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販売店各位 

 

ナチュラルバランス ドライフード給餌量の表記について 

 
 

拝啓 

新春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、ナチュラルバランス ドライフードの給餌量につきまして、日本での愛犬、愛猫がより室内飼いの傾向が

強くなったことで 1 日の運動量が減ってきていることから、パッケージの日本語への移行に合わせ給餌量を順次、

変更させて頂いております。 

製品の成分や原材料の変更はなく、製品自体には全く問題ございませんのでご安心ください。 

詳細は下記をご参照下さい。 

 

今後も最新の情報をもとに記載しております給餌量を調整させて頂く場合がございますが何卒ご理解の程宜しくお

願い致します。 

また、パッケージに記載しております給餌量はあくまでも目安の値となっております。パッケージに記載されてい

る量で、充分に栄養を取ることができますが、愛犬、愛猫の運動量が多い場合には給餌量を調整して頂きますよう

お願い致します。 

今後とも弊社製品を末永くご愛顧頂けます様宜しくお願い申し上げます。  

敬具 

                        記 

【既に変更したパッケージで出荷をしている製品】 

・リデュースカロリー フォーミュラ 5ポンド 12ポンド 

・ポテト＆ダック フォーミュラ 2.2ポンド 5ポンド 

・スウィートポテト＆フィッシュ フォーミュラ 2.2ポンド 5ポンド 12ポンド 

・スウィートポテト＆ベニソン フォーミュラ 2.2ポンド 5ポンド 12ポンド 

・ポテト＆ダック フォーミュラ スモールブリード 2.2ポンド 

・スウィートポテト＆フィッシュ フォーミュラ スモールブリード 2.2ポンド 5ポンド 

 

【今後変更を予定している製品】 

・リデュースカロリー フォーミュラ 2.2ポンド 

・ポテト＆ダック フォーミュラ 12ポンド 

・ポテト＆ダック フォーミュラ スモールブリード 4ポンド 

・スウィートポテト＆バイソン フォーミュラ 2.2ポンド 5ポンド 

・ベジタリアン フォーミュラ 2.2ポンド 5ポンド 

・レジューム＆ダック フォーミュラ 4ポンド 

・ポテト＆ラビット フォーミュラ 4ポンド 

 

詳細は裏面の対比表をご参照ください。 
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ナチュラルバランス パッケージ給餌量 対比表 

【変更前】 【変更後】 

■ リデュースカロリーDOG フォーミュラ 

 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
 ～1.0kg ～41g 10.0ｋg～18.0ｋg ～283g 

1.0kg～3.0ｋg ～85g 18.0ｋg～27.0ｋg ～372g 
3.0ｋｇ～5.0ｋｇ ～103g 27.0ｋg～36.0ｋg ～451g 
5.0kg～10.0ｋｇ ～191g 36.0ｋg～45.0ｋg ～523g 

 

 

 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 

1.0ｋg ～32g 10.0ｋg～18.0ｋg ～224g 
1.0ｋg～3.0ｋg ～68g 18.0ｋg～27.0ｋg ～294g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～95g 27.0ｋg～36.0ｋg ～357g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～151g 36.0ｋg～45.0ｋg ～414g 

 
標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～38g 10.0ｋg～18.0ｋg ～264g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～80g 18.0ｋg～27.0ｋg ～347g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～112g 27.0ｋg～36.0ｋg ～420g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～178g 36.0ｋg～45.0ｋg ～488g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～30g 10.0ｋg～18.0ｋg ～209g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～63g 18.0ｋg～27.0ｋg ～275g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～89g 27.0ｋg～36.0ｋg ～333g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～141g 36.0ｋg～45.0ｋg ～387g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～38g 10.0ｋg～18.0ｋg ～265g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～80g 18.0ｋg～27.0ｋg ～348g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～112g 27.0ｋg～36.0ｋg ～422g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～179g 36.0ｋg～45.0ｋg ～490g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～30g 10.0ｋg～18.0ｋg ～210g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～63g 18.0ｋg～27.0ｋg ～276g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～89g 27.0ｋg～36.0ｋg ～334g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～142g 36.0ｋg～45.0ｋg ～388g 

 
標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～39g 10.0ｋg～18.0ｋg ～268g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～81g 18.0ｋg～27.0ｋg ～352g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～114g 27.0ｋg～36.0ｋg ～427g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～181g 36.0ｋg～45.0ｋg ～496g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～31g 10.0ｋg～18.0ｋg ～212g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～64g 18.0ｋg～27.0ｋg ～279g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～90g 27.0ｋg～36.0ｋg ～338g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～143g 36.0ｋg～45.0ｋg ～393g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～38g 10.0ｋg～18.0ｋg ～263g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～79g 18.0ｋg～27.0ｋg ～345g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～111g 27.0ｋg～36.0ｋg ～418g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～177g 36.0ｋg～45.0ｋg ～485g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～30g 10.0ｋg～18.0ｋg ～208g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～63g 18.0ｋg～27.0ｋg ～273g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～88g 27.0ｋg～36.0ｋg ～331g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～140g 36.0ｋg～45.0ｋg ～384g 

 
標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～38g 10.0ｋg～18.0ｋg ～262g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～79g 18.0ｋg～27.0ｋg ～344g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～111g 27.0ｋg～36.0ｋg ～417g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～177g 36.0ｋg～45.0ｋg ～484g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～30g 10.0ｋg～18.0ｋg ～207g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～63g 18.0ｋg～27.0ｋg ～272g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～88g 27.0ｋg～36.0ｋg ～330g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～140g 36.0ｋg～45.0ｋg ～383g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～36g 10.0ｋg～18.0ｋg ～251g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～76g 18.0ｋg～27.0ｋg ～330g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～107g 27.0ｋg～36.0ｋg ～400g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～170g 36.0ｋg～45.0ｋg ～464g 

 

 

 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～29g 10.0ｋg～18.0ｋg ～199g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～60g 18.0ｋg～27.0ｋg ～261g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～84g 27.0ｋg～36.0ｋg ～317g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～134g 36.0ｋg～45.0ｋg ～368g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー125) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～37g 10.0ｋg～18.0ｋg ～254g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～77g 18.0ｋg～27.0ｋg ～334g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～108g 27.0ｋg～36.0ｋg ～404g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～172g 36.0ｋg～45.0ｋg ～470g 

 

標準的な一日の給餌料（代謝エネルギー99) 
体重 給餌量 体重 給餌量 
～1.0ｋg ～29g 10.0ｋg～18.0ｋg ～201g 

1.0ｋg～3.0ｋg ～61g 18.0ｋg～27.0ｋg ～264g 
3.0ｋg～5.0ｋg ～85g 27.0ｋg～36.0ｋg ～320g 
5.0ｋg～10.0ｋg ～136g 36.0ｋg～45.0ｋg ～372g 

 ■ レジューム＆ダックフォーミュラ 

■ ポテト＆ダックフォーミュラ / ポテト＆ダックスモールブリード 

■ スウィートポテト＆フィッシュフォーミュラ / スウィートポテト＆フィッシュスモールブリード 

  

■ スウィートポテト＆ベニソンフォーミュラ  

今後変更になるパッケージ  

■ スウィートポテト＆バイソンフォーミュラ  

■ ベジタリアンフォーミュラ  

■ ポテト＆ラビットフォーミュラ 

※今現在、給餌量変更前のパッケージを使用されてるお客様におかれましても、変更後の給餌量でお与え頂けます。  


