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NEW: multifunction



INTEGRA®PROTECT Multifunction

INTEGRA®PROTECT Multifunction

INTEGRA®PROTECT Multifunction

NEW:multifunction
　はこのようなケースを

ターゲットにしています。このシリーズは同時に2つの
病気に対処することができるイヌのための食事を提供し
ています。このシリーズのフードは両方の病気に同時に
対処できるよう、特定の栄養要素を考慮し、これまでの
療法食のレシピを改善して作られています。

個々の臓器の病気は獣医によって診断され、獣医はその
後、適応する処置を開始します。
薬での治療に加え、多くの病気の治療に適切な食事療法
は不可欠です。早期治療がなされるようにはなりました
が、今日ではイヌの寿命は長くなっていますので、病気
のイヌの数は増えています。また同じイヌが複数の病気
を同時に患うケースがここ数年で増えてきました。
このような場合、両方の病気に同時に対処できる食事を
与える必要があります。

高い受容性はこのシリーズでも失われていません。多く
の病気は残念なことに食欲不振と同時に起こります。
                                       　　はおいしい食事のまま
です。病気に苦しんでいる間、イヌの生活の質は維持で
きれば良いというのではなく、むしろ改善させてあげる
べきです。

                                           は食の選択肢を増やす
ためウェットフードとドライフードを提供しています。
個々のイヌのニーズと好みを考慮し、バラエティ豊富な
商品を新しく開発しました。

個々の臓器の病気は獣医によって診断され、獣医はその
後、適応する処置を開始します。
薬での治療に加え、多くの病気の治療には適切な食事療
法が不可欠です。早期治療がなされるようにはなりました
が今日ではイヌの寿命は長くなっていますので、病気のイ
ヌの数は増えています。また同じイヌが複数の病気を同時
に患うケースがここ数年増えてきました。
このような場合、両方の病気に同時に対処できる食事を与
える必要があります。

INTEGRA®PROTECT Multifunctionはこのようなケースを
ターゲットにしています。このシリーズは同時に2つの病気
に対処することが出来るイヌのための食事を提供してい
ます。このシリーズのフードは両方の病気に同時に対処で
きるよう、特定の栄養要素を考慮し、これまでの療法食の
レシピを改善して作られています。

高い受容性はこのシリーズでも失われていません。多くの
病気は残念なことに食欲不振と同時に起こります。
INTEGRA®PROTECT Multifunctionはおいしい食事のまま
です。病気に苦しんでいる間、イヌの生活の質は維持でき
れば良いというのではなく、むしろ改善させてあげるべき
です。イヌの好みは複雑ですので、INTEGRA®PROTECT 
Multifunctionは食の選択肢を増やすためウェットフード
とドライフードを提供しています。個々のイヌのニーズと好
みを考慮し、バラエティ豊かな商品を新しく開発しました。

INTEGRA®PROTECT Multifunction

は食の選択肢を増やすためウェットフードとドライフード
を提供しています。
個々のイヌのニーズと好みを考慮し、バラエティ豊かな商
品を新しく開発しました。

INTEGRA®PROTECT Multifunctionはこのようなケースを
ターゲットにしています。このシリーズは同時に2つの病気
に対処することが出来るイヌのための食事を提供してい
ます。このシリーズのフードは両方の病気に同時に対処で
きるよう、特定の栄養要素を考慮し、これまでの療法食の
レシピを改善して作られています。

高い受容性はこのシリーズでも失われていません。多くの
病気は残念なことに食欲不振と同時に起こります。
INTEGRA®PROTECT Multifunctionはおいしい食事のまま
です。病気に苦しんでいる間、イヌの生活の質は維持でき
れば良いというのではなく、むしろ改善させてあげるべき
です。
INTEGRA®PROTECT Multifunctionは食の選択肢を増やす
ためウェットフードとドライフードを提供しています。
個々のイヌのニーズと好みを考慮し、バラエティ豊かな商
品を新しく開発しました。

INTEGRA®PROTECT Multifunction

はこのようなケースをINTEGRA®PROTECT Multifunction
ターゲットにしています。このシリーズは同時に2つの病気
に対処することが出来るイヌのための食事を提供してい
ます。このシリーズのフードは両方の病気に同時に対処で
きるよう、特定の栄養要素を考慮し、これまでの療法食の
レシピを改善して作られています。

INTEGRA®PROTECT Multifunctionはおいしい食事のまま
です。病気に苦しんでいる間、イヌの生活の質は維持でき
れば良いというのではなく、むしろ改善させてあげるべき
です。



INTEGRA ® PROTECT Gelenke （関節ケア）は、変形

性関節症のイヌのために特別に開発された療法食です。
オメガ3脂肪酸とDHAは関節の炎症を緩和します。この
フードは、同時にストルバイトとシュウ酸カルシウム結
石の形成を防ぎます。

　関節ケア
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２つの問題を...

１つで解決！

INTEGRA®PROTECT Gelenke(関節ケア)は変形性関節症
のイヌのために特別に開発された療法食です。
オメガ3脂肪酸とDHAは関節の炎症を緩和します。このフ
ードは、同時にストルバイトとシュウ酸カルシウム結石の形
成を防ぎます。



愛犬には、もはやあなたを迎えるために幸せそうに飛び
ついてくることのできない理由があるかもしれません：
変形性関節症。これは、痛みを伴って動きを制限する慢
性の変性骨疾患です。残念ながら、この病気を治す方法
はありません。しかし、複数の治療法を併用することで
痛みを和らげることはできます。

変形性関節症の症状は、しばしば年齢に
起因します

• 階段を登るときに問題がある

• 車に乗ったり降りたりするのが難しい

• 寝ている時間が増えた

• ゆっくりと起きる

• 休んだ後の歩行がぎこちない

• 骨盤付近を舐めたり噛む

• 遊ぼうとしない

• 跛行

このような場合、獣医による診察を受けるべきです。
早期に治療されるほど、愛犬の生活はより快適になり
ます。

・階段を登るときに問題がある。
・車に乗ったり降りたりするのが難しい
・寝ている時間が増えた
・ゆっくりと起きる
・休んだ後の歩行がぎこちない

愛犬には、もはやあなたを迎えるため、幸せに飛びつい
てくることができない理由があるのかもしれません：
変形性関節症。これは痛みを伴い動きを制限する慢性の
変性骨疾患です。残念ながら、この病気を治す方法はあ
りません。しかし、複数の治療法を併用することで痛み
を和らげることはできます。

変形性関節症は年齢にも起因し以下の症状が現れます：

・骨盤付近を舐めたり、噛む
・遊ぼうとしない
・跛行(足をひきずって歩く)

上記のような症状がみられる場合、獣医による診察を受
けるべきです。早期に治療されるほど、愛犬の生活はよ
り快適になります。



関節の疾患は、軟骨が、再生されるより速く摩耗した場
合に起こります。ジャンプとダッシュは、関節に多くの

負担をかけます。関節の内部では、軟骨は骨の末端を保
護しています。これは緩衝器のように働き、骨のクッ
ションの役目をしています。軟骨組織は常に変化してい
ます。関節炎とは、軟骨の再生と摩耗との間の不均衡を
意味し、摩耗が優勢の状態です。軟骨が摩耗または破壊
されると、罹患した関節は炎症を起こし、腫れ痛みを引

き起こします。残念ながら、関節の劣化は治癒できませ
んし、元に戻すことはできません。

関節の障害や変形性関節症にはさまざまな原因が
あります。イヌの形質は非常に重要です:

• 年齢:年齢による軟骨の変化

• 犬種:大型犬種はより影響を受けやすい（ロトワイ
ラー、ドーベルマンなど）

• 肥満:関節の負担が大きい

• 事故

• 感染症

関節の保護は、疾患の初期段階では適切ですが、永続的
なものではありません。運動のみが、軟骨に供給される
重要な滑液を形成させることができます。滑液がなけれ
ば、残りの正常な軟骨が再生されず、軟骨損傷が悪化

し、炎症が増加します。痛みの増加により、ますます運
動量が減り、その結果、さらなる軟骨の劣化をもたらす
悪循環に陥ります。

・年齢：年齢による軟骨の変化
・犬種：大型犬種はより影響を受けやすい。
　(ロトワイラー、ドーベルマンなど)
・肥満：関節の負担が大きい。
・事故

関節の疾患は、軟骨が再生されるより速く摩耗した場合に
起こります。ジャンプとダッシュは関節に多くの負担をか
けます。関節の内部では、軟骨は骨の末端を保護し、これ
は緩衝器のように働き、骨のクッションの役目をしていま
す。関節炎とは、軟骨の再生と摩耗との間の不均衡を意味
し、摩耗が優勢の状態です。軟骨が摩耗または破壊される
と、罹患した関節は炎症を起こし、腫れ痛みを引き起こし
ます。残念ながら、関節の劣化は治癒できず、元に戻すこ
とはできません。

関節の障害や変形性関節症の様々な原因：

・感染症

関節の保護は、疾患の初期段階では適切ですが、永続的
なものではありません。運動のみが、軟骨に供給される
重要な滑液を形成させることができます。滑液がなけれ
ば、残りの正常な軟骨が再生されず、軟骨損傷が悪化し
炎症が増加します。痛みの増加により、ますます運動量
が減り、その結果、さらなる軟骨の劣化をもたらす悪循
環に陥ります。



そのため、炎症が緩和され、痛みがなくなることが重要で
す。犬用に承認された鎮痛薬に加え、有効な療法食は、痛
みを軽減し、まだ健康な軟骨を温存できるかもしれませ

ん。INTEGRA ® PROTECT Gelenke（関節ケア）に

は、特に多量のオメガ3脂肪酸、特にEPA（エイコサペ
ンタエン酸）が含まれています。これらの多価不飽和脂
肪酸は、活性炎症を抑制し、痛みを抑えます。

イヌが変形性関節症だけでなく、ストルバイトまたは
シュウ酸カルシウム結石で苦しんでいる場合、適切な食
事は見つけにくいものでした。INTEGRA ® PROTECT
Gelenke（関節ケア）ドライフードは、適切な解決策を

提供します。マグネシウムとリンを適切に供給するだけ
ではなく、バランスの取れたミネラル含有量により、理
想的なpH値6,5～6,8の尿が得られます。これらのpH値
は、ストルバイトまたはシュウ酸カルシウム結石の形成
を防止します。

変形性関節症と同時に食物アレルギーの症状がある場合
は、適切なフードを見つけることが困難でした。食物ア
レルギーの治療は、通常、誘発する動物および植物タン
パク質を避けることです。INTEGRA ®  PROTECT Gelenke 
（関節ケア）ウエットフードは、適切な解決策を提供し
ます。すべての種類はグレインフリーです。このフード
はバランス良く栄養を供給し、高い受容性のおかげで、
イヌの生涯にわたる栄養補給に適しています。

INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)には特に多量の
オメガ3脂肪酸、特にEPA(エイコサペンタエン酸)が含まれ
ています。これらの多価不飽和脂肪酸は活性炎症を抑制し
傷みを抑えます。

そのため、炎症が緩和され痛みがなくなることが重要
です。犬用に承認された鎮痛薬に加え、有効な療法食
は痛みを軽減し、まだ健康な軟骨を温存できるかもし
れません。

イヌが変形性関節症だけでなく、ストルバイトまたは
シュウ酸カルシウム結石で苦しんでいる場合、適切な
食事は見つけにくいものでした。
INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)ドライフードは
適切な解決策を提供します。
マグネシウムとリンを適切に供給するだけではなく、バラン
スの取れたミネラル含有量により理想的なpH値6,5～6,8
の尿が得られます。これらのpH値はストルバイトまたはシ
ュウ酸カルシウム結石の形成を防止します。

変形性関節症と同時に食物アレルギーの症状がある場
合、適切なフードを見つけることが困難でした。食物
アレルギーの治療は通常、誘発する動物および植物タ
ンパク質を避けることです。
INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)ウェットフード
は適切な解決策を提供します。
すべての種類がグレインフリーです。このフードはバランス
良く栄養を供給し、高い受容性のおかげでイヌの生涯にわ
たる栄養補給に適します。

・関節ケア ウェットフード

・関節ケア ドライフード



Dry food in 700 g, bags

Wet food in dishes of 150 g 



鶏
肉類（牛、鶏、七面鳥）、魚、
油脂類、ミネラル

サーモン
肉類（牛、鳥）、魚（サーモン）、
油脂類、ミネラル

推奨給餌量:

体重 1日あたり

4 kg 300 g

6 kg 450 g

9 kg 600 g



Recommended length of time for use: Initially up to 3 
months. It is recommended that a veterinarian’s opinion be 
sought before use or before extending the period of time. 

Protein % 10 50,0
Fat content % 6 30,0
Crude fiber % 0,8 4,0
Crude ash % 2 10,0
NfE % 1,2 6,0
Moisture % 80
Dry matter % 20
Metabolizable energyMJ 0,39 2,0
Metabolizable energykcal 93 465
Calcium % 0,27 1,35
Phosphorous % 0,21 1,05
Magnesium mg 19 95
Sodium % 0,20 1,00
Potassium % 0,20 1,00
Chloride % 0,19 0,95
Sulfur % 0,11 0,55

オメガ3脂肪酸 % 0,80 4,00
EPA % 0,25 1,25
銅 mg 0,30 1,50
マンガン mg 0,35 1,75
亜鉛 mg 4,6 23,00

Vitamin A IU 3000 15000
Vitamin D3 IU 20 100
Vitamin E total mg 10 50,00
Linilic acid g 0,8 4,00
Ca:P 1,29:1
urine pH 6,77

4 kg 150 g 45 g

6 kg 150g 75 g

9 kg 300 g 75 g

per 100 g OM per 100 g DM

体重 1日あたり
(ウェットフード)

分析値: OM=素材そのままの状態
DM=素材を乾燥させた状態

推奨給餌量:
ウェットフードとドライフードを組み合わせた場合。

推奨使用期間: 

タンパク質
脂肪
粗繊維
粗灰分
窒素除外抽出物
水分
乾物
代謝可能エネルギー

代謝可能エネルギー

カルシウム
リン
マグネシウム
ナトリウム
カリウム
塩化物
硫黄

ビタミンA
ビタミンD3
ビタミンE
リノール酸
カルシウム:リン比率
尿pH

g
mg
IU
IU

%
%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%

mg

%

MJ
kcal

1日あたり
(ドライフード)

初回3カ月以内。使用開始前および使
用期間を延長する場合には獣医師の
アドバイスを受けることをおすすめし
ます。



関節ケアドライフード
コーン、鳥肉粉（低灰分）、ライス、コーングルテン、サーモンオイル、
鳥タンパクハイドロール、リグノセルロース、鳥レバー、ビートパルプ、
炭酸カルシウム, 緑イガイ,フラクトオリゴ糖、炭酸カリウム,
塩化ナトリウム, 甲殻類由来加水分解物、MSM※

※MSM＝メチルサルフォニルメタン：関節のケアに役立つ有機硫黄化合物

Available in 700 g



体重 1日あたり

2 - 5 kg 50 - 100 g

10 - 15 kg 165 - 220 g

20 - 25 kg 275 - 325 g

30 - 40 kg 375 - 465 g

50 - 60 kg 550 - 630 g

26 28,3
12 13,0
3 3,3

4,5 4,9
46,5 50,5

8
92

1,57 1,7
374 407
0,80 0,87
0,55 0,60
94 102

0,25 0,27
0,60 0,65
0,25 0,27
0,44 0,48
3,10 3,37
0,27 0,29
1,00 1,09
1,00 1,09
7,00 7,61
1200 1304
120 130
250 271

0,00
1,45:1
6,56

オメガ3脂肪酸 %
EPA %
銅 mg
マンガン mg
亜鉛 mg

per 100 g OM per 100 g DM

分析値: OM=素材そのままの状態
DM=素材を乾燥させた状態

推奨給餌量:

タンパク質
脂肪
粗繊維
粗灰分
窒素除外抽出物
水分
乾物
代謝可能エネルギー

代謝可能エネルギー

カルシウム
リン
マグネシウム
ナトリウム
カリウム
塩化物
硫黄

ビタミンA
ビタミンD3
ビタミンE
リノール酸
カルシウム:リン比率
尿pH

g
mg
IU
IU

%
%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%

mg

%

MJ
kcal

推奨使用期間: 初回3カ月以内。使用開始前および使
用期間を延長する場合には獣医師の
アドバイスを受けることをおすすめし
ます。


