
弊社取扱商品　原材料・分析値データ　新旧対照表

2020.5
販売商品コード 商品名 旧表記 新表記 変更点

原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、乾燥全卵、エンドウ豆繊維、トマト、リンゴ、フラックスシード、キャノラ
油（ミックストコフェロールで酸化防止）、天然香料（チキン由来）、ココナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、
サーモン生肉、ダック生肉、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベ
リー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテー
ジチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥ケルプ、乾燥シーウィードミール、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥
ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、レシチン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミ
ンEサプリメント、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ナイアシン、イノシトール、ビタミンAサプリメン
ト、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンD3サプリメン
ト、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タン
パク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウ
ム、セレン酵母）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテ
ロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵
生成物、イースト抽出物、ユッカシジゲラ抽出物

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、乾燥全卵、エンドウ豆繊維、トマト、リンゴ、フラックスシード、キャ
ノーラ油、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、ココナッツ油、サーモン生肉、ダック生肉、アルファルファ、ニンジ
ン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレー
プフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥ケルプ、乾燥
シーウィードミール、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、レ
シチン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンEサプリメント、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ
ミンC源）、ナイアシン、ビタミンAサプリメント、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフ
ラビン、β-カロテン、ビタミンD3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレート
マンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、乾燥ラクトバチ
ルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発
酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵生成物、イースト抽出物、ユッカシジゲラ抽出物、酸化防止剤（ミッ
クストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　28%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　8.5%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　DHA  0.06%以上　EPA 0.02%以上 オメガ6脂肪酸　2.7%以上　　オメガ3脂肪酸　0.54%以
上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー3,746kcal/kg

タンパク質　28%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　8.5%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　DHA  0.06%以上　EPA 0.02%以上 オメガ6脂肪酸　2.7%以上　　オメガ3脂肪酸　0.54%以
上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー3,746kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、リンゴ、乾燥全卵、エンドウ豆繊維、トマト、ポテト、フラックスシード、キャノラ
油（ミックストコフェロールで酸化防止）、天然香料（チキン由来）、サーモン生肉、ダック生肉、アルファルファ、ココ
ナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、ニンジン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベ
リー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテー
ジチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、レ
シチン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ
ミンＣ源）、ナイアシン、イノシトール、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリド
キシン、リボフラビン、βカロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類
（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパ
ク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、乾
燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出
物、Ｌ-カルニチン

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、リンゴ、乾燥全卵、エンドウ豆繊維、トマト、ポテト、フラックスシード、キャ
ノーラ油、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、サーモン生肉、ダック生肉、アルファルファ、ココナッツ油、ニンジ
ン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレー
プフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥チコリ根、乾
燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、レシチン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタ
ミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、ビタミンＡサプリメント、硝酸チア
ミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、βカロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオ
チン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレー
ト鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵
母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・
フェシウム発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出物、Ｌ-カルニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　　26%以上　　脂質　16%以上　　粗繊維　3.5%以下　灰分　8.3%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.1%以上　　リン　0.7%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.5%以上　プロバイオティクス
90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,598kcal/kg

タンパク質　　26%以上　　脂質　16%以上　　粗繊維　3.5%以下　灰分　8.3%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.1%以上　　リン　0.7%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.5%以上　プロバイオティクス
90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,598kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、リンゴ、エンドウ豆繊維、エンドウ豆、ポテト、トマト、アルファルファ、キャノラ油（ミックスト
コフェロールで酸化防止）、天然香料（チキン由来）、サーモン生肉、ダック生肉、ココナツ油（ミックストコフェロール
で酸化防止）、乾燥全卵、フラックスシード、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナ
ナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥
ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンＥサプリ
メント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、イノシトール、ビタミンＡサプリメント、硝酸チ
アミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、
ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キ
レート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレ
ン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、グルコサミン塩酸塩、ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、
エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出物、コンドロイチン硫酸塩、Ｌ-カルニチン

ターキー生肉、ポテト粉、リンゴ、エンドウ豆繊維、エンドウ豆、ポテト、トマト、アルファルファ、キャノーラ油、ナ
チュラルフレーバー（チキン由来）、サーモン生肉、ダック生肉、ココナッツ油、乾燥全卵、フラックスシード、ニンジ
ン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザ
クロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウ
ム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミン
Ｃ源）、ナイアシン、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビ
ン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレート
マンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、グルコサミン塩
酸塩、ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出
物、コンドロイチン硫酸塩、Ｌ-カルニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　　24%以上　　脂質　10%以上　　粗繊維　6.5%以下　　灰分　7%以下　　水分　10%以下　リン　0.4%以上
グルコサミン　400mg/kg以上　　コンドロイチン硫酸塩　100mg/kg　以上　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂
肪酸　0.48%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,252kcal/kg

タンパク質　　24%以上　　脂質　10%以上　　粗繊維　6.5%以下　　灰分　7%以下　　水分　10%以下　リン　0.4%以上
グルコサミン　400mg/kg以上　　コンドロイチン硫酸塩　100mg/kg　以上　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂
肪酸　0.48%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,252kcal/kg
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原
材
料
名

トラウト生肉（鱒）、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、リンゴ、フラックスシード、キャノラ油
（ミックストコフェロールで酸化防止）、天然香料、サーモン生肉、へリング生肉（ニシン目ニシン科）、ココナツ油
（ミックストコフェロールで酸化防止）、トマト、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カ
ボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥
チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、
ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、イノシトール、ナイアシン、L-アス
コルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、
塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キ
レート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウ
ム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、
エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチン

トラウト生肉（鱒）、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、リンゴ、フラックスシード、キャノーラ
油、ナチュラルフレーバー、サーモン生肉、へリング生肉（ニシン目ニシン科）、ココナッツ油、トマト、アルファル
ファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラッ
クベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸
二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメン
ト、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウ
ム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラ
ル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマン
ガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジ
ン、ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチン、酸化防
止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　24%以上　　脂質　14%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.6%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.1%以上　　リン　0.6%以上　　オメガ6脂肪酸　1.4%以上　　オメガ3脂肪酸　0.2%以上　プロバイオティクス
90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー3,560kcal/kg

タンパク質　24%以上　　脂質　14%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.6%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.1%以上　　リン　0.6%以上　　オメガ6脂肪酸　1.4%以上　　オメガ3脂肪酸　0.2%以上　プロバイオティクス
90,000,000CFU/ｌｂ以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー3,560kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、ポテト、ポテト粉、フラックスシード、天然香料（チキン由
来）、キャノラ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、リンゴ、サーモン生肉、ダック生肉、ココナツ油（ミックストコ
フェロールで酸化防止）、トマト、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バ
ナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥
ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタ
ミンＡサプリメント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥサプリメント、イノシトール、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-
ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシ
ン、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパ
ク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガ
ン、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エン
テロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチン

ターキー生肉、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、ポテト、ポテト粉、フラックスシード、ナチュラルフレーバー
（チキン由来）、キャノーラ油、リンゴ、サーモン生肉、ダック生肉、ココナッツ油、トマト、アルファルファ、ニンジン、
カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザク
ロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、
塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンＡサプリメント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥ
サプリメント、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チア
ミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパ
ク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸
銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、乾燥ラ
クトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチン、酸化防止
剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　28%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.6%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　3%以上　　オメガ3脂肪酸　0.6%以上　プロバイ
オティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,784kcal/kg

タンパク質　28%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.6%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　3%以上　　オメガ3脂肪酸　0.6%以上　プロバイ
オティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,784kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、ポテト、ポテト粉、天然香料（チキン由来）、フラックスシー
ド、リンゴ、キャノラ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、サーモン生肉、ダック生肉、ココナツ油（ミックストコフェ
ロールで酸化防止）、トマト、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナ
ナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、パセ
リ、ペパーミント、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリ
ウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンＡサプリメント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥサプリメン
ト、イノシトール、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸
チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（メ
チオニンキレート亜鉛、タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパ
ク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メ
チオニン、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成
物、緑茶抽出物、L-カルニチン

ターキー生肉、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、ポテト、ポテト粉、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、フ
ラックスシード、リンゴ、キャノーラ油、サーモン生肉、ダック生肉、ココナッツ油、トマト、アルファルファ、ニンジン、
カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザク
ロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、パセリ、ペパーミント、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、
リン酸二カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンＡ
サプリメント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥサプリメント、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミ
ンＣ源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチ
ン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（メチオニンキレート亜鉛、タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート
鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、
酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成
物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、緑茶抽出物、L-カルニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロー
ル）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　27%以上　　脂質　17%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.8%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　リン　0.8%以上　　DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸
0.5%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,741kcal/kg

タンパク質　27%以上　　脂質　17%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　7.8%以下　　水分　10%以下　カルシウム
1.2%以上　　リン　0.8%以上　　DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸
0.5%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,741kcal/kg
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原
材
料
名

マス生魚(骨抜き)、ポテト、ポテト粉、乾燥鶏卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、フラックスシード、キャノーラ油(ミックス
トコフェロールで酸化防止)、ココナッツ油(ミックストコフェロールで酸化防止)、リンゴ、香味料(自然由来)、サーモ
ン生魚(骨抜き)、大西洋ニシン生魚（骨抜き）、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、トマト、アルファルファ、ニン
ジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、
ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウ
ム、塩化コリン、ビタミン類(ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、イノシトール、ナイ
アシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源)、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、
リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、ミネラル類(タンパク質キレート亜鉛、タ
ンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素
酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母)、タウリン、ＤＬ-メチオニン、L-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィル
ス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、パセリ、ペパーミント、緑茶抽出物、ユッカシジゲラ
抽出物、乾燥ローズマリー

マス生魚(骨抜き)、ポテト、ポテト粉、乾燥鶏卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、フラックスシード、キャノーラ油、ココ
ナッツ油、リンゴ、ナチュラルフレーバー、サーモン生魚(骨抜き)、大西洋ニシン生魚（骨抜き）、炭酸カルシウム、
リン酸二カルシウム、トマト、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナ
ナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、トリポ
リリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類(ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプ
リメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源)、ｄ-パントテン酸カル
シウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、ミ
ネラル類(タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレート
マンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母)、タウリン、ＤＬ-メチオニン、L-
リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、パセリ、ペ
パーミント、緑茶抽出物、ユッカシジゲラ抽出物、乾燥ローズマリー、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 26%以上、脂質 16%以上、粗繊維 5%以下、灰分 8.3%以下、水分 10%以下、カルシウム1%以上、リン0.5%
以上、オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.5%以上
プロバイオティクス 90,000,000 CFU/lb 以上　(アシドフィルス菌、フェシウム菌)
■代謝エネルギー：3,669kcal/kg

タンパク質 26%以上、脂質 16%以上、粗繊維 5%以下、灰分 8.3%以下、水分 10%以下、カルシウム1%以上、リン
0.5%以上、オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.5%以上
プロバイオティクス 90,000,000 CFU/lb 以上　(アシドフィルス菌、フェシウム菌)
■代謝エネルギー：3,669kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、リンゴ、天然香料（チキン由来）、フラックス
シード、サーモン生肉、ダック生肉、キャノラ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、トマト、ココナツ油（ミックストコ
フェロールで酸化防止）、アルファルファ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、
ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、緑イ貝、パ
セリ、ペパーミント、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナト
リウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンＡサプリメント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥサプリメント、イノシトー
ル、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-
カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸
第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、グルコサミン塩酸
塩、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、コンドロイチン
硫酸塩、緑茶抽出物、L-カルニチン

ターキー生肉、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、リンゴ、ナチュラルフレーバー（チキン由
来）、フラックスシード、サーモン生肉、ダック生肉、キャノーラ油、トマト、ココナッツ油、アルファルファ、ニンジン、
カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザク
ロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、緑イ貝、パセリ、ペパーミント、乾燥ローズマリー、炭酸カル
シウム、リン酸二カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンＡサプリメ
ント、ビタミンＤ3サプリメント、ビタミンＥサプリメント、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ
源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビ
タミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化
亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウ
リン、ＤＬ-メチオニン、Ｌ-リジン、グルコサミン塩酸塩、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エン
テロコッカス・フェシウム発酵生成物、コンドロイチン硫酸塩、緑茶抽出物、L-カルニチン、酸化防止剤（ミックスト
コフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　24%以上　　脂質　11%以上　　粗繊維　5.5%以下　　灰分　7.7%以下　　水分　10%以下　リン　0.4%以上
DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　グルコサミン　400mg/kg　　コンドロイチン硫酸塩　100mg/kg　　タウリン
0.10%以上　　オメガ6脂肪酸　2%以上　　オメガ3脂肪酸　0.4%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（ア
シドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,449kcal/kg

タンパク質　24%以上　　脂質　11%以上　　粗繊維　5.5%以下　　灰分　7.7%以下　　水分　10%以下　リン　0.4%以上
DHA　0.07%以上　　EPA　0.02%以上　　グルコサミン　400mg/kg　　コンドロイチン硫酸塩　100mg/kg　　タウリン
0.10%以上　　オメガ6脂肪酸　2%以上　　オメガ3脂肪酸　0.4%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上
（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,449kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、乾燥全卵、キャノラ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、エンドウ
豆繊維、トマト、天然香料（チキン由来）、フラックスシード、ココナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、サーモ
ン生肉、ダック生肉、ニンジン、カボチャ、リンゴ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、パパイヤ、
パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラ
ウト、アルファルファ、乾燥ケルプ、乾燥シーウィードミール、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、リ
ン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナトリウム、レシチン、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、
ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、イノシトール、ビ
タミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタ
ミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一
鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガ
ン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥
エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザ
エ発酵生成物、イースト抽出物、ユッカシジゲラ抽出物

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、乾燥全卵、キャノーラ油、エンドウ豆繊維、トマト、ナチュラルフレー
バー（チキン由来）、フラックスシード、ココナッツ油、サーモン生肉、ダック生肉、ニンジン、カボチャ、リンゴ、バナ
ナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッ
コリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラウト、アルファルファ、乾燥ケルプ、乾燥シーウィード
ミール、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、リン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナ
トリウム、レシチン、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸
-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩
酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミ
ネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート
銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラク
トバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニ
ガー発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵生成物、イースト抽出物、ユッカシジゲラ抽出物、Ｌ－カル
ニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
L-カルニチン追加
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　33%以上　　脂質　20%以上　　粗繊維　2.5%以下　　灰分　6.8%以下　　水分　10%以下　マグネシウム
0.09%以上　　タウリン　0.25%以上　　DHA 0.03%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂
肪酸　0.48%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,947kcal/kg

タンパク質　33%以上　　脂質　20%以上　　粗繊維　2.5%以下　　灰分　6.8%以下　　水分　10%以下　マグネシウム
0.09%以上　　タウリン　0.25%以上　　DHA 0.03%以上　　EPA　0.02%以上　　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂
肪酸　0.48%以上　プロバイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,947kcal/kg
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原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、エンドウ豆繊維、乾燥全卵、トマト、キャノラ油（ミックストコフェロール
で酸化防止）、フラックスシード、天然香料（チキン由来）、ココナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、サーモ
ン生肉、ダック生肉、リンゴ、ニンジン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ブラックベ
リー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アル
ファルファスプラウト、アルファルファ、乾燥ケルプ、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、炭酸カルシ
ウム、リン酸、塩化ナトリウム、レシチン、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、ビタミン類（ビタミンＥサプリメン
ト、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、イノシトール、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミ
ン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオ
チン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート
鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸
ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生
成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出
物、Ｌ-カルニチン

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、ポテト、エンドウ豆繊維、乾燥全卵、トマト、キャノーラ油、フラックスシード、
ナチュラルフレーバー（チキン由来）、ココナッツ油、サーモン生肉、ダック生肉、リンゴ、ニンジン、カボチャ、バナ
ナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レン
ズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラウト、アルファルファ、乾燥ケルプ、乾燥
チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナトリウム、レシチン、塩化カリウ
ム、DL-メチオニン、タウリン、ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ
源）、ナイアシン、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビ
ン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレート
マンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィ
ルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成物、乾燥
アスペルギルス・オリザエ発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出物、Ｌ-カルニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロー
ル）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　31%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　3%以下　　灰分　6.5%以下　　リン 0.6%以上　　水分　10%以下
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.24%以上　　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂肪酸　0.48%以上　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,862kcal/kg

タンパク質　31%以上　　脂質　18%以上　　粗繊維　3%以下　　灰分　6.5%以下　　リン 0.6%以上　　水分　10%以下
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.24%以上　　オメガ6脂肪酸　2.4%以上　　オメガ3脂肪酸　0.48%以上　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,862kcal/kg

原
材
料
名

トラウト生肉、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、天然香料（フィッシュ、チキン由来）、キャノラ
油（ミックストコフェロールで酸化防止）、フラックスシード、ココナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、サーモ
ン生肉、へリング生肉、トマト、アルファルファ、リンゴ、ニンジン、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、カボ
チャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ
根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンA
サプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、イノシトール、L-アスコルビン酸-2-ポリリ
ン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉
酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類(タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キ
レート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化第一マンガ
ン、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチン

トラウト生肉、乾燥全卵、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆粉、ナチュラルフレーバー（フィッシュ、チキン由
来）、キャノーラ油、フラックスシード、ココナッツ油、サーモン生肉、へリング生肉、トマト、アルファルファ、リンゴ、
ニンジン、スイートポテト、スクワッシュ（カボチャ類）、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベ
リー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸、塩
化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプ
リメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウ
ム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類(タンパク
質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、
ヨウ素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化第一マンガン、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジ
ン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-カルニチ
ン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　30%以上　　脂質　19%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　6%以下　　水分　10%以下　リン　0.5%以上
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.24%以上　　オメガ6脂肪酸　2.2%以上　　オメガ3脂肪酸　0.4%以上　プロバ
イオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,988kcal/kg

タンパク質　30%以上　　脂質　19%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　6%以下　　水分　10%以下　リン　0.5%以上
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.24%以上　　オメガ6脂肪酸　2.2%以上　　オメガ3脂肪酸　0.4%以上　プロバ
イオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,988kcal/kg

原
材
料
名

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆繊維、乾燥全卵、ポテト、トマト、フラックスシード、リンゴ、キャノラ
油（ミックストコフェロールで酸化防止）、アルファルファ、サーモン生肉、ダック生肉、天然香料（チキン由来）、ココ
ナツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、ニンジン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベ
リー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレープフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテー
ジチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥ケルプ、乾燥チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、レシチン、リ
ン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナトリウム、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、ビタミン類
（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、イノシトール、ビタミンＡサ
プリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンＤ3サ
プリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、硫酸鉄、酸化亜鉛、タ
ンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化第一マンガン、ヨウ素酸カ
ルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカ
ス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵生成
物、ユッカシジゲラ抽出物、イースト抽出物、Ｌ-カルニチン

ターキー生肉、ポテト粉、エンドウ豆、エンドウ豆繊維、乾燥全卵、ポテト、トマト、フラックスシード、リンゴ、キャ
ノーラ油、アルファルファ、サーモン生肉、ダック生肉、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、ココナッツ油、ニンジ
ン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ブラックベリー、パパイヤ、パインアップル、グレー
プフルーツ、レンズ豆、ブロッコリー、ホウレン草、カッテージチーズ、アルファルファスプラウト、乾燥ケルプ、乾燥
チコリ根、マリーゴールド、乾燥ローズマリー、レシチン、リン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸、塩化ナト
リウム、塩化カリウム、DL-メチオニン、タウリン、ビタミン類（ビタミンＥサプリメント、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン
酸塩（ビタミンＣ源）、ナイアシン、ビタミンＡサプリメント、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシ
ン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンＤ3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12サプリメント）、ミネラル類（タ
ンパク質キレート亜鉛、硫酸鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、タンパク質キレート銅、タンパク質キ
レートマンガン、酸化第一マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム）、Ｌ-リジン、乾燥ラクトバチルス・
アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、乾燥アスペルギルス・ニガー発酵生成
物、乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵生成物、ユッカシジゲラ抽出物、イースト抽出物、Ｌ-カルニチン、酸化防
止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　30%以上　　脂質　14%以上　　粗繊維　5.5%以下　　灰分　6.5%以下　　水分　10%以下　リン　0.5%以上
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.28%以上　　オメガ6脂肪酸　2.6%以上　　オメガ3脂肪酸　0.52%以上　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,571kcal/kg

タンパク質　30%以上　　脂質　14%以上　　粗繊維　5.5%以下　　灰分　6.5%以下　　水分　10%以下　リン　0.5%以上
マグネシウム　0.09%以上　　タウリン　0.28%以上　　オメガ6脂肪酸　2.6%以上　　オメガ3脂肪酸　0.52%以上　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,571kcal/kg
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原
材
料
名

ダック生肉、ダックミール、エンドウ豆、タピオカ、レンズ豆、ヒヨコ豆、エンドウ豆粉、キャノーラ油（ミックストコフェ
ロールで酸化防止）、ココナッツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、天然香料、サーモン油、乾燥チコリ根、乾
燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビ
タミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩
（ビタミンC源）、d-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビ
オチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート
銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵
母）、タウリン

ダック生肉、ダックミール、エンドウ豆、タピオカ、レンズ豆、ヒヨコ豆、エンドウ豆粉、キャノーラ油、ココナッツ油、
ナチュラルフレーバー、サーモン油、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩
化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプ
リメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、d-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、
β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質
キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫
酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　24%以上　　脂質　12%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　8.4%以下　　水分　10%以下　　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　　オメガ6脂肪酸　1.80%以上　　オメガ3脂肪酸　0.30%以上
■代謝エネルギー　3,991kcal/kg

タンパク質　24%以上　　脂質　12%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　8.4%以下　　水分　10%以下　　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　　オメガ6脂肪酸　1.80%以上　　オメガ3脂肪酸　0.30%以上
■代謝エネルギー　3,991kcal/kg

原
材
料
名

サーモン生肉、サーモンミール、タピオカ、エンドウ豆、レンズ豆、ヒヨコ豆、エンドウ豆粉、キャノーラ油（ミックスト
コフェロールで酸化防止）、ココナッツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、天然香料（フィッシュ由来）、乾燥チ
コリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、塩化カリウム、ビ
タミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポ
リリン酸塩（ビタミンC源）、d-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシ
ン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパ
ク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガ
ン、セレン酵母）、タウリン

サーモン生肉、サーモンミール、タピオカ、エンドウ豆、レンズ豆、ヒヨコ豆、エンドウ豆粉、キャノーラ油、ココナッ
ツ油、ナチュラルフレーバー（フィッシュ由来）、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸二カル
シウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビ
タミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、d-パントテン酸カルシウム、硝
酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類
（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、
硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、タウリン、酸化防止剤（ミックストコフェ
ロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　24%以上　　脂質　12%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　6.4%以下　　水分　10%以下　　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　　オメガ6脂肪酸　1.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.3%以上
■代謝エネルギー　4,084kcal/kg

タンパク質　24%以上　　脂質　12%以上　　粗繊維　4.5%以下　　灰分　6.4%以下　　水分　10%以下　　カルシウム
1.2%以上　　リン　1%以上　　オメガ6脂肪酸　1.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.9%以上
■代謝エネルギー　4,084kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

ラム生肉(骨抜き)、ラムミール、タピオカ、エンドウ豆、レンズ豆、エンドウ豆粉、ヒヨコ豆、キャノーラ油（ミックストコ
フェロールで酸化防止）、ココナッツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、ラム香味料、サーモン油、乾燥チコリ
根 、乾燥ローズマリー、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、リン酸二カルシウム、ビタミン類(ビタミンAサ
プリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC
源）、d-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビ
タミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化
亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、DL-
メチオニン、L-リジン、タウリン

ラム生肉(骨抜き)、ラムミール、タピオカ、エンドウ豆、レンズ豆、エンドウ豆粉、ヒヨコ豆、キャノーラ油、ココナッツ
油、ナチュラルフレーバー（ラム由来）、サーモン油、乾燥チコリ根 、乾燥ローズマリー、塩化ナトリウム、塩化カリ
ウム、塩化コリン、リン酸二カルシウム、ビタミン類(ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリ
メント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、d-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、
β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質
キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、硫
酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、酸化マンガン、セレン酵母）、DL-メチオニン、L-リジン、タウリン、酸化防止剤
（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 24%以上、脂質 12%以上、粗繊維 4%以下、灰分 8.7%以下、水分 10%以下、カルシウム1.2%以上、リン
0.9%以上、オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.4%以上
■代謝エネルギー：3,953kcal/kg

タンパク質 24%以上、脂質 12%以上、粗繊維 4%以下、灰分 8.7%以下、水分 10%以下、カルシウム1.2%以上、リン
0.9%以上、オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.4%以上
■代謝エネルギー：3,953kcal/kg

原
材
料
名

ダック生肉、ダックミール、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、タピオカ、レンズ豆、ヒヨコ豆、鶏脂肪（ミックスト
コフェロールで酸化防止）、フラックスシード、天然香料（チキン由来）、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、塩化ナト
リウム、塩化コリン、炭酸カルシウム、リン酸、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメ
ント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、d-パント
テン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネ
ラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマ
ンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン

ダック生肉、ダックミール、乾燥全卵、エンドウ豆、エンドウ豆粉、タピオカ、レンズ豆、ヒヨコ豆、鶏脂肪、フラックス
シード、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、塩化ナトリウム、塩化コリン、炭
酸カルシウム、リン酸、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメ
ント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、リ
ボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、ヨウ
素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン、酸化防止剤（ミックストコフェロー
ル）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質　31%以上　　脂質　15%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　7.5%以下　　水分　10%以下　　マグネシウム
0.09%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.50%以上
■代謝エネルギー　4,220kcal/kg

タンパク質　31%以上　　脂質　15%以上　　粗繊維　3.5%以下　　灰分　7.5%以下　　水分　10%以下　　マグネシウム
0.09%以上　　オメガ6脂肪酸　2.5%以上　　オメガ3脂肪酸　0.70%以上
■代謝エネルギー　4,220kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

アラスカ産シロイトダラ生魚（骨抜き）、アラスカ産シロイトダラミール、乾燥鶏卵、エンドウ豆、タピオカ、レンズ豆、
ヒヨコ豆、キャノーラ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、ココナッツ油（ミックストコフェロールで酸化防止）、香
味料（自然由来）、塩化コリン、塩化カリウム、リン酸、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、塩化ナトリウム、ビタミン
類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリ
ン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉
酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キ
レート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、亜
セレン酸ナトリウム）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン

アラスカ産シロイトダラ生魚（骨抜き）、アラスカ産シロイトダラミール、乾燥鶏卵、エンドウ豆、タピオカ、レンズ豆、
ヒヨコ豆、キャノーラ油、ココナッツ油、ナチュラルフレーバー、塩化コリン、塩化カリウム、リン酸、乾燥チコリ根、
乾燥ローズマリー、塩化ナトリウム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメン
ト、ナイアシン、Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、リボフ
ラビン、塩酸ピリドキシン、β-カロテン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート
亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、酸化亜鉛、タンパク質キレートマンガン、硫酸銅、ヨウ素酸カ
ルシウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、亜セレン酸ナトリウム）、タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、酸化防止剤
（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所
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保
証
分
析
値

タンパク質 30%以上、脂質 15%以上、粗繊維 3%以下、灰分 6.5%以下、水分 10%以下、マグネシウム 0.09%以上、
オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.4%以上
■代謝エネルギー：4,232kcal/kg

タンパク質 30%以上、脂質 15%以上、粗繊維 3%以下、灰分 6.5%以下、水分 10%以下、マグネシウム 0.09%以上、
オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸0.5%以上
■代謝エネルギー：4,232kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止), エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ダックミール, ヒヨコ豆, チ
キン香味料, 乾燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, フラックスシード, サーモン油, アルファルファ, ダック生肉 (骨
抜き), サーモン生魚 (骨抜き), スイートポテト, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クランベ
リー, ブロッコリー, ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, 乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチル
ス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵
抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, 塩化コリン, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメ
ント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), d-パントテン酸カルシウ
ム, 硝酸チアミン, β-カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル
類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン,
硫酸銅, 硫酸第一鉄, ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母), 塩化ナトリウム, タウリン, ユッカシジゲラ抽
出物, 乾燥ローズマリー, 緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジ
ンジャー, フェンネル, ターメリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ.

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, チキン脂肪, エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ダックミール, ヒヨコ豆, ナチュラルフレーバー（チキン由来）, 乾
燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, フラックスシード, サーモン油, アルファルファ, ダック生肉 (骨抜き), サーモン
生魚 (骨抜き), スイートポテト, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クランベリー, ブロッコリー,
ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, 乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発
酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチル
ス・サブティリス発酵抽出物, 塩化コリン, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリ
メント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), d-パントテン酸カルシウム, 硝酸チアミン, β-
カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート
亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, 硫酸第一鉄,
ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母), 塩化ナトリウム, タウリン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾燥ローズマ
リー, 緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジンジャー, フェンネ
ル, ターメリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ,酸化防止剤（ミックストコ
フェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質36.0%以上　　脂質18.0%以上　　粗繊維3.0%以下　　灰分10.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.8%
以上　　リン1.3%以上　　オメガ6脂肪酸2.4%以上　　オメガ3脂肪酸0.48%以上
■代謝エネルギー　4,100kcal/kg

タンパク質36.0%以上　　脂質18.0%以上　　粗繊維3.0%以下　　灰分10.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.8%
以上　　リン1.3%以上　　オメガ6脂肪酸2.8%以上　　オメガ3脂肪酸0.5%以上　　プロバイオティクス
90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　4,100kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ヒヨコ豆, チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止), ダックミール, チ
キン香味料, 乾燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, サーモン油, アルファルファ, ダック生肉 (骨抜き), サーモン生
魚 (骨抜き), スイートポテト, フラックスシード, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クランベ
リー, ブロッコリー, ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, 乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチル
ス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵
抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, 塩化コリン, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメ
ント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), d-パントテン酸カルシウ
ム, 硝酸チアミン, β-カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル
類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン,
硫酸銅, 硫酸第一鉄, ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母), 塩化ナトリウム, タウリン, ユッカシジゲラ抽
出物, 乾燥ローズマリー, 緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジ
ンジャー, フェンネル, ターメリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ.

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ヒヨコ豆, チキン脂肪, ダックミール, ナチュラルフレーバー（チキン由来）, 乾
燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, サーモン油, アルファルファ, ダック生肉 (骨抜き), サーモン生魚 (骨抜き), ス
イートポテト, フラックスシード, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クランベリー, ブロッコリー,
ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, 乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発
酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチル
ス・サブティリス発酵抽出物, 塩化コリン, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリ
メント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), d-パントテン酸カルシウム, 硝酸チアミン, β-
カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート
亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, 硫酸第一鉄,
ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母), 塩化ナトリウム, タウリン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾燥ローズマ
リー, 緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジンジャー, フェンネ
ル, ターメリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ,酸化防止剤（ミックストコ
フェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質34.0%以上　　脂質16.0%以上　　粗繊維3.0%以下　　灰分10.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム2.0%
以上　　リン1.2%以上　　オメガ6脂肪酸2.2%以上　　オメガ3脂肪酸0.45%以上
■代謝エネルギー　3,951kcal/kg

タンパク質34.0%以上　　脂質16.0%以上　　粗繊維3.0%以下　　灰分10.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム2.0%
以上　　リン1.2%以上　　オメガ6脂肪酸2.7%以上　　オメガ3脂肪酸0.4%以上　　プロバイオティクス
90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,951kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ヒヨコ豆, エンドウ豆繊維, チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止),
ダックミール, チキン香味料, 乾燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, フラックスシード, サーモン油, アルファルファ,
ダック生肉 (骨抜き), サーモン生魚 (骨抜き), スイートポテト, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベ
リー, クランベリー, ブロッコリー, ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, グルコサミン塩酸塩,
乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥
アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, L-カルニチン, 塩化コリン, ビタミ
ン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリ
ン酸塩(ビタミンＣ源), d-パントテン酸カルシウム, 硝酸チアミン, β-カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸,
ビオチン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート
銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, 硫酸第一鉄, ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母),
塩化ナトリウム, タウリン, 緑イ貝 (ニュージーランド産), ユッカシジゲラ抽出物, コンドロイチン硫酸塩, 乾燥ローズ
マリー, 緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジンジャー, フェンネ
ル, ターメリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ.

チキンミール, ターキーミール, サーモンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), マス生魚 (骨抜き),
ポテト, エンドウ豆, タピオカ, レンズ豆, ヒヨコ豆, エンドウ豆繊維, チキン脂肪, ダックミール, ナチュラルフレーバー
（チキン由来）, 乾燥鶏卵, リンゴ, 大西洋ニシンミール, フラックスシード, サーモン油, アルファルファ, ダック生肉
(骨抜き), サーモン生魚 (骨抜き), スイートポテト, 塩化カリウム, カボチャ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クラン
ベリー, ブロッコリー, ブラックベリー, スクワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, グルコサミン塩酸塩, 乾燥チコリ
根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペル
ギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, L-カルニチン, 塩化コリン, ビタミン類 (ビタ
ミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビ
タミンＣ源), d-パントテン酸カルシウム, 硝酸チアミン, β-カロテン, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, 葉酸, ビオチン,
ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化
亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, 硫酸第一鉄, ヨウ素酸カルシウム, 酸化マンガン, セレン酵母), 塩化ナ
トリウム, タウリン, 緑イ貝 (ニュージーランド産), ユッカシジゲラ抽出物, コンドロイチン硫酸塩, 乾燥ローズマリー,
緑茶抽出物, ペパーミント, パセリ, ローズヒップ, ガジュツ, ダンデライオン, カモミール, ジンジャー, フェンネル, ター
メリック, ジュニパーベリー, リコリス, マリーゴールド抽出物, カルダモン, クローブ,酸化防止剤（ミックストコフェロー
ル）

■原材料表記変更
赤字箇所
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保
証
分
析
値

タンパク質32.0%以上　　脂質14.0%以上　　粗繊維4.5%以下　　灰分10.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.5%
以上　　リン1.2%以上　　オメガ6脂肪酸1.8%以上　　オメガ3脂肪酸0.33%以上
■代謝エネルギー　3,756kcal/kg

タンパク質32.0%以上　　脂質14.0%以上　　粗繊維4.5%以下　　灰分10.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.5%
以上　　リン1.2%以上　　オメガ6脂肪酸2.2%以上　　オメガ3脂肪酸0.4%以上　　プロバイオティクス
90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　3,756kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

チキンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), ダックミール, ターキーミール, サーモンミール, マス生
魚 (骨抜き), チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止), フィッシュ香味料, エンドウ豆, ポテト, 乾燥鶏卵, 片栗
粉, タピオカ, サーモン生魚 (骨抜き), ダック生肉 (骨抜き), サーモン油, カボチャ, リンゴ, ニンジン, バナナ, ブルー
ベリー, クランベリー, レンズ豆, ブロッコリー, カッテージチーズ, アルファルファ, スイートポテト, ブラックベリー, スク
ワッシュ (カボチャ類), パパイヤ, ザクロ, リン酸, 塩化ナトリウム, 塩化カリウム, DL-メチオニン, タウリン, 塩化コリ
ン, 乾燥チコリ根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物,
乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, ビタミン類 (ビタミンAサプリメ
ント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), 硝
酸チアミン, d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サ
プリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク
質キレートマンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナトリウム), ユッカシジ
ゲラ抽出物, 乾燥ローズマリー.

チキンミール, チキン生肉 (骨抜き), ターキー生肉 (骨抜き), ダックミール, ターキーミール, サーモンミール, マス生
魚 (骨抜き), チキン脂肪, ナチュラルフレーバー（フィッシュ由来）, エンドウ豆, ポテト, 乾燥鶏卵, 片栗粉, タピオカ,
サーモン生魚 (骨抜き), ダック生肉 (骨抜き), サーモン油, カボチャ, リンゴ, ニンジン, バナナ, ブルーベリー, クラン
ベリー, レンズ豆, ブロッコリー, カッテージチーズ, アルファルファ, スイートポテト, ブラックベリー, スクワッシュ (カ
ボチャ類), パパイヤ, ザクロ, リン酸, 塩化ナトリウム, 塩化カリウム, DL-メチオニン, タウリン, 塩化コリン, 乾燥チコ
リ根, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, 乾燥アスペ
ルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミ
ンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), 硝酸チアミ
ン, d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメン
ト), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キ
レートマンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナトリウム), ユッカシジゲラ
抽出物, 乾燥ローズマリー、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質46.0%以上　　脂質18.0%以上　　粗繊維1.5%以下　　灰分9.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.3%
以上　　リン1.1%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸3.1%以上　　オメガ3脂肪酸0.3%以上
■代謝エネルギー　4,298kcal/kg

タンパク質46.0%以上　　脂質18.0%以上　　粗繊維1.5%以下　　灰分9.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.3%
以上　　リン1.1%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸2.9%以上　　オメガ3脂肪酸0.3%以上　　　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　4,298kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸

原
材
料
名

ラム生肉 (骨抜き), サーモン生魚 (骨抜き), サーモンミール, 大西洋ニシンミール, レンズ豆, エンドウ豆, ポテト, 乾
燥鶏卵, ワイルドボア生肉（骨抜き）, チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止), タピオカ, ラムミール, 香味料
(自然由来), サーモン油, 乾燥チコリ根, クランベリー, リンゴ, ニンジン, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生
成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, リン酸, 塩化カリウム, 塩化コリン, 塩化ナトリウム, ビタミン類
(ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸
塩(ビタミンＣ源), 硝酸チアミン, d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオ
チン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅,
酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナト
リウム), 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, タウリン, DL-メチオ
ニン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾燥ローズマリー.

ラム生肉 (骨抜き), サーモン生魚 (骨抜き), サーモンミール, 大西洋ニシンミール, レンズ豆, エンドウ豆, ポテト, 乾
燥鶏卵, ワイルドボア生肉（骨抜き）, チキン脂肪, タピオカ, ラムミール, ナチュラルフレーバー, サーモン油, 乾燥チ
コリ根, クランベリー, リンゴ, ニンジン, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェ
シウム発酵生成物, リン酸, 塩化カリウム, 塩化コリン, 塩化ナトリウム, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミン
D3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), 硝酸チアミン,
d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント),
ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレート
マンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナトリウム), 乾燥アスペルギルス・
オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, タウリン, DL-メチオニン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾
燥ローズマリー、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質42.0%以上　　脂質15.0%以上　　粗繊維2.5%以下　　灰分9.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.0%
以上　　リン1.0%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸2.0%以上　　オメガ3脂肪酸0.5%以上
■代謝エネルギー　4,147kcal/kg

タンパク質42.0%以上　　脂質15.0%以上　　粗繊維2.5%以下　　灰分9.0%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.0%
以上　　リン1.0%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸2.4%以上　　オメガ3脂肪酸0.6%以上　　　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　4,147kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

サーモン生魚 (骨抜き), タラ生魚（骨抜き）, サーモンミール, 大西洋ニシンミール, エンドウ豆, レンズ豆, 乾燥鶏卵,
ポテト, チキン脂肪 (ミックストコフェロールで酸化防止), 香味料 (自然由来), マス生魚 (骨抜き), タピオカ, サーモン
油, 乾燥チコリ根, クランベリー, リンゴ, ニンジン, リン酸二カルシウム, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生
成物, 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物, リン酸, 塩化コリン, 塩化カリウム, 塩化ナトリウム, ビタミン類
(ビタミンAサプリメント, ビタミンD3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸
塩(ビタミンＣ源), 硝酸チアミン, d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオ
チン, ビタミンB12サプリメント), ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅,
酸化亜鉛, タンパク質キレートマンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナト
リウム), 乾燥アスペルギルス・オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, DL-メチオニン, タウ
リン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾燥ローズマリー.

サーモン生魚 (骨抜き), タラ生魚（骨抜き）, サーモンミール, 大西洋ニシンミール, エンドウ豆, レンズ豆, 乾燥鶏卵,
ポテト, チキン脂肪,ナチュラルフレーバー, マス生魚 (骨抜き), タピオカ, サーモン油, 乾燥チコリ根, クランベリー,
リンゴ, ニンジン, リン酸二カルシウム, 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物, 乾燥エンテロコッカス・フェ
シウム発酵生成物, リン酸, 塩化コリン, 塩化カリウム, 塩化ナトリウム, ビタミン類 (ビタミンAサプリメント, ビタミン
D3サプリメント, ビタミンEサプリメント, ナイアシン, Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンＣ源), 硝酸チアミン,
d-パントテン酸カルシウム, リボフラビン, 塩酸ピリドキシン, β-カロテン, 葉酸, ビオチン, ビタミンB12サプリメント),
ミネラル類 (タンパク質キレート亜鉛, タンパク質キレート鉄, タンパク質キレート銅, 酸化亜鉛, タンパク質キレート
マンガン, 硫酸銅, ヨウ素酸カルシウム, 硫酸第一鉄, 酸化マンガン, 亜セレン酸ナトリウム), 乾燥アスペルギルス・
オリザエ発酵抽出物, 乾燥バチルス・サブティリス発酵抽出物, DL-メチオニン, タウリン, ユッカシジゲラ抽出物, 乾
燥ローズマリー、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質42.0%以上　　脂質16.0%以上　　粗繊維2.5%以下　　灰分8.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.0%
以上　　リン1.0%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸2.0%以上　　オメガ3脂肪酸0.6%以上
■代謝エネルギー　4,239kcal/kg

タンパク質42.0%以上　　脂質16.0%以上　　粗繊維2.5%以下　　灰分8.5%以下　　水分10.0%以下　　カルシウム1.0%
以上　　リン1.0%以上　　マグネシウム0.09％以上　　オメガ6脂肪酸2.0%以上　　オメガ3脂肪酸0.9%以上　　　プロ
バイオティクス　90,000,000CFU/lb以上（アシドフィルス菌・フェシウム菌）
■代謝エネルギー　4,239kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ３脂肪酸

原
材
料
名

チキン（オーガニック）、乾燥チキン（オーガニック）、エンドウ豆（オーガニック）、レンズ豆、鶏脂肪（ミックストコフェ
ロールで酸化防止）、乾燥クリル粉（ＭＳＣ認証）、フラックスシード（オーガニック）、ブルーベリー、クランベリー、乾
燥ローズマリー、卵殻粉、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、イノシ
トール、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、
リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、
タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タ
ウリン

チキン（オーガニック）、乾燥チキン（オーガニック）、エンドウ豆（オーガニック）、レンズ豆、鶏脂肪、乾燥クリル粉
（ＭＳＣ認証）、フラックスシード（オーガニック）、ブルーベリー、クランベリー、乾燥ローズマリー、卵殻粉、ビタミン
類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリ
ン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチ
ン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、
タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 30%以上　脂質 15%以上　粗繊維 5%以下　灰分 8.5％以下　水分 10%以下　カルシウム 1.1%以上　リン
0.8%以上　オメガ6脂肪酸 2%以上　オメガ3脂肪酸 0.4%以上
■代謝エネルギー　3,628kcal/kg

タンパク質 30%以上　脂質 15%以上　粗繊維 5%以下　灰分 8.5％以下　水分 10%以下　カルシウム 1.1%以上　リン
0.8%以上　オメガ6脂肪酸 1.6%以上　オメガ3脂肪酸 0.6%以上
■代謝エネルギー　3,628kcal/kg
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原
材
料
名

タラ（ＭＳＣ認証）、乾燥タラ（ＭＳＣ認証）、エンドウ豆、ヒヨコ豆、レンズ豆、ヒマワリ油（オーガニック/ミックストコ
フェロールで酸化防止）、乾燥クリル粉（ＭＳＣ認証）、フラックスシード（オーガニック）、ケール、ニンジン、乾燥
ローズマリー、卵殻粉、塩化コリン、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメン
ト、イノシトール、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸
チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キ
レート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレ
ン酵母）、タウリン

タラ（ＭＳＣ認証）、乾燥タラ（ＭＳＣ認証）、エンドウ豆、ヒヨコ豆、レンズ豆、ヒマワリ油（オーガニック）、乾燥クリル
粉（ＭＳＣ認証）、フラックスシード（オーガニック）、ケール、ニンジン、乾燥ローズマリー、卵殻粉、塩化コリン、ビタ
ミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポ
リリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオ
チン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート
銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、酸化防止剤（ミックストコフェロー
ル）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 30%以上　脂質 15%以上　粗繊維 4.5%以下　灰分 8.8％以下　水分 10%以下　カルシウム 1.4%以上　リ
ン 0.9%以上　オメガ6脂肪酸 3.2%以上　オメガ3脂肪酸 0.7%以上
■代謝カロリー　3,574kcal/kg

タンパク質 30%以上　脂質 15%以上　粗繊維 4.5%以下　灰分 8.8％以下　水分 10%以下　カルシウム 1.4%以上　リ
ン 0.9%以上　オメガ6脂肪酸 1.3%以上　オメガ3脂肪酸 1.0%以上
■代謝カロリー　3,574kcal/kg

原
材
料
名

エンドウ豆（オーガニック）、大麦（オーガニック）、オート麦（オーガニック）、レンズ豆、ヒマワリ油（オーガニック/
ミックストコフェロールで酸化防止）、ポテト、キヌア、フラックスシード（オーガニック）、培養酵母、天然香料（野菜
由来）、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、塩化コリン、食塩、リン酸二カ
ルシウム、塩化カリウム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD2サプリメント、ビタミンEサプリメント、イノシ
トール、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、
リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、
タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タ
ウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン、L-リジン

エンドウ豆（オーガニック）、大麦（オーガニック）、オート麦（オーガニック）、レンズ豆、ヒマワリ油（オーガニック）、
ポテト、キヌア、フラックスシード（オーガニック）、培養酵母、ナチュラルフレーバー（野菜由来）、ブルーベリー、ク
ランベリー、ニンジン、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、塩化コリン、食塩、リン酸二カルシウム、塩化カリウ
ム、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD2サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン
酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、ｄ-パントテン酸カルシウム、硝酸チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉
酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質
キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニ
チン、L-リジン、酸化防止剤（ミックストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 22%以上　脂質 11%以上　粗繊維 4%以下　灰分 5.8％以下　水分 10%以下　カルシウム 0.5%以上　リン
0.4%以上　オメガ6脂肪酸 2.5%以上　オメガ3脂肪酸 0.5%以上
■代謝カロリー　3,502kcal/kg

タンパク質 22%以上　脂質 11%以上　粗繊維 4%以下　灰分 5.8％以下　水分 10%以下　カルシウム 0.5%以上　リン
0.4%以上　オメガ6脂肪酸 1.1%以上　オメガ3脂肪酸 0.5%以上
■代謝カロリー　3,502kcal/kg

原
材
料
名

チキン（オーガニック）、乾燥チキン（オーガニック）、エンドウ豆（オーガニック）、レンズ豆、鶏脂肪（ミックストコフェ
ロールで酸化防止）、フラックスシード（オーガニック）、天然香料（チキン由来）、ブルーベリー、クランベリー、乾燥
ローズマリー、卵殻粉、ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシ
ン、イノシトール、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、リ
ボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タ
ンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、DL-
メチオニン、タウリン

チキン（オーガニック）、乾燥チキン（オーガニック）、エンドウ豆（オーガニック）、レンズ豆、鶏脂肪、フラックスシー
ド（オーガニック）、ナチュラルフレーバー（チキン由来）、ブルーベリー、クランベリー、乾燥ローズマリー、卵殻粉、
ビタミン類（ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-
ポリリン酸塩（ビタミンC源）、硝酸チアミン、ｄ-パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビ
オチン、ビタミンB12サプリメント）、ミネラル類（タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレー
ト銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母）、DL-メチオニン、タウリン、酸化防止剤（ミッ
クストコフェロール）

■原材料変更
イノシトール削除

■原材料表記変更
赤字箇所

保
証
分
析
値

タンパク質 30%以上、脂質 16%以上、粗繊維 4.5%以下、灰分 9.0%以下、水分 10%以下、リン 0.7%以上、
マグネシウム 0.09%以上、タウリン 0.21%以上、オメガ6脂肪酸 2%以上、オメガ3脂肪酸 0.4%以上
■代謝エネルギー　3,664kcal/kg

タンパク質 30%以上、脂質 16%以上、粗繊維 4.5%以下、灰分 9.0%以下、水分 10%以下、リン 0.7%以上、
マグネシウム 0.09%以上、タウリン 0.21%以上、オメガ6脂肪酸 1.7%以上、オメガ3脂肪酸 0.5%以上
■代謝エネルギー　3,664kcal/kg

■保証分析値変更
オメガ６脂肪酸
オメガ３脂肪酸

Gather ™
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