 0.49 以上 1.98 1.35 0.97 1.22 0.96 1.37 1.27 

●脂肪 ％ 8.5 以上 5.5 以上 14.4 16.5 9.5 11.7 11.4 10.4 10.2 

　リノール酸 ％ 1.3 以上 1.1 以上 2.4 3.1 1.3 2.6 2.4 1.7 1.8 

　α -リノレン酸 ％ 0.08 以上 - 0.48 0.60 0.51 0.66 0.87 0.21 0.50 

　EPA ＋ DHA ％ 0.05 以上 - 0.13 0.06 0.06 0.02 0.26 0.22 0.04 
　リノール酸＋アラキドン酸：
　αリノレン酸＋EPA＋DHA 30：1 30：1 3.6：1 4.8:1 2.2：1 4.2：1 2：1 7：1 3：1

●ミネラル
　カルシウム ％ 1.2 ～ 1.8 0.5 ～ 1.8 1.6 1.3 1.6 0.9 0.9 1.2 1.6 

　リン ％ 1.0 ～ 1.6 0.4 ～ 1.6 1.1 1.1 1.0 0.7 0.5 0.9 1.0 

　カルシウム：リンの比率 1：1～2：1 1：1～2：1 1.5：1 1.2:1 1.6：1 1.3：1 1.8：1 1.3：1 2：1

　カリウム ％ 0.6 以上 0.6 以上 0.9 0.6 0.6 1.0 0.7 0.9 0.7 

　ナトリウム ％ 0.3 以上 0.08 以上 0.57 0.30 0.36 0.26 0.28 0.37 0.29 

　塩化物 ％ 0.45 以上 0.12 以上 0.85 0.49 0.57 0.87 0.67 0.51 0.58 

　マグネシウム ％ 0.06 以上 0.06 以上 0.11 0.12 0.10 0.12 0.13 0.11 0.13 

　鉄 mg/kg 88 以上 40 以上 147 202 265 267 226 179 214 

　銅 mg/kg 12.4 以上 7.3 以上 15.8 22.2 23.8 24.6 25.0 98.3 21.2 

　マンガン mg/kg 7.2 以上 5.0 以上 8.0 30.7 51.2 31.0 42.0 13.0 27.5 

　亜鉛 mg/kg 100 以上 80 以上 349 153 404 195 193 965 150 

　ヨウ素 mg/kg 1.0 ～ 11 1.0 ～ 11 2.0 3.1 4.6 2.8 2.1 2.1 2.5 

　セレン mg/kg 0.35 ～ 2 0.35 ～ 2 0.40 0.91 0.36 0.56 0.53 0.42 0.75 

●ビタミン・その他

　ビタミン A IU/kg 5000 ～
250000

5000 ～
250000 10849 20163 17842 20236 20783 23227 19280 

　ビタミン D IU/kg 500 ～
3000

500 ～
3000 2423 1142 1603 2163 2945 2971 1758 

　ビタミン E IU/kg 50 以上 50 以上 69 211 321 221 248 92 199 
　チアミン
　( ビタミン B1) mg/kg 2.25 以上 2.25 以上 3.20 30.13 7.70 30.00 34.80 3.70 30.83 

　リボフラビン
　( ビタミン B2) mg/kg 5.2 以上 5.2 以上 5.8 13.3 5.7 12.1 8.0 5.8 11.7 

　パントテン酸
　( ビタミン B5) mg/kg 12 以上 12 以上 12 27 28 26 19 13 26 

　ナイアシン
　( ビタミン B3) mg/kg 13.6 以上 13.6 以上 70.6 196.6 72.0 156.3 145.8 85.5 192.8 

　ビタミン B6 mg/kg 1.5 以上 1.5 以上 7.1 17.4 5.9 13.7 10.9 7.9 16.8 

　葉酸 mg/kg 0.216 以上 0.216 以上 0.580 2.770 1.500 3.670 2.620 1.900 2.256 

　ビタミン B12 mg/kg 0.028 以上 0.028 以上 0.039 0.100 0.128 0.120 0.051 0.039 0.085 

　コリン mg/kg 1360 以上 1360 以上 2500 1765 2024 1713 1523 1391 1727 
ご注意
①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。
　＊乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。
②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。
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栄養素 単位 AAFCO
幼犬用基準

AAFCO
成犬用基準

シニア
サポート

レジーム /
スモール カロン フラックス キドニア ハートエイド レバエイド ミルクエイド 離乳食

インファント

●タンパク ％ 22.5 以上 18.0 以上 31.8 29.1 31.0 26.0 17.0 22.0 22.6 34.7 36.2 

　アルギニン ％ 1.0 以上 0.51 以上 2.07 1.83 1.81 1.59 1.09 1.39 1.29 1.57 1.67 

　ヒスチジン ％ 0.44 以上 0.19 以上 0.68 0.72 0.60 0.53 0.41 0.48 0.47 0.70 1.05 

　イソロイシン ％ 0.71 以上 0.38 以上 1.20 1.15 1.14 0.90 0.70 0.93 1.45 1.81 1.89 

　ロイシン ％ 1.29 以上 0.68 以上 2.16 2.12 2.21 1.82 1.31 1.62 2.46 3.14 3.49 

　リジン ％ 0.90 以上 0.63 以上 2.02 1.89 1.91 1.26 0.97 1.63 1.44 2.72 2.98 

　メチオニン ％ 0.35 以上 0.33 以上 0.78 0.65 0.62 0.69 0.52 0.51 0.61 1.03 1.15 

　メチオニン＋シスチン ％ 0.70 以上 0.65 以上 1.05 1.06 1.01 1.02 0.85 0.84 0.99 1.68 1.47 

　フェニルアラニン ％ 0.83 以上 0.45 以上 1.23 1.29 1.16 1.04 0.87 1.00 1.00 1.16 1.79 

　フェニルアラニン＋チロシン ％ 1.30 以上 0.74 以上 2.09 2.01 1.95 1.65 1.36 1.56 1.57 2.25 3.51 

　トレオニン ％ 1.04 以上 0.48 以上 1.22 1.22 1.31 1.03 0.73 0.92 1.02 1.87 1.76 

　トリプトファン ％ 0.20 以上 0.16 以上 0.29 0.32 0.32 0.26 0.22 0.34 0.31 0.49 0.49 

　バリン ％ 0.68 以上 0.49 以上 1.46 1.48 1.46 1.20 0.89 1.09 1.61 1.86 2.31 

●脂肪 ％ 8.5 以上 5.5 以上 11.2 7.1 16.8 12.1 11.5 12.1 13.2 42.1 14.9 

　リノール酸 ％ 1.3 以上 1.1 以上 1.5 1.2 3.2 2.0 3.2 1.9 2.1 1.9 3.1 

　α -リノレン酸 ％ 0.08 以上 - 0.17 0.17 0.85 0.29 1.10 1.16 1.26 0.41 0.71 

　EPA ＋ DHA ％ 0.05 以上 - 0.60 0.20 0.16 0.28 0.05 0.05 0.06 0.11 0.16 
　リノール酸＋アラキドン酸：
　αリノレン酸＋EPA＋DHA 30：1 30：1 1.8：1 3.3：1 2.3：1 3.5：1 2.8：1 2.8：1 2.8：1 4.1:1% 3.8：1

●ミネラル
　カルシウム ％ 1.2 ～ 1.8 0.5 ～ 1.8 1.7 1.6 1.6 1.0 0.6 0.9 0.9 1.4 1.6 

　リン ％ 1.0 ～ 1.6 0.4 ～ 1.6 1.3 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.5 1.0 1.1 

　カルシウム：リンの比率 1：1～2：1 1：1～2：1 1.3：1 1.3 ： 1 1.5：1 1.6：1 2：1 1.7：1 1.7：1 1.3:1 1.5:1

　カリウム ％ 0.6 以上 0.6 以上 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 

　ナトリウム ％ 0.3 以上 0.08 以上 0.39 0.75 0.37 0.81 0.11 0.18 0.17 0.75 0.90 

　塩化物 ％ 0.45 以上 0.12 以上 0.46 1.20 0.53 1.43 0.21 0.23 0.20 0.85 0.96 

　マグネシウム ％ 0.06 以上 0.06 以上 0.21 0.15 0.13 0.08 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09 

　鉄 mg/kg 88 以上 40 以上 250 290 154 123 258 185 184 90 97 

　銅 mg/kg 12.4 以上 7.3 以上 13.6 17.5 102.7 16.6 13.6 9.6 9.6 18.0 13.1 

　マンガン mg/kg 7.2 以上 5.0 以上 77.2 40.8 72.0 22.0 27.0 61.5 61.5 9.0 7.4 

　亜鉛 mg/kg 100 以上 80 以上 239 215 614 148 127 291 296 120 138 

　ヨウ素 mg/kg 1.0 ～ 11 1.0 ～ 11 1.8 3.6 5.6 2.2 1.7 4.4 4.4 2.3 1.8 

　セレン mg/kg 0.35 ～ 2 0.35 ～ 2 1.03 0.67 1.81 0.59 0.46 0.43 0.43 0.45 0.41 

●ビタミン・その他

　ビタミン A IU/kg 5000 ～
250000

5000 ～
250000 22632 21075 35609 12746 25681 18183 18256 8000 14362 

　ビタミン D IU/kg 500 ～
3000

500 ～
3000 1429 1581 945 1917 1385 1017 1031 600 1436 

　ビタミン E IU/kg 50 以上 50 以上 219 309 458 281 316 222 222 65 90 
　チアミン
　( ビタミン B1) mg/kg 2.25 以上 2.25 以上 6.50 33.09 12.30 10.40 11.30 19.00 19.10 10.00 2.70 

　リボフラビン
　( ビタミン B2) mg/kg 5.2 以上 5.2 以上 8.5 10.9 11.1 10.1 6.5 6.4 6.3 20.0 5.8 

　パントテン酸
　( ビタミン B5) mg/kg 12 以上 12 以上 18 36 19 18 20 15 15 30 16 

　ナイアシン
　( ビタミン B3) mg/kg 13.6 以上 13.6 以上 99.8 167.5 170.2 137.8 111.1 96.3 96.3 80.0 26.6 

　ビタミン B6 mg/kg 1.5 以上 1.5 以上 11.2 10.1 14.8 14.4 11.6 9.6 9.6 15.0 2.7 

　葉酸 mg/kg 0.216 以上 0.216 以上 0.830 1.686 2.260 1.540 1.170 2.150 2.100 2.500 0.430 

　ビタミン B12 mg/kg 0.028 以上 0.028 以上 0.103 0.072 0.165 0.090 0.042 0.032 0.029 0.040 0.053 

　コリン mg/kg 1360 以上 1360 以上 2336 1686 1670 1426 2075 1652 1653 2650 2979 
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AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

栄養素 単位 AAFCO
幼犬用基準

AAFCO
成犬用基準

パテド 鶏ひざ
なんこつ

鶏スペア
リブ

リコピンプラス

チキン ベニソン チキン ホース フィッシュ

●タンパク ％ 22.5 以上 18.0 以上 47.4 47.3 39.0 46.0 47.4 41.4 39.9 

　アルギニン ％ 1.0 以上 0.51 以上 2.95 2.96 2.63 3.00 2.81 2.40 2.28 

　ヒスチジン ％ 0.44 以上 0.19 以上 1.52 1.82 0.69 1.13 1.36 1.22 1.34 

　イソロイシン ％ 0.71 以上 0.38 以上 1.98 2.12 1.21 1.69 1.77 1.44 1.54 

　ロイシン ％ 1.29 以上 0.68 以上 3.83 3.92 2.25 3.00 3.42 3.11 3.11 

　リジン ％ 0.90 以上 0.63 以上 3.66 3.92 2.07 2.97 3.59 3.05 3.29 

　メチオニン ％ 0.35 以上 0.33 以上 1.26 1.30 0.66 0.92 1.17 0.93 1.16 

　メチオニン＋シスチン ％ 0.70 以上 0.65 以上 1.78 1.97 0.90 1.24 1.68 1.38 1.61 

　フェニルアラニン ％ 0.83 以上 0.45 以上 1.99 2.10 1.18 1.80 1.71 1.59 1.53 

　フェニルアラニン＋チロシン ％ 1.30 以上 0.74 以上 3.71 3.82 2.07 2.97 3.28 2.99 2.99 

　トレオニン ％ 1.04 以上 0.48 以上 2.20 2.09 1.38 1.76 2.01 1.73 1.76 

　トリプトファン ％ 0.20 以上 0.16 以上 0.56 0.62 0.28 0.42 0.50 0.46 0.47 

　バリン ％ 0.68 以上 0.49 以上 2.25 2.46 1.38 1.91 1.94 1.66 1.82 

●脂肪 ％ 8.5 以上 5.5 以上 22.6 21.5 52.2 37.0 25.8 28.2 24.9 

　リノール酸 ％ 1.3 以上 1.1 以上 5.2 3.2 5.9 9.2 4.2 5.9 6.1 

　α -リノレン酸 ％ 0.08 以上 - 0.31 0.83 0.41 0.95 0.46 0.27 0.40 

　EPA ＋ DHA ％ 0.05 以上 - 0.10 0.17 0.10 0.08 0.06 0.03 0.63 
　リノール酸＋アラキドン酸：
　αリノレン酸＋EPA＋DHA 30：1 30：1 13.2：1 3.3：1 11.6：1 9：1 8.3：1 20.4：1 6.1：1

●ミネラル
　カルシウム ％ 1.2 ～ 1.8 0.5 ～ 1.8 0.9 0.7 0.5 1.7 1.0 1.1 0.9 

　リン ％ 1.0 ～ 1.6 0.4 ～ 1.6 0.9 0.6 0.4 1.0 0.8 0.8 0.8 

　カルシウム：リンの比率 1：1～2：1 1：1～2：1 1 ： 1 1.1：1 1.3 ： 1 1.7 ： 1 1.2：1 1.3：1 1.1：1

　カリウム ％ 0.6 以上 0.6 以上 1.1 0.9 0.6 0.6 1.1 1.0 0.8 

　ナトリウム ％ 0.3 以上 0.08 以上 0.77 0.41 0.59 0.46 0.71 0.77 0.98 

　塩化物 ％ 0.45 以上 0.12 以上 0.45 0.47 0.93 0.85 0.83 0.86 1.13 

　マグネシウム ％ 0.06 以上 0.06 以上 0.10 0.10 0.06 0.11 0.12 0.09 0.14 

　鉄 mg/kg 88 以上 40 以上 216 107 131 162 158 241 206 

　銅 mg/kg 12.4 以上 7.3 以上 17.4 16.0 7.4 8.4 20.2 25.0 23.9 

　マンガン mg/kg 7.2 以上 5.0 以上 20.9 11.9 10.0 11.0 20.8 22.8 23.5 

　亜鉛 mg/kg 100 以上 80 以上 132 157 225 254 90 164 84 

　ヨウ素 mg/kg 1.0 ～ 11 1.0 ～ 11 8.0 5.2 3.4 3.8 3.3 3.6 3.8 

　セレン mg/kg 0.35 ～ 2 0.35 ～ 2 1.05 0.66 0.48 0.56 0.83 0.91 1.41 

●ビタミン・その他

　ビタミン A IU/kg 5000 ～
250000

5000 ～
250000 64111 61641 6982 5765 62400 156520 141638 

　ビタミン D IU/kg 500 ～ 3000 500 ～ 3000 2265 1112 2416 1747 898 954 2965 

　ビタミン E IU/kg 50 以上 50 以上 338 164 196 160 208 228 267 
　チアミン
　( ビタミン B1) mg/kg 2.25 以上 2.25 以上 25.09 5.95 3.50 4.10 7.90 8.19 9.42 

　リボフラビン
　( ビタミン B2) mg/kg 5.2 以上 5.2 以上 7.0 15.5 7.6 6.4 6.2 15.5 12.2 

　パントテン酸
　( ビタミン B5) mg/kg 12 以上 12 以上 42 20 17 17 46 34 25 

　ナイアシン
　( ビタミン B3) mg/kg 13.6 以上 13.6 以上 257.8 151.1 151.4 197.3 250.0 127.4 131.3 

　ビタミン B6 mg/kg 1.5 以上 1.5 以上 5.6 10.7 7.6 8.6 11.2 9.6 9.4 

　葉酸 mg/kg 0.216 以上 0.216 以上 1.045 1.570 0.550 0.520 1.330 0.880 0.990 

　ビタミン B12 mg/kg 0.028 以上 0.028 以上 0.029 0.070 0.033 0.036 0.030 0.100 0.180 

　コリン mg/kg 1360 以上 1360 以上 4121 8795 2938 3187 3610 4812 5582 
ご注意
①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。
　＊乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。
②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。



自分の犬に胸をはって

与えられるものを作ること。

創業時から今も、

そしてこの先も

変わることはありません。

私たちは、「安心・安全」を

第一に商品を作っています。

91

栄養素 単位 AAFCO
幼犬用基準

AAFCO
成犬用基準

シンプレックス フェカリス１０００

チキン ホース ポーク チキン タラ ホース ポーク ビーフ サーモン

●タンパク ％ 22.5 以上 18.0 以上 54.0 56.4 57.4 51.0 43.0 46.0 22.0 41.0 28.0 

　アルギニン ％ 1.0 以上 0.51 以上 3.35 3.14 3.16 2.86 2.93 1.64 1.25 1.61 1.45 

　ヒスチジン ％ 0.44 以上 0.19 以上 1.70 1.76 1.90 1.51 0.98 0.82 0.63 0.73 0.64 

　イソロイシン ％ 0.71 以上 0.38 以上 2.29 2.17 2.10 2.27 2.36 1.12 0.81 1.29 1.16 

　ロイシン ％ 1.29 以上 0.68 以上 4.35 4.36 4.32 3.61 3.82 1.87 1.44 2.26 1.92 

　リジン ％ 0.90 以上 0.63 以上 4.51 4.15 4.21 3.95 4.47 2.09 1.63 2.50 2.03 

　メチオニン ％ 0.35 以上 0.33 以上 1.41 1.33 1.46 1.23 1.46 1.04 0.44 0.89 0.81 

　メチオニン＋シスチン ％ 0.70 以上 0.65 以上 2.02 2.02 2.19 1.68 1.87 1.42 0.65 1.37 1.05 

　フェニルアラニン ％ 0.83 以上 0.45 以上 2.16 2.26 2.21 1.90 1.79 1.04 0.75 1.29 1.08 

　フェニルアラニン＋チロシン ％ 1.30 以上 0.74 以上 4.12 4.10 4.09 3.70 3.58 1.87 1.44 2.26 1.98 

　トレオニン ％ 1.04 以上 0.48 以上 2.46 2.36 2.42 2.27 2.36 1.27 0.94 1.53 1.22 

　トリプトファン ％ 0.20 以上 0.16 以上 0.63 0.68 0.65 0.67 0.57 0.60 0.25 0.65 0.35 

　バリン ％ 0.68 以上 0.49 以上 2.57 2.51 2.58 2.44 2.52 1.27 0.94 1.53 1.40 

●脂肪 ％ 8.5 以上 5.5 以上 24.9 21.6 22.2 15.9 5.9 17.9 54.7 13.5 7.5 

　リノール酸 ％ 1.3 以上 1.1 以上 6.3 5.9 5.2 2.1 1.6 2.2 5.6 1.9 1.9 

　α-リノレン酸 ％ 0.08 以上 - 0.28 0.43 0.29 0.92 1.06 1.94 0.94 0.97 0.81 

　EPA＋DHA ％ 0.05 以上 - 0.32 0.27 0.29 0.15 0.49 0.14 0.13 0.16 0.81 
　リノール酸＋アラキドン酸：
　αリノレン酸＋EPA＋DHA 30：1 30：1 10.9：1 8.5：1 10.4：1 2：1 1.1：1 1.1：1 5.4：1 1.7：1 1.1：1

●ミネラル

　カルシウム ％ 1.2 ～ 1.8 0.5 ～ 1.8 1.2 1.2 1.2 1.4 0.8 1.2 1.2 1.2 1.8 

　リン ％ 1.0 ～ 1.6 0.4 ～ 1.6 1.2 1.2 1.1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 

　カルシウム :リンの比率 1：1～2：1 1：1～2：1 1：1 1：1 1：1 2：1 2：1 2：1 2：1 1.5：1 2：1

　カリウム ％ 0.6 以上 0.6 以上 1.0 1.0 1.0 1.1 0.6 1.0 0.6 1.0 0.8 

　ナトリウム ％ 0.3 以上 0.08 以上 0.89 0.89 0.91 1.85 1.05 1.79 1.44 0.97 1.40 

　塩化物 ％ 0.45 以上 0.12 以上 0.45 0.45 0.48 3.19 1.54 2.99 2.44 1.53 2.21 

　マグネシウム ％ 0.06 以上 0.06 以上 0.13 0.13 0.13 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 

　鉄 mg/kg 88 以上 40以上 139 508 191 162 122 194 125 282 110 

　銅 mg/kg 12.4 以上 7.3 以上 25.3 25.4 26.1 42.0 40.7 52.2 37.5 185.5 40.7 

　マンガン mg/kg 7.2 以上 5.0 以上 12.7 12.7 13.0 17.0 16.0 22.0 19.0 24.0 23.0 

　亜鉛 mg/kg 100 以上 80以上 135 250 213 445 439 343 319 403 209 

　ヨウ素 mg/kg 1.0 ～ 11 1.0 ～ 11 3.0 3.0 2.6 3.8 3.7 4.5 3.6 3.9 3.4 

　セレン mg/kg 0.35 ～ 2 0.35 ～ 2 1.27 0.85 1.30 0.76 0.57 0.37 0.38 0.65 0.41 

●ビタミン・その他

　ビタミンA IU/kg 5000 ～
250000

5000 ～
250000 129536 182203 230000 173950 67886 46567 57438 152419 45523 

　ビタミンD IU/kg 500 ～ 3000 500 ～ 3000 1047 1394 1315 2109 2179 2298 2281 2508 2860 

　ビタミンE IU/kg 50 以上 50以上 219 229 265 605 706 620 433 648 516 
　チアミン
　（ビタミンB1） mg/kg 2.25 以上 2.25 以上 135.02 122.88 139.13 58.90 47.60 62.60 59.10 58.40 52.00 

　リボフラビン
　（ビタミンB2） mg/kg 5.2 以上 5.2 以上 11.4 28.0 29.6 28.2 22.7 30.1 23.3 80.6 21.9 

　パントテン酸
　（ビタミンB5） mg/kg 12 以上 12以上 55 51 48 100 50 84 64 126 67 

　ナイアシン
　（ビタミンB3） mg/kg 13.6 以上 13.6 以上 274.3 203.4 252.2 373.9 464.2 291.8 474.4 887.1 499.4 

　ビタミンB6 mg/kg 1.5 以上 1.5 以上 5.9 5.1 7.0 38.3 27.7 36.6 29.8 42.7 29.9 

　葉酸 mg/kg 0.216 以上 0.216 以上 2.574 5.085 2.739 8.400 5.540 5.820 5.340 8.950 3.830 

　ビタミンB12 mg/kg 0.028 以上 0.028 以上 0.063 0.678 0.152 0.255 0.132 0.177 0.134 0.223 0.145 

　コリン mg/kg 1360 以上 1360 以上 4810 7797 5130 1815 1638 1537 1992 8145 1767 
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ショールームと貸切事前予約制のドッグランを
併設しております。お気軽にお立ち寄りください。

［受付時間］月曜～金曜 9：30～17：00
（土日祝、年末年始を除く）

商品についてのお問合せや、食事についての
ご相談は上記へお気軽にお寄せください。

2019年の大雨の影響により明神橋が通行止めとなっています。県道への迂
回をお願いします。途中狭い箇所もございます。ご不便をおかけしますが、お
気をつけてお越しください。(2022年2月末工事終了予定)


