
商　品　名 使用原料 保証成分 原産国 給与量

ウルフブラット　一覧表

アダルト

ワイルドダック

ブラックバード

コールドリバー

ダークフォレスト

グリーンバレー

ワイドプレーン

カモ（44％）（カモ肉25％、乾燥カモ肉17％、カモ脂肪2％）、ジャガイモ（24％）、サツマイモ、ダック
グレイビー、ミネラル類、ビタミン類、キクイモ、ヒヨコ豆、亜麻仁、トマト、地中海ハーブ（タイム、マ
ジョラム、オレガノ、パセリ、セージ）、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エル
ダーベリー、アロニアベリー、イラクサ、タンポポ、高麗人参、マンナンオリゴ糖（プレバイオティク
ス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ユッカシジゲラエキス

粗タンパク質　 26%
粗脂肪　　　　　16%
粗繊維　　　　  3.5%
粗灰分　　　　　 　8.5%
水分               8%
ビタミン A         21,871 IU/kg
ビタミン D3         1,471 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　23mg/kg
マンガン　　　　　　　41mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍   374.96kcal/100g

粗タンパク質　 18.5%
粗脂肪　　　　　  9%
粗繊維　　　　    3%
粗灰分　　　　　  8.5%
水分               8%
ビタミン A         21,871 IU/kg
ビタミン D3         1,471 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　23mg/kg
マンガン　　　　　　　44.7mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159.8mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍   342.14kcal/100g

粗タンパク質　 20%
粗脂肪　　　　　10%
粗繊維　　　　  4.5%
粗灰分　　　　　7.5%
水分               8%
ビタミン A         25,500 IU/kg
ビタミン D3       　1,700 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　23mg/kg
マンガン　　　　　　　44.7mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159.8mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍  　　 338.89kcal/100g

粗タンパク質　 21%
粗脂肪　　　　　　9%
粗繊維　　　　 　 3%
粗灰分　　　　　  8%
水分               8%
ビタミン A         21,871 IU/kg
ビタミン D3         1,471 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　23mg/kg
マンガン　　　　　　　44.7mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159.8mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍   346.55kcal/100g

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
  

イギリス

七面鳥50%（七面鳥肉26%、乾燥七面鳥肉18%、七面鳥脂肪6％）　、サツマイモ(29%)、カボチャ、
パースニップ、ヒヨコ豆、ミネラル類、ビタミン類、キクイモ、トマト、タイム、マジョラム、オレガノ、パ
セリ、セージ、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、アロニアベ
リー、イラクサ、サンザシ、タンポポ、高麗人参、マンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フラクトオ
リゴ糖（プレバイオティクス）、ユッカシジゲラエキス

魚42％（マス25％、乾燥サーモン7％、乾燥マス７％、サーモンストック2％、サーモンオイル１％）、
サツマイモ（29％）、ジャガイモ（18％）、アルファルファ、ミネラル類、ビタミン類、キクイモ、ヒヨコ
豆、ダルス、アイリッシュモス、アオサ、アオノリ、スピルリナ、イラクサ、サンザシ、タンポポ、高麗
人参、マンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ユッカシジ
ゲラエキス

サツマイモ(39%)、鹿35%(鹿肉24%、乾燥鹿肉11%）、ヒヨコ豆、ラム脂肪、ラムストック、ミネラル類、
ビタミン類、キクイモ、スピルリナ、トマト、地中海ハーブ（タイム、マジョラム、オレガノ、パセリ、
セージ）、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、アロニアベリー、
イラクサ、サンザシ、タンポポ、高麗人参、マンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フラクトオリゴ
糖（プレバイオティクス）、ユッカシジゲラエキス

ラム＆サーモン（65％）（ラム15％、サーモン15％、乾燥ラム12％、乾燥サーモン12％、ラム脂肪
8％、ラムグレイビー2％、サーモンオイル1％）、ジャガイモ（20％）、ヒヨコ豆、アルファルファ、ミネ
ラル類、ビタミン類、キクイモ、トマト、タイム、マジョラム、オレガノ、パセリ、セージ、ブラックベ
リー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、アロニアベリー、サジー、リンゴ、ニン
ジン、ホウレン草、ラビッジ、ローズヒップ、カモミール、オオアザミ、ペパーミント、キンセンカ、イラ
クサ、サンザシ、タンポポ、高麗人参、アニス、コロハ、マンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フ
ラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ユッカシジゲラエキス

馬（51％）（馬肉26％、乾燥馬肉17％、馬脂肪8％）、サツマイモ（28％）、カボチャ、パースニップ、
ヒヨコ豆、エンドウ豆タンパク、ミネラル類、ビタミン類、フェンネル、イミュトップ（キクイモ濃縮物）、
亜麻仁、トマト、タイム、マジョラム、オレガノ、パセリ、セージ、ブラックベリー、ラズベリー、ブルー
ベリー、黒スグリ、エルダーベリー、アロニアベリー、イラクサ、サンザシ、タンポポ、高麗人参、マ
ンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フラクトオリゴ糖プレバイオティクス）、ユッカシジゲラエキス

イギリス

イギリス

粗タンパク質　 30%
粗脂肪　　　　　18%
粗繊維　　　　  　3%
粗灰分　　　　　10%
水分             　 8%
ビタミン A         21,871 IU/kg
ビタミン D3         1,471 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　61.5mg/kg
マンガン　　　　　　　44.7mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159.8mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍ 　　　  380.28kcal/100g

粗タンパク質　 26%
粗脂肪　　　　　16%
粗繊維　　　　  3.5%
粗灰分　　　　　9.5%
水分               8%
ビタミン A         21,871 IU/kg
ビタミン D         1,471 IU/kg
ビタミン E        　　710 IU/kg
タウリン　　　　　　　1,000mg/kg
鉄分　　　　　　　　　89mg/kg
無水ヨウ素酸カルシウム1.58mg/kg
銅　　　　　　　　　　　23mg/kg
マンガン　　　　　　　41mg/kg
亜鉛　　　　　　　　　159.8mg/kg
セレニウム　　　　　　0.23mg/kg
DL-メチオニン　　　　2,126mg/kg
L-カルニチン　　　　　　82mg/kg
㌍   371.44kcal/100g

イギイス

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
  

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
  

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
  

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
  

与え方（1日当たりの推奨量）

　　 タイプ 　       体重(kg) 　給与量
(g)

 　超小型犬 　     1～5kg 　 30～
100g

 　小型犬 　　      5～15kg 　100～
220g

 　中型犬 　　     15～25kg 　220～
325g

 　大型犬 　       25～35kg 　325～
420g

 　超大型犬 　    35～45kg 　420～
505g

 　ジャイアント犬  45kg～ 　   505g
～
 
  

イギリス

イギリス



スモ|ルブリ|ド

ディープグレード

フーディーズチョイス

ワイルドゲーム

ワイドプレーン

タンパク質：　　31%
脂肪：　　　　　15%
繊維：　　　　　3.5%
灰分：　　　　　12%
水分：　　　　　 8%
ビタミンA　　25,725IU
ビタミンD3　 1,733IU
ビタミンE　　767IU
タウリン　　　1,151mg
鉄　　　　　　88.42mg
無水ヨウ素酸カルシウム　1.58mg
銅　　　　　　22.92mg
マンガン　　　40.85mg
亜鉛　　　　　113.83mg
セレニウム　　0.23mg
DL-メチオニン2.129mg
L-カルニチン　96mg
カロリー：336.40kcal/100g

タンパク質：34%
脂肪：14%
繊維：2.5%
灰分：12%
水分：8%
ビタミンA　26,760IU
ビタミンD3　1,800IU
ビタミンE　　 775IU
タウリン　　 1,100mg
鉄　            92mg
無水ヨウ素酸カルシウム　1.64mg
銅　            23mg
マンガン　      42mg
亜鉛           166mg
セレニウム     0.24mg
DL-メチオニン 2,601mg
L-カルニチン    100mg
カロリー：369.75kcal

赤鹿肉（25%）、乾燥水牛肉（15.5%）、サツマイモ、カボチャ、ジャガイモ、ラム脂肪、エンドウ豆蛋白
質、タイム、マジョラム、オレガノ、パセリ、フェンネル、ミネラル類、ビタミン類、モリンガ、キクイモ、
ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、チョークベリー、アマニ、マ
ンナンオリゴ糖（プレバイオティクス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ヌクレオチド、ニンジ
ン、トマト、ローズヒップ、イラクサ、ホーソン、クランベリー、海藻、ユッカシジゲラ抽出物、スピルリ
ナ、タンポポ、ホウレン草、高麗人参、アニス種子、コロハ、グルコサミン、メチルスルホニルメタ
ン、コンドロイチン硫酸

ウズラ42%（ウズラ肉25%、乾燥ウズラ肉17%）、サツマイモ（20%）、カボチャ、ターキー脂肪、パース
ニップ、ヒヨコ豆、エンドウ豆蛋白質、ミネラル類、ビタミン類、フェンネル、キクイモ、アマニ、マンナ
ンオリゴ糖（プレビオティクス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ヌクレオチド、トマト、タイ
ム、マジョラム、オレガノ、パセリ、セージ、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エ
ルダーベリー、チョークベリー、イラクサ、ホーソン、タンポポ、高麗人参、ユッカシジゲラ抽出物

野鳥26％（ヤマウズラ、ノバト、カモ）、乾燥ダチョウ肉（20％）、サツマイモ（18％）、ダチョウ油、カ
ボチャ、ヒヨコ豆、エンドウ豆蛋白質、パースニップ、ジャガイモ蛋白質、ミネラル類、ビタミン類、
フェンネル、キクイモ、アマニ、タイム、マジョラム、オレガノ、パセリ、セージ、ブラックベリー、ラズ
ベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、チョークベリー、マンナンオリゴ糖（プレバイオ
ティクス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ヌクレオチド、トマト、高麗人参、ホーソン、タン
ポポ、イラクサ、ユッカシジゲラ抽出物

乾燥馬肉（48%）、サツマイモ（26.5%）、馬肉（8.5%）、馬脂肪、タイム、セージ、マジョラム、オレガノ、
パセリ、Immutop®（キクイモ濃縮）、ミネラル類、ビタミン類、亜麻種子、エンドウ豆蛋白質、ブラッ
クベリー、ラズベリー、ブルーベリー、黒スグリ、エルダーベリー、チョークベリー、マンナンオリゴ糖
（プレバイオティクス）、フラクトオリゴ糖（プレバイオティクス）、ヌクレオチド、トマトペースト、イラク
サ、サンザシ、高麗人参、タンポポ

与え方（1日当たりの推奨量）

   体重(kg) 　給与量(g)
 　1～5kg 　 　 30～90g
 　5～10kg 　  90～155g
 　10～15kg  155～210g
 　15～20kg  210～260g
 　20～30kg  260～355g

 　+30kg 　    +355g

与え方（1日当たりの推奨量）

   体重(kg) 　給与量(g)
 　1～5kg 　 　 30～105g
 　5～10kg 　 105～180g
 　10～15kg  180～245g
 　15～20kg  245～305g
 　20～30kg  305～410g

 　+30kg 　    +410g

イギリス

イギリス

イギリス

イギリス

与え方（1日当たりの推奨量）

　体重(kg) 　給与量(g)
  1～5kg 　 25～90g

  5～10kg 　90～150g
 10～15kg 　150～200g
 15～20kg 　200～250g

与え方（1日当たりの推奨量）

　体重(kg) 　給与量(g)
  1～5kg 　 25～90g

  5～10kg 　90～150g
 10～15kg 　150～200g
 15～20kg 　200～250g

タンパク質：　　　28.5%
脂　質：　　　　　18.2%
繊維質：　　　　　 3.5%
灰　分：　　　　　10.5%
水　分：　　　　　 　8%
ビタミンA　　25,500IU
ビタミンD3　　1,700IU
ビタミンE　　　750IU
タウリン　　　1,000mg
鉄　　　　　　87.87mg
無水ヨウ酸カルシウム　1.58mg
銅　　　　　　 22.5mg
マンガン　　　 41mg
亜鉛　　　　　 159.6mg
セレニウム　　　0.23mg
DL-メチオニン　2,126mg
L-カルニチン　　82mg
カロリー：　382.56kcal/100g

タンパク質：　　　29.25%
脂　質：　　　　　18.5%
繊維質：　　　　　 3.5%
灰　分：　　　　　 8.5%
水　分：　　　　　　 8%
ビタミンA　　25,500IU
ビタミンD3　  1,700IU
ビタミンE　　　750IU
タウリン　　　1,000mg
鉄　　　　　　87.87mg
無水ヨウ酸カルシウム　1.58mg
銅　　　　　　　22.5mg
マンガン　　　　41mg
亜鉛　　　　　　159.6mg
セレニウム　　　0.23mg
DL-メチオニン　2,126mg
L-カルニチン　　82mg
カロリー：387.48kcal/100g


