【インテグラプロテクトシリーズ

リニューアル一覧】

■DOG
【旧】腎臓ケア ドライフード

【新】腎臓ケア ドライフード

品番：86435/86405

品番：700g 86443/4kg 86444

JAN：4017721864350/4017721864053

JAN：4017721864435/4017721864442

内容量：700g/4 ㎏

内容量：700g/4 ㎏

価格：￥2,500/￥8,500(税抜)

価格：￥2,500/￥8,500(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

ドライポテト、 鳥肉粉（低灰分）
、 ビート ライス、 コーン、 鳥タンパク（乾燥）、 鳥
パルプ、 牛脂肪、加水分解鶏タンパク、鳥

脂肪、 牛脂、 ビートパルプ、 加水分解鳥

レバー、サーモンオイル、乾燥全卵、フラク タンパク、 鳥レバー、 サーモンオイル、
トオリゴ糖、炭酸カルシウム、塩化ナトリ

亜麻仁、 卵（乾燥）
、 フラクトオリゴ糖、

ウム、ユッカシジゲラ

炭酸カルシウム、 イースト、 塩化カリウ
ム、 ユッカシジゲラ

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 15000IU 、 ビ タ ミ ン D3

15000 IU 3a672a、 1200 IU 3a671、 4.5 mg

1500IU 、 E5 1.8mg 、 E4 1.35mg 、 3b603

3b405、 60 mg 3b603、 6 mg 3b502、 1.6

18mg、3b202 0.5mg

mg 3b202

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 14%、脂肪 20.5%、粗繊維

タンパク質 16%、 脂肪 20%、 粗繊維

2.5%、粗灰分 4.5%、水分 8%、カルシウム 2%、 粗灰分 4.5%、 水分 8%、 カルシウ
0.75%、リン 0.36%、ナトリウム 0.32 %、 ム 0.7%、リン 0.4 %、 ナトリウム 0.2 %、
カリウム 0.75 %、リノール酸 2%

カリウム 0.6 %、 リノール酸 2 %

【旧】胃腸ケア ドライフード

【新】胃腸ケア ドライフード

品番：86433

品番：86433

JAN: 4017721864336

JAN：4017721864336

内容量：700g

内容量：700g

価格：￥2,500(税抜)

価格：￥2,500(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

コーン、鳥肉粉（低灰分）
、ライス、加水分

コーン、 鳥タンパク（乾燥）、 ライス、 加

解鶏タンパク、鳥レバー、乾燥全卵、イース 水分解鳥タンパク、 鳥レバー、 卵（乾燥）、
ト、 鳥脂肪、牛脂肪、サーモンオイル、ビ

イースト、 鳥脂肪、 牛脂、サーモンオイ

ートパルプ、オート麦繊維、フラクトオリ

ル、 ビートパルプ、 亜麻仁、 オート麦繊

ゴ糖、亜麻仁、塩化ナトリウム、炭酸カリウ 維、 フラクトオリゴ糖、 塩化ナトリウム、
ム、ユッカシジゲラ

塩化カリウム、 炭酸カルシウム、 ユッカ
シジゲラ

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 15000IU 、 ビ タ ミ ン D3

15000 IU 3a672a、 1500 IU 3a671、 1.8 mg

1500IU、E5 2.4mg、E4 1.8mg、3b603 24mg、 3b405、 24 mg 3b603、 2.4 mg 3b502、 0.64
3b202 0.6mg

mg 3b202

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 26.5%、脂肪 13.5%、 粗繊維

タンパク質 26.5%、 脂肪 13.5%、 粗繊維

2.5%、 粗灰分 6%、 水分 8%、 ナトリウ 2.5%、 粗灰分 6%、 水分 8%、 ナトリウ
ム 0.5%、 カリウム 0.7%

ム 0.5%、 カリウム 0.7%

≪推奨使用期間≫

≪推奨使用期間≫

１～２週間。急性の下痢から回復するまで。 最大 12 週間。ナトリウムとカリウムを増や
使用前および期間を延長する場合には獣医

した消化が良いフード。使用前に獣医師に

師に相談することをおすすめします。

相談することをおすすめします。

【旧】胃腸ケア ウェット

【新】胃腸ケア ウェット

品番：86413

品番：86413

JAN: 4017721864138

JAN：4017721864138

内容量：150g

内容量：150g

価格：￥420(税抜)

価格：￥420(税抜)

≪推奨使用期間≫

≪推奨使用期間≫

１～２週間。急性の下痢から回復するまで。 最大 12 週間。ナトリウムとカリウムを増や
使用前および期間を延長する場合には獣医

した消化が良いフード。使用前に獣医師に

師に相談することをおすすめします。

相談することをおすすめします。

【旧】アレルギーケア ドライフード

【新】アレルギーケア ドライフード

品番：86428/86426

品番：700g 86447/4kg 86448

JAN：4017721864282/ 4017721864268

JAN:：4017721864473/4017721864480

内容量：700g/4 ㎏

内容量：700g/4 ㎏

価格：￥2,500/￥8,500(税抜)

価格：￥2,500/￥8,500(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

ドライポテト、ラビットミール、牛脂肪、ポ コーン、 七面鳥タンパク質（乾燥）、 鳥脂
テトタンパク、リグノセルロース、

肪、 七面鳥レバー、 コーングルテン、 サ

ラビットレバー、キャノーラオイル、サー

ーモンオイル、 塩化カリウム、 DL-メチオ

モンオイル、 塩化ナトリウム

ニン

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 12000IU 、 ビ タ ミ ン D3

15000 IU 3a672a、 1200 IU 3a671、4.5 mg

1200IU、E5 6mg、E4 4.5mg、3b603 60mg、 3b405、 60 mg 3b603、 6 mg3b502、 1.6
3b202 1mg

mg 3b202

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 24.5%、脂肪 15%、粗繊維

タンパク質 24.5%、 脂肪 16%、 粗繊維

2.5%、粗灰分 6%、水分 8%、リノール酸 1.5%、 粗灰分6.5%、 水分6%、 リノール
2.2％

酸 2%

■CAT
【旧】腎臓ケア ドライフード

【新】腎臓ケア ドライフード

品番：86813/86814

品番：300g 86929/1.2kg 86930

JAN：4017721868136/4017721868143

JAN：4017721869294/4017721869300

内容量：300g/1.2 ㎏

内容量：300g/1.2 ㎏

価格：￥1,200/￥3,000(税抜)

価格：￥1,200/￥3,000(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

ドライポテト、エンドウ豆粉末、獣脂ミー

コーン、 獣脂ミール、 鳥タンパク（乾燥）
、

ル、ポテトスターチ、鳥脂肪、牛脂肪、鳥肉

ライス、 エンドウ豆粉末、 鳥脂肪、 牛

粉（低灰）
、ビートパルプ、リグノセルロー

脂、 ビートパルプ、 鳥レバー、 加水分解

ス、鳥レバー、サーモンオイル、炭酸カルシ

鳥タンパク、 卵（乾燥）、 サーモンオイ

ウム、塩化ナトリウム、ユッカシジゲラ

ル、 リグノセルロース、 炭酸カルシウム、
塩化カリウム、 塩化ナトリウム、 ユッカ
シジゲラ

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

3a672a 15000IU 、 3a671 1500IU 、 3b405

15000 IU 3a672a、 1200 IU 3a671、 4.5 mg

1.35mg、3b603 18mg、3b502 1.8mg、3b202

3b405、 60 mg 3b603、 6 mg 3b502、 1.6

0.5mg

mg 3b202、 2000 mg 3a370

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 26%、 脂肪 24.5%、 粗繊維

タンパク質 26%、 脂肪 20%、 粗繊維

2%、 粗灰分 4%、 水分 6%、カルシウム 3%、 粗灰分 4.5%、 水分 6%、 カルシウ
0.65％、リン 0.45％、ナトリウム 0.35％、

ム 0.5%、 リン 0.4 %、 ナトリウム 0.4 %、

カリウム 0.5％、リノール酸 2.6g

カリウム 0.6 %、 リノール酸 2.6 %

【旧】胃腸ケア ドライフード

【新】胃腸ケア ドライフード

品番：86876

品番：86876

JAN：4017721868761

JAN：4017721868761

内容量：300g

内容量：300g

価格：￥1,200 (税抜)

価格：￥1,200 (税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

鳥肉粉（低灰）
、ライス、コーン、加水分解

鳥タンパク（乾燥）、 ライス、 コーン、 加

鳥タンパク、鳥脂肪、牛脂肪、ビートパル

水分解鳥タンパク、 鳥脂肪、 牛脂、 ビー

プ、鳥レバー、サーモンオイル、乾燥全卵、 トパルプ、 鳥レバー、 サーモンオイル、
塩化ナトリウム、フラクトオリゴ糖、マン

卵（乾燥）、 塩化ナトリウム、 フラクトオ

ナンオリゴ糖

リゴ糖、 マンナンオリゴ糖

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 18000IU 、 ビ タ ミ ン D3

18000 IU 3a672a、 1600 IU 3a671、 3 mg

1600IU、E5 3.9mg、E4 2.9mg、3b603 39mg、 3b405、 40 mg 3b603、 4 mg 3b502、 1 mg
3b202 1mg

3b202、 1200 mg 3a370

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 31.5%、脂肪 21%、

タンパク質 31.5%、 脂肪 20%、 粗繊維

粗繊維 2%、 粗灰分 6.5%、 水分 6%、

2%、 粗灰分 6%、 水分 6%、 ナトリウム

タウリン 450mg、ナトリウム 0.55％、

0.55%、 カリウム 0.6%

カリウム 0.5％
≪推奨使用期間≫

≪推奨使用期間≫

１～２週間。急性の下痢から回復するまで。 最大 12 週間。ナトリウムとカリウムを増や
使用前および期間を延長する場合には獣医

した消化が良いフード。使用前に獣医師に

師に相談することをおすすめします。

相談することをおすすめします。

【旧】胃腸ケア ウェット

【新】胃腸ケア ウェット

品番：86875

品番：86875

JAN: 4017721868754

JAN：4017721868754

内容量：100g

内容量：100g

価格：￥340(税抜)

価格：￥340(税抜)

≪推奨使用期間≫

≪推奨使用期間≫

１～２週間。急性の下痢から回復するまで。 最大 12 週間。ナトリウムとカリウムを増や
使用前および期間を延長する場合には獣医

した消化が良いフード。使用前に獣医師に

師に相談することをおすすめします。

相談することをおすすめします。

【旧】pH ケア ドライフード

【新】pH ケア ドライフード

品番：86834/86835

品番：300g 86923/1.2kg 86924

JAN：4017721868341/4017721868358

JAN：4017721869232/4017721869249

内容量：300g/1.2 ㎏

内容量：300g/1.2 ㎏

価格：￥1,200/￥3,000(税抜)

価格：￥1,200/￥3,000(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

ドライポテト、鳥肉粉（低灰分）
、セルロー

コーン、 鳥タンパク（乾燥）、 鳥脂肪、 加

ス、加水分解鳥タンパク、鳥脂肪、鳥レバ

水分解鳥タンパク、 セルロース、 鳥レバ

ー、乾燥全卵、イースト、フラクトオリゴ

ー、 ビートパルプ、 イースト、 サーモン

糖、塩化ナトリウム、サーモンオイル、DL

オイル、 卵（乾燥）
、 フラクトオリゴ糖、

メチオニン

塩化ナトリウム、 炭酸カルシウム、 DL-メ
チオニン

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビタミン A12500IU、ビタミン D3 850IU、 12500 IU 3a672a、 1000 IU 3a671、 6 mg
E5 6mg、E4 4.5mg、3b603 60mg、3b202

3b502、 4.5 mg 3b405、 60 mg 3b603、 1.6

1.6mg

mg 3b202、 1000 mg 3a370

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 30％、脂肪 11％、粗繊維 3％、 タンパク質 30%、 脂肪 16%、 粗繊維
粗灰分 5.5％、水分 6％、カルシウム 0.95％、 4%、 粗灰分 6%、 水分 6%、 カルシウム
リン 0.8%、ナトリウム 0.55％、カリウム

1%、

0.7％、マグネシウム 0.08%、塩化物 0.68％、 リン 0.77%、 ナトリウム 0.43%、
硫黄 0.48％、ヒドロキシプリン 0.5％、ビタ カリウム 0.48 %、 マグネシウム 0.08%、
ミン D 100IU

塩化物 0.6％、 硫黄 0.56％

【旧】アレルギーケア ドライフード

【新】アレルギーケア ドライフード

品番：86860

品番：86932

JAN：4017721868600

JAN：4017721869324

内容量：300g

内容量：300g

価格：￥1,200 (税抜)

価格：￥1,200 (税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

ドライポテト、ラビットミール、ポテトタ

コーン、 七面鳥タンパク質（乾燥）、 コー

ンパク、鳥脂肪、セルロース、ラビットレバ ングルテン、 鳥脂肪、 七面鳥レバー、 サ
ー、キャノーラオイル、サーモンオイル

ーモンオイル、 塩化カリウム、 DL-メチオ
ニン

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 13000IU 、 ビ タ ミ ン D3

15000 IU 3a672a、 1200 IU 3a671、 4.5 mg

1200IU、E5 8.1mg、E4 6.08 mg、3b603

3b405、 60 mg 3b603、 6 mg 3b502、 1.6

81mg、3b202 2.1mg

mg 3b202、 1800 mg 3a370

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 31％、脂肪 15.5％、粗繊維 2％、 タンパク質 31%、 脂肪 18%、 粗繊維
粗灰分 6.5％、水分 6％、リノール酸 2.6％

1.5%、 粗灰分 7%、 水分 6%、 リノール
酸 2%

【旧】糖尿ケア ドライフード

【新】糖尿ケア ドライフード

品番：86848

品番：86920

JAN：4017721868488

JAN：4017721869201

内容量：300g

内容量：300g

価格：￥1,200 (税抜)

価格：￥1,200(税抜)

≪原材料≫

≪原材料≫

獣脂ミール、ドライポテト、エンドウ豆粉

鳥タンパク（乾燥）、 コーン、 コーングル

末、エンドウ豆タンパク、鳥脂肪、牛脂肪、 テン、 獣脂ミール、 ライス、 鳥レバー、
サーモンオイル、鳥レバー、セルロース、炭 ビートパルプ、 鳥脂肪、 牛脂、 サーモン
酸カルシウム、塩化ナトリウム、緑イガイ

オイル、 オート麦繊維、 塩化カリウム、

（乾燥）

緑イガイ（乾燥）

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

≪栄養添加物(1kg あたり)≫

ビ タ ミ ン A 18000IU 、 ビ タ ミ ン D3

15000 IU 3a672a、 1200 IU 3a671、 4.6 mg

2000IU、Ｌカルニチン 1000 mg、E5 3.6mg、 3b405、 60 mg 3b603、 6 mg 3b502、 1.6
E４ 2.7mg、3b603 36mg、3b202 1mg

mg 3b202、 500 mg 3a910、 1000 mg 3a370

≪分析値(100g あたり)≫

≪分析値(100g あたり)≫

タンパク質 41.5%、 脂肪 16.5%、 粗繊維 タンパク質 40%、 脂肪 15%、 粗繊維
2.8%、 粗灰分 4.5%、 水分 6%、デンプン 2%、 粗灰分 6%、 水分 6%、 スターチ
24％、糖類 2％

24%、 糖分 2%

