
■リニューアル商品 変更一覧■ 
【DOG】 

82618 ﾗｲﾄﾗﾝﾁ 七面鳥･ﾁｰｽﾞ 82318 七面鳥･ﾁｰｽﾞ 

≪原材料≫七面鳥、チーズ、小麦、炭酸カル

シウム、塩化ナトリウム 

≪原材料≫七面鳥、チーズ、炭酸カルシウ

ム、塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 10 %、脂

肪 4 %、粗繊維 0.5 %、粗灰分 2.5 %、水

分 83 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 10.5%, 

脂肪 4.5%, 粗繊維 0.4%, 粗灰分 2%, 水 

分 81% 

≪カロリー≫74kcal ≪カロリー≫84kcal 

 

82619 ﾗｲﾄﾗﾝﾁ 七面鳥･ﾊﾑ 82319 七面鳥･ﾊﾑ 

≪原材料≫七面鳥、ハム、小麦、炭酸カルシ

ウム、塩化ナトリウム 

≪原材料≫七面鳥、ハム、炭酸カルシウム、

塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 10 %、脂

肪 4 %、粗繊維 0.5 %、粗灰分 2.5 %、水

分 83 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 10.5%, 脂

肪 4.5%, 粗繊維 0.4%, 粗灰分 2%, 水 

分 81%, 

≪カロリー≫74kcal ≪カロリー≫84kcal 

 

82622 ｼﾆｱ 牛･豚･鳥 82321 ｼﾆｱ 牛･鶏･豚 

≪原材料≫肉類（牛、豚、鳥）、ミネラル ≪原材料≫肉類（牛、鶏、豚）、ミネラル 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫変更なし 

≪カロリー≫変更なし 

 

82658 ｱﾀﾞﾙﾄ 鳥･豚･牛･ﾀﾗ 82320 鶏･豚･牛･ﾀﾗ 

≪原材料≫ 

肉類（鳥、豚、牛）、魚類（タラ）、ミネラル 

≪原材料≫ 

肉類（鶏、豚、牛）、魚類(タラ)、ミネラル 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫ 

3a671 120 IU、3b202 0.4 mg、3b406 1mg、

3b503 1.7 mg、3b605 26 mg 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫ 

3a671 150 IE、3b202 0.4 mg、3b406 1mg、

3b503 1.7 mg、3b605 26 mg 

≪分析値(100g あたり)≫変更なし 

≪カロリー≫変更なし 



■CAT 

83231 ﾗｲﾄ 七面鳥・チーズ 82318 ﾏｲﾙﾄﾞﾒﾆｭｰ 七面鳥･ﾁｰｽﾞ 

≪原材料≫七面鳥、チーズ、炭酸カルシウ

ム、塩化ナトリウム、ミネラル 

≪原材料≫七面鳥、チーズ、炭酸カルシウ

ム、塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 12 %、脂

肪 4.4 %、 粗繊維 0.3 %、粗灰分 1.8 %、

水分 81 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 11.2%、脂

肪 5%、 粗繊維 0.5%、粗灰分 1.8%、水分 

81 %、、タウリン 650mg/kg 

≪カロリー≫変更なし 

 

83238 ﾗｲﾄ 七面鳥・鱒(マス) 83051 ﾏｲﾙﾄﾞﾒﾆｭｰ 七面鳥・マス 

≪原材料≫七面鳥、鱒(マス)、サーモン、炭

酸カルシウム、塩化ナトリウム、ミネラル 

≪原材料≫七面鳥、マス、サーモン、炭酸カ

ルシウム、塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 12 %、脂

肪 4.4 %、 粗繊維 0.3 %、粗灰分 1.8 %、

水分 81 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 11.2%、脂

肪 5%、 粗繊維 0.5%、粗灰分 1.8%、水分 

81 %、、タウリン 650mg/kg 

≪カロリー≫変更なし 

 

83227 ﾗｲﾄ 七面鳥・トマト 83047 ﾏｲﾙﾄﾞﾒﾆｭｰ 七面鳥・トマト 

≪原材料≫七面鳥、トマト、炭酸カルシウ

ム、塩化ナトリウム、ミネラル 

≪原材料≫七面鳥、トマト、炭酸カルシウ

ム、塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 12 %、脂

肪 4.4 %、 粗繊維 0.3 %、粗灰分 1.8 %、

水分 81 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 11.2%、脂

肪 5%、 粗繊維 0.5%、粗灰分 1.8%、水分 

81 %、、タウリン 650mg/kg 

≪カロリー≫変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



83228 ﾗｲﾄ 七面鳥・サーモン 83048 ﾏｲﾙﾄﾞﾒﾆｭｰ 七面鳥・サーモン 

≪原材料≫七面鳥、サーモン、鱒(マス)、炭

酸カルシウム、塩化ナトリウム、ミネラル 

≪原材料≫七面鳥、サーモン、マス、炭酸カ

ルシウム、塩化ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 12 %、脂

肪 4.4 %、 粗繊維 0.3 %、粗灰分 1.8 %、

水分 81 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 11.2%、脂

肪 5%、 粗繊維 0.5%、粗灰分 1.8%、水分 

81 %、、タウリン 650mg/kg 

≪カロリー≫変更なし 

 

83229 ﾗｲﾄ 七面鳥 83049 ﾏｲﾙﾄﾞﾒﾆｭｰ 七面鳥 

≪原材料≫七面鳥、炭酸カルシウム、塩化

ナトリウム、ミネラル 

≪原材料≫七面鳥、炭酸カルシウム、塩化

ナトリウム 

≪栄養添加物(1kg あたり)≫変更なし 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 12 %、脂

肪 4.4 %、 粗繊維 0.3 %、粗灰分 1.8 %、

水分 81 % 

≪分析値(100g あたり)≫蛋白質 11.2%、脂

肪 5%、 粗繊維 0.5%、粗灰分 1.8%、水分 

81 %、、タウリン 650mg/kg 

≪カロリー≫変更なし 

 

 

 

 


