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サーモン＋トラウトサツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモンとトラウトの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むサーモンとトラウトは、美味しく低脂肪のタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンとトラウトを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。
CHECK-CIRCLE サツマイモ - ビタミンBを多く含む複合炭水化物であるサツマイモを使用。

GA製品コード： GFI

サーモン トラウト
キブルサイズ: (+/- 1mm)

14mm

5mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモンとトラウト 50%（鮮度の高いサーモンとトラウト 36%、乾燥サーモン 12%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス（0.3%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（ 1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7.5%

ようこそ 当社の人気製品、グレインフリー、ナチュラル、スーパープレミアムから、ご希望の製品をお選びいただきやすいよう、製品概要をまとめました。それぞれの商品について、より詳細な情報を記載した「製品ガイド」もご用意しています。各製品についてご不明な点等ございましたら、アカウントマネージャーまでお気軽にお尋ねください。
商品カタログの見方

GA製品コード

キブルの形状サイズ（原寸大）

タンパク源 キブル画像セールスポイント商品名

成分と組成分析
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グレインフリーシリーズ
グレインフリーシリーズでは、栄養豊かで非常に消化のよい、最高級の動物タンパク源を使用したレシピを取り揃えています。
このシリーズには、グレインに敏感な犬、穀物不耐症の犬にも給与できるよう、サツマイモやジャガイモを使用しました。

グレインフリー
グレインに敏感な犬、穀物不耐症の犬に最適

消化器系の健康に
健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

鮮度の高い原材料
鮮度が高く、高品質のタンパク源を使用

人工着色料人工保存料不使用
天然由来の保存料としてローズマリー抽出物を使用。
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子犬の成長、発達には、適切な量のタンパク質が必要不可欠です。
タンパク質の量は、通常、成犬より多く必要です。これは、子犬の時期に急激な発達をするためです。
またこの時期には、健康な骨格の発達のため、適切な量のカルシウムとリンの摂取が非常に重要です。　
これらの摂取は、大型犬種の子犬にとってより重要です。

サーモン＋ハドック＋ブルーホワイティングサツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモン、ハドック、ブルーホワイティングの総含有量 60%
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 子犬の健康な関節の成長を促す軟骨組織の代謝をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモン、ハドック、ブルーホワイティングを26%以上使用
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント 認知機能と視覚機能の発達をサポート。

グレインフリーシリーズ子犬用

GA製品コード： GPU

サーモン ハドック ブルーホワイティング
キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモン、ハドック、ブルーホワイティング60%（鮮度の高いサーモン21%、乾燥サーモン16%、鮮度の高いブルーホワイティング11%、鮮度の高いハドック 10%、サーモンストック2%）、サツマイモ（20%）、ジャガイモ、ビートパルプ、エンドウ豆（6%）、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス（0.2%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、ヌクレオチド、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 27%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8%

チキン＋ターキー＋サーモンサツマイモ＆ニンジン 　
CHECK-CIRCLE チキン、ターキー、サーモンの総含有量 60% - アミノ酸、ビタミン、ミネラルが豊富。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 子犬の健康な関節の成長を促す軟骨組織の代謝をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いチキンターキー、サーモンを26%以上使用
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント -健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。

GA製品コード： GFP

チキン ターキー サーモン

キブルサイズ: (+/- 1mm) 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
チキン、ターキーとサーモン 60%（鮮度の高いチキン20%、乾燥チキン14%、 鮮度の高いターキー7%、鮮度の高いサーモン7%、乾燥ターキー7%、乾燥サーモン3%、チキンストック 2%）、サツマイモ（22%）、ジャガイモ、アマニ、オメガ3サプリメント、ビートパルプ、ミネラル、ビタミン、ニンジン（0.2%）、エンドウ豆（0.07%）、グルコサミン（ 1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、野菜ストック、ヌクレオチド、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 29%, 粗脂肪 15%, 粗繊維 2.5%, 粗灰分 7%

サーモン、サツマイモ＆野菜大型犬
CHECK-CIRCLE サーモンの総含有量 60％- アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むサーモンは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 子犬の健康な関節の成長を促す軟骨組織の代謝をサポート。
CHECK-CIRCLE プロビタミン - 成長期のエネルギーとなる脂質の代謝を助けるL-カルチニン配合。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。

GA製品コード： JGF

サーモン

キブルサイズ: (+/- 1mm)
13mm

12mm 
成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモン 60%（鮮度の高いサーモン 38%、乾燥サーモン 20%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（19%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、ミネラル、ビタミン、ニンジン、エンドウ豆（0.2%）、オメガ3サプリメント、野菜ストック、グルコサミン（1キロ当たり355mg）、メチルスルフォニルメタン(1キロ当たり355mg）、コンドロイチン硫酸(1キロ当たり250mg）、ヌクレオチド、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 2%, 粗灰分 7%

8.5mm

8mm 

8.5mm

8mm 



PRODUCT LIST ページ 5

グレインフリーシリーズ成犬用
成犬用には多くのレシピを取り揃えています。異なる動物性
原材料（風味）のレシピから、それぞれの愛犬にぴったりなフ
ードを、豊富な選択肢からお選びいただけます。

アンガスビーフ、サツマイモ＆ニンジン
CHECK-CIRCLE ビーフの総含有量 50％ - スコットランドの北東地方原産のアンガス種の牛肉のみが「アンガスビーフ」と呼ばれ、通常のビーフより品質が高いことで知られています。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いアンガスビーフを 26%以上使用- 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： UGF

14mm

5mm 

アンガスビーフ
キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ビーフ 50%（鮮度の高いアンガスビーフ 28%、乾燥ビーフ 19%、ビーフファット3%）、サツマイモ（26%）、ジャガイモ、エンドウ豆（5%）、アマニ、ビートパルプ、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント、野菜ストック、ニンジン（0.1%未満）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 29%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3%, 粗灰分 6%

ラム、サツマイモ＆ミント
CHECK-CIRCLE ラムの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むラムは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いラムを26% 以上使用 - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFF

キブルサイズ: (+/- 1mm)
14mm

5mm 

ラム

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ラム 50%（鮮度の高いラム 30%、乾燥ラム 18% 、ラムストック 2%）、サツマイモ（23%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、 エンドウ豆プロテイン、アマニ、ビートパルプ、オメガ3サプリメント、 ミネラル、ビタミン、野菜ストック、ミント（0.2%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3%, 粗灰分 9.5%

ポーク、サツマイモ＆リンゴ
CHECK-CIRCLE ポークの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルが豊富で、タンパク質を多く含んでいます。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いポークを26%以上使用 - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFB

キブルサイズ: (+/- 1mm)14mm

5mm 

ポーク

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ポーク 50%（鮮度の高いポーク 31%、乾燥ポーク 18%、ポークストック 1%）、サツマイモ（22%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、リンゴ（0.7%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 15%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%
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ベニソン（鹿肉）、サツマイモ＆マルベリー
CHECK-CIRCLE ベニソンとサーモンの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むベニソンとサーモンは、美味しく低脂肪のタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いベニソンを26% 以上使用 - 信頼できるサプライヤーから調達。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント配合 - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 
(MOS) とフクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： VGF

14mm

5mm 

ベニソン
キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ベニソンとサーモン 50%（鮮度の高いベニソン 26%、乾燥サーモン19%、サーモンオイル 2.5%、サーモンストック 2.5%）、サツマイモ（27%）、ジャガイモ、エンドウ豆（6%）、オメガ3サプリメント、アマニ、ビートパルプ、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、マルベリー（0.2%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8.5%

サーモン＋トラウト、サツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモンとトラウトの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むサーモンとトラウトは、美味しく低脂肪のタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント配合 - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンとトラウトを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリ
ゴ糖 (MOS) とフクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFI

サーモン トラウト
キブルサイズ: (+/- 1mm)

14mm

5mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモンとトラウト 50%（鮮度の高いサーモンとトラウト 36%、乾燥サーモン 12%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス（0.3%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（ 1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7.5%

ハドック、サツマイモ＆パセリ
CHECK-CIRCLE 魚の総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むハドックとサーモンは、美味しく低脂肪のタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いハドックを26%以上使用- 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタン パク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： WGF

ハドック サーモン
キブルサイズ: (+/- 1mm)

14mm

5mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
魚50%（鮮度の高いハドック26%、乾燥サーモン17.5%、トラウトオイル4.5%、サーモンストック2%）、サツマイモ（24%）、エンドウ豆（7%）、ジャガイモ、ビートパルプ、オリーブオイル、アマニ、サンフラワーオイル、ミネラル、ビタミン、パセリ（0.3%）、野菜ストック、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24 mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%

ツナ、サツマイモ＆ブロッコリー
CHECK-CIRCLE ツナとサーモンの総含有量 50％- ビタミン、ミネラル、アミノ酸の宝庫。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いツナを26%以上使用- 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GTA

ツナ サーモン
キブルサイズ: (+/- 1mm)

14mm

5mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ツナとサーモン 50%（鮮度の高いツナ 26%、乾燥サーモン 19%、サーモンオイル 3%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、ジャガイモ、エンドウ豆（9%）、アマニ、ビートパルプ、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント、野菜ストック、ブロッコリー（0.3%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%
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チキン、サツマイモ＆ハーブ
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量 55％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むチキンは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いチキンを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFG

キブルサイズ: (+/- 1mm)
14mm

5mm 

チキン

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
チキン 55%（鮮度の高いチキン 31%、乾燥チキン 21%、チキンストック 3%）、サツマイモ（26%）、エンドウ豆（6%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、マジョラム、バジル、オレガノ、セージ、タイム、パセリ、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 27%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 4%, 粗灰分 7.5%

ターキー、サツマイモ＆クランベリー
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 50％  - 必須アミノ酸が豊富なタンパク源。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを26% 以上使用 - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFH

キブルサイズ: (+/- 1mm)
14mm

5mm 

ターキー

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー 50%（鮮度の高いターキー 28%、乾燥ターキー 20%、ターキーストック 2%）、サツマイモ（26%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、クランベリー（0.3%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%

ダック、サツマイモ＆オレンジ
CHECK-CIRCLE ダックの総含有量 50％ - ダックは、低脂肪で栄養価の高いタンパク源であると同時に、健康維持に重要と言われる鉄分やセレン、ビタミンB、亜鉛などの栄養素も含んでいます。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いダックを26% 以上使用 - 信頼できるサプライヤーから調達したダック。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFJ

14mm

5mm 

ダック
キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ダック 50%（鮮度の高いダック 28%、乾燥ダック 20%、ダックストック2%）、サツマイモ（26%）、エンドウ豆（6%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、オレンジ（0.3%）、クランベリー、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 9%



GAの専門技術　お客様の成功ページ  8

グレインフリーシリーズ成犬用 - 小型犬
小型犬であっても、必要な栄養成分が大型犬より少ない、という訳ではありません。小型犬に必要
な栄養成分をバランス良く配合したフードは、非常に重要です。キブルサイズは、一口が小さい小型
犬にピッタリな小粒サイズです。

サーモン+トラウト、サツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモンとトラウトの総含有量 53％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むサーモンとトラウトは、美味しく低脂肪のタンパク源です。
CHECK-CIRCLE サツマイモ - ビタミンBを多く含む複合炭水化物であるサツマイモを使用。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンとトラウトを 26% 以上使用 
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に -健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合 。

GA製品コード： LGF

サーモン トラウト

キブルサイズ: (+/- 1mm)
8mm

4mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモンとトラウト 53%（鮮度の高いサーモンおよびトラウト 27%、乾燥サーモン 20%、サーモンオイル 4％、サーモンストック 2%）、サツマイモ（22%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント、野菜ストック、アスパラガス（0.3%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 27%, 粗脂肪 15%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%

チキン、サツマイモ＆ハーブ
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量55％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むチキンは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いチキンを26% 以上使用 - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に -健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合 。

GA製品コード： SGF

チキン

キブルサイズ: (+/- 1mm)
8mm

4mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
チキン 55%（鮮度の高いチキン 27%、乾燥チキン 26%、チキンストック2%）、サツマイモ（26%）、エンドウ豆（7%）、ビートパルプ、ジャガイモ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、マジョラム、バジル、オレガノ、セージ、タイム、パセリ、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 29%, 粗脂肪 15%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8.5%

ラム、サツマイモ＆ミント
CHECK-CIRCLE ラムの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むラムは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE オメガ3サプリメント - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポート。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いラムを26% 以上使用 - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に -健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖(FOS)の2種類のプレバイオティクス配合 。

GA製品コード： NGE

ラム

キブルサイズ: (+/- 1mm)
8mm

4mm 
成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ラム 50%（鮮度の高いラム 30%、乾燥ラム 18% 、ラムストック 2%）、サツマイモ（23%）、エンドウ豆 （9%）、エンドウ豆プロテイン、ジャガイモ、アマニ、ビートパルプ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、ミント（0.2%）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 9%
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大型犬に最適なレシピというだけでなく、キブルも大型犬にピッタリのサイズです。一口で大量のキブルを食
べたり、早食いをすることで、お腹が張ったり、消化不良を起こすことがあります。大きめのキブルにより、噛む
動作を促すことは、とても重要です。
大きさと体重により、関節に負担がかかりやすい大型犬のために、グルコサミン、コンドロイチン、メチルサル
フォニルメタンを組み合わせて配合、健康な関節維持をサポートします。

グレインフリーシリーズ成犬用 - 大型犬

ターキー、サツマイモ＆クランベリー
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むターキーは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE サツマイモ - ビタミンBを多く含む複合炭水化物であるサツマイモを使用。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖(MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： GFZ

キブルサイズ:(+/- 1mm)

ターキー
20mm

10mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー 50%（ 鮮度の高いターキー 28%、乾燥ターキー 18%、ターキーファット 2% 、ターキーストック 2%）、サツマイモ（24%）、エンドウ豆（7％）、ジャガイモ、ビートパルプ、エンドウ豆プロテイン、ジャガイモプロテイン、オメガ3サプリメント、野菜ストック、アマニ、ミネラル、ビタミン、クランベリー（0.2%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 29%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3%, 粗灰分 8%

サーモン＋トラウト、サツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモンとトラウトの総含有量 50％- アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むサーモンとトラウトは、美味しく低脂肪の タンパク源です。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンとトラウトを26%以上使用 
CHECK-CIRCLE サツマイモ - ビタミンBを多く含む複合炭水化物であるサツマイモを使用。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナン オリゴ糖(MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： JGS

サーモン トラウト

キブルサイズ:(+/- 1mm)

20mm

10mm 
成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモンとトラウト 50%（鮮度の高いサーモンとトラウト 33%、乾燥サーモン 15%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、エンドウ豆（9%）、ジャガイモ、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス（0.3%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 24%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8%
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トラウト＋サーモン、サツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE トラウトとサーモンの総含有量 50％
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いトラウトとサーモンを 26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 肥満犬の健康な関節のために、軟骨組織のサポート。
CHECK-CIRCLE プロビタミン - 健康的な体重維持と、筋肉量を維持をサポートする、L-カルニチン配合。

GA製品コード： GFE

GA製品コード： TGE

肥満犬用には、健康的な体重維持や適切な筋肉量を維持をサポートに役立つアミノ酸リジン由来
のL-カルニチンを配合しています。
また、肥満防止のため、脂肪を成犬用より15％少なくしています。摂取カロリーを抑えるために、給
与量が減らす必要がないため、適切な栄養バランスを維持しつつ、また愛犬も満足できる量を給与
することができます。

サーモントラウト

14mm

5mm 

ターキー

14mm

5mm 

ターキー、サツマイモ＆クランベリー
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 50％
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 肥満犬の健康な関節のために、軟骨組織をサポート。
CHECK-CIRCLE プロビタミン - 健康的な体重維持と、筋肉量の維持をサポートするL-カルニチンを配合。

キブルサイズ: (+/- 1mm)

キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
トラウトとサーモン 50%（鮮度の高いトラウト 30%、乾燥サーモン11%、鮮度の高いサーモン 4%、サーモンオイル 3%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、ジャガイモ、エンドウ豆（6%）、ビートパルプ、エンドウ豆プロテイン、アマニ、ジャガイモプロテイン、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス(0.3%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8%

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー 50%（鮮度の高いターキー 27%、乾燥ターキー 21%、ターキーストック 2%）、サツマイモ（16%）、ジャガイモ、エンドウ豆（8%）、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、クランベリー（0.2%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（ 1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8%

グレインフリーシリーズ成犬用 - ライト
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トラウト＋サーモン、サツマイモ＆アスパラガス
CHECK-CIRCLE サーモンとトラウトの総含有量 50％
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンとトラウトを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 高齢犬の健康な関節のために、軟骨組織をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

グレインフリーシリーズ高齢犬用

GA製品コード： GFC

ターキー、サツマイモ＆クランベリー
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 50％ - アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むターキーは、美味しいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを26% 以上使用
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 高齢犬の健康な関節のために、軟骨組織をサポート。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - 健康な腸内細菌の生育を促進し、消化を助ける働きがあると言われる、マンナンオリゴ糖 (MOS) とフラクトオリゴ糖 (FOS)の2種類のプレバイオティクス配合。

GA製品コード： TGC

ターキー

サーモントラウト

高齢犬用は、7歳以上の犬に最適です。レシピは、関節のサポートだけでなく、消化を
サポートするために繊維質を多めに配合、また肥満防止のためにカロリーを低めに
設定しています。　またグルコサミン、コンドロイチン、MSMをバランス良くブレンドす
ることで、健康的な関節（軟骨）をサポートします。　その他に、健康的な体重維持や適
切な筋肉量を維持するのに役立つL-カルニチン（必須アミノ酸）も配合しました。

14mm

5mm 

キブルサイズ: (+/- 1mm)
14mm

5mm 

キブルサイズ: (+/- 1mm)

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
トラウトとサーモン 50%（鮮度の高いトラウト 30%、乾燥サーモン11%、鮮度の高いサーモン 4%、サーモンオイル 3%、サーモンストック 2%）、サツマイモ（24%）、ジャガイモ、エンドウ豆（6%）、ビートパルプ、エンドウ豆プロテイン、アマニ、ジャガイモプロテイン、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、アスパラガス(0.3%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8%

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー 50%（鮮度の高いターキー 27%、乾燥ターキー 21%、ターキーストック 2%）、サツマイモ（16%）、ジャガイモ、エンドウ豆（8%）、ビートパルプ、アマニ、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、野菜ストック、クランベリー（0.2%）、グルコサミン（1キロ当たり170mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり170mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり96mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり24mg）
組成分析: 粗タンパク質 27%, 粗脂肪 9%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8.5%
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ナチュラルシリーズ
ナチュラルシリーズには、鮮度の高い最高品質のタンパク源の長所を活かしたレシピを揃えました。
消化器系のデリケートなペットにぴったりなレシピです。

HYPO

ALLERGENIC

低アレルギー
日々の健康と健やかな生活のために。ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を使用していません。

デリケートな消化器系に
犬の消化器官に優しいライスと大麦を使用。

腸の健康に
チコリ抽出物が、健康な腸内細菌の維持と消化をサポート。

人工着色料人工保存料不使用
天然由来の保存料としてローズマリー抽出物を使用。
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ナチュラルシリーズには、鮮度の高い最高品質の タンパク源の長所を活かしたレシピを揃えました。消化器系のデリケートなペットにぴったりなレシピです。

ナチュラルシリーズ

フィッシュ＆ライス
CHECK-CIRCLE 魚の総含有量 30%- 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化の良いタンパク源。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高い白身魚を11%以上使用- アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 腸の健康に - チコリ抽出物が、健康な腸内細菌の維持と消化をサポート。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 犬の消化器官に優しい、ライスと大麦を使用。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー- ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。

GA製品コード： FRN

キブルサイズ: (+/- 1mm)
白身魚

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
魚 30%（乾燥白身魚 15%、鮮度の高い白身魚 11%、サーモングレービー 2%、サーモンオイル 2%）、白米（23%）、玄米（20%）、大麦（15%）、アマニ、エンドウ豆、アルファルファ、サンフラワーオイル、野菜ストック、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、チコリエキス（0.04%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 20%, 粗脂肪 9%, 粗繊維 3%, 粗灰分 6%

ラム＆ライス
CHECK-CIRCLE ラムの総含有量 34% - アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いラムを4%以上使用- 高栄養で、消化しやすいタンパク源。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー - ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。
CHECK-CIRCLE 腸の健康に - チコリ抽出物が、健康な腸内細菌の維持と消化をサポート。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 消化器官にやさしい、ライスとオーツ麦を使用。

GA製品コード： LRN

キブルサイズ: (+/- 1mm)
ラム

14mm

7.5m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

ラム 34%（乾燥ラム 25% 、鮮度の高いラム 4%、ラムファット 3% 、ラムグレービー 2%）、玄米（23%）、大麦（16%）、白米（15%）、アマニ、ビートパルプ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、チコリエキス（0.05%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 21%, 粗脂肪 10%, 粗繊維 3%, 粗灰分 9%

ターキー＆ライス
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 38% - アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを4%以上使用 - 低脂肪高タンパクで健康な筋肉をサポート。
CHECK-CIRCLE 高タンパク質 - 高レベルのタンパク質で、子犬の健やかな成長をサポート。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 消化器官にやさしい、ライスとオーツ麦を使用。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー- ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。

GA製品コード： TRY

キブルサイズ: (+/- 1mm)

9mm

ターキー

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー38%（乾燥ターキー25%、ターキーファット6%、鮮度の高いターキー4%、ターキーグレービー3%）、玄米（17%）、白米（15%）、オーツ麦（11%）、アマニ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、チコリエキス（0.05%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 29%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7%

4m
m

子犬
用

成犬
成犬

14.5mm

7
.5

m
m



GAの専門技術　お客様の成功ページ  14

ターキー＆ライス
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 30%- アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを4%以上使用- 低脂肪のタンパク源。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 犬の消化器官に優しい、ライスとオーツ麦を使用。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー - ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。
CHECK-CIRCLE 腸の健康に - チコリ抽出物が、健康な腸内細菌の維持と消化をサポート。

GA製品コード： TRN

キブルサイズ: (+/- 1mm)

ターキー

14mm

7.5m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

ターキー 30%（乾燥ターキー 22%、鮮度の高いターキー 4%、ターキーファット 2%、ターキーグレービー 2%）、白米（22%）、玄米（22%）、オーツ麦（19%）、アマニ、ビートパルプ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、チコリエキス（0.05%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 23%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 6%

ターキー＆ライス
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量30％- アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを4%以上使用- 低脂肪のタンパク源。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー -ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。
CHECK-CIRCLE 腸の健康に - チコリ抽出物が、健康な腸内細菌の維持と消化をサポート。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 犬の消化器官に優しい、ライスと大麦を使用。

GA製品コード： TNS

キブルサイズ: (+/- 1mm)

ターキー

8mm

4m
m

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー30%（乾燥ターキー22%、鮮度の高いターキー4%、ターキーファット2%、ターキーグレービー2%）、白米（22%）、玄米（22%）、オーツ麦（19%）、アマニ、ビートパルプ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、チコリエキス（0.05%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 23%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 6%

ターキー＆ライス
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 26%- アミノ酸、ビタミン、ミネラルの宝庫。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを5%以上使用- アミノ酸を豊富に含むタンパク源。
CHECK-CIRCLE 低アレルギー-ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、卵、大豆を不使用。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 軟骨組織に働きかけ、高齢犬の健康な関節をサポート。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 犬の消化器官に優しい、ライスと大麦を使用。

GA製品コード： TSN

キブルサイズ: (+/- 1mm)

ターキー

11mm

12mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ターキー26%（乾燥ターキー17%、鮮度の高いターキー5%、ターキーファット2%、ターキーグレービー2%）、玄米（23%）、白米（23%）、オーツ麦（18%）、ビートパルプ、アマニ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、海藻、オメガ3サプリメント、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり960mg）、グルコサミン（1キロ当たり178mg）、メチルスルフォニルメタン （1キロ当たり178mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）、チコリエキス（0.05%）、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）、タンポポ
組成分析: 粗タンパク質 20%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 4%, 粗灰分 6%

成犬
 - 小

型犬
高齢

犬／
ライ

ト
成犬
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スーパープレミアムシリーズ
スーパープレミアムシリーズには、高品質のさまざまなタンパク源を使用したレシピがあります。
このシリーズでは、犬の食物アレルギー源として一般的な、ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、大豆を使用しない、低アレルギー性のレシピを取り揃えました。

免疫システムに
健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。

皮膚と被毛に
健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

消化器系の健康に
ビートパルプ配合。水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時間および腸内運動をサポート。

人工着色料人工保存料不使用
天然由来の保存料としてローズマリー抽出物を使用。
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スーパープレミアムシリーズ

サーモン　ジャガイモ
CHECK-CIRCLE サーモンの総含有量 36% - 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック -軟骨組織に働きかけ、大型犬種の子犬の健康な関節の発達をサポート。
CHECK-CIRCLE 高品質のタンパク質 - 健康な成長と筋肉の発達をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。

GA製品コード： LDP

キブルサイズ: (+/- 1mm)

20mm

7m
m

サーモン

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモン36%（鮮度の高いサーモン22%、乾燥サーモン13%、サーモングレービー1%）、ジャガイモ（22%）、大麦、オーツ麦、チキンファット、ジャガイモプロテイン、エンドウ豆、ビートパルプ（2%）、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、グルサミン（1キロ当たり355mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり355mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり250mg）
組成分析: 粗タンパク質 27%, 粗脂肪 15%, 粗繊維 2.5%, 粗灰分 5.5%

ラム　ライス
CHECK-CIRCLE ラムの総含有量 28% - 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。
CHECK-CIRCLE エネルギー源として - 素早くエネルギーとなる炭水化物と、ゆっくりエネルギーとなる炭水化物を組み合せることで、
持続的なエネルギー源を確保。

GA製品コード： LRC

キブルサイズ: (+/- 1mm)

12mm

8m
m

ラム

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ラム28%（乾燥ラム 26%、ラムグレービー 2%）、ライス（26%）、大麦、オーツ麦、ビール酵母、チキンファット、ビートパルプ（2%）、ミネラル、ビタミン、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）
組成分析: 粗タンパク質 22%, 粗脂肪 9.5%, 粗繊維 3%, 粗灰分 9%

子犬
用

子犬
用 -

 大型
犬

成犬
用

チキン　ライス
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量 38% - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 軟骨組織に働きかけ、子犬の健康な関節の発達をサポート。
CHECK-CIRCLE 高品質のタンパク質 - 健康な成長と筋肉の発達をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。 

GA製品コード： GPP

キブルサイズ: (+/- 1mm)

チキン

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
チキン38%（乾燥チキン 31%、チキンファット 5%、チキングレービー2%）、ライス（18%）、トウモロコシ、オーツ麦、ビートパルプ（5%）、乾燥魚、野菜ストック、放し飼いチキンから採れた鮮度の高い卵、ビール酵母、アマニ、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり530mg）フラクトオリゴ糖（1キロ当たり530mg）、ユッカエキス（1キロ当たり240mg）、グルコサミン（1キロ当たり90mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり90mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり60mg）
組成分析: 粗タンパク質 28%, 粗脂肪 13%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7.5%

8.5mm

8mm 

スーパープレミアムシリーズには、高品質のさまざまなタンパク源を使用したレシピがあります。このシリーズでは、犬の食物アレルギー源として一般的な、ビーフ、ポーク、小麦、小麦グルテン、乳製品、大豆を使用しない、低アレルギー性のレシピを取り揃えました。
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サーモン＋トラウト　ジャガイモItch-Eeze®配合
CHECK-CIRCLE 魚の総含有量45%- 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。
CHECK-CIRCLE Itch-Eeze® - さまざまなハーブをブレンドした成分で、かゆみやひっかき傷のある部位に働きかけます。

GA製品コード： FAX

キブルサイズ: (+/- 1mm)

サーモン トラウト

22mm

9m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

魚45%（鮮度の高いサーモン18%、乾燥サーモン8%、乾燥魚8%、鮮度の高いトラウト7%、サーモンオイル2%、サーモングレービー2%）、ジャガイモ（18%）、サツマイモ（18%）、エンドウ豆スターチ、ビートパルプ（3%）、アルファルファ、サンフラワーオイル、ミネラル、ビタミン、Itch-Eeze®（1キロ当たり2,645mg）
組成分析: 粗タンパク質 23%, 粗脂肪 12%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 8.5%

, チキン　ライス
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量 29%- 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE ユッカエキス - 天然の植物エキスで、排泄物の臭いを抑えると言われています。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に- 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

GA製品コード： CRC

キブルサイズ: (+/- 1mm)
チキン

13mm
13.5mm 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

チキン29%（乾燥チキン26%、チキンファット3%）、ライス（26%）、大麦、オーツ麦、ビートパルプ（2%）、乾燥魚、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）
組成分析: 粗タンパク質 24%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 5.5%

サーモン　ジャガイモ
CHECK-CIRCLE サーモンの総含有量 41% - 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時間および腸内
運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 皮膚と被毛に健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。
CHECK-CIRCLE  デリケートな消化器系に - 動物性タンパク源をサーモン1種類に限定した配合で、消化器官のデリケートな犬に最適。

GA製品コード： SAP

キブルサイズ: (+/- 1mm)

22mm

9m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

サーモン41%（鮮度の高いサーモン23%、乾燥サーモン13%、サーモンオイル3%、サーモングレービー2%）、ジャガイモ（24%）、オーツ麦、トウモロコシ（13%）、ビートパルプ（4%）、ミネラル、ビタミン
組成分析: 粗タンパク質 22%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7.5%

サーモン

ダック　ジャガイモ
CHECK-CIRCLE ダックの総含有量 36% - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時
間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE グレイン不使用 - ジャガイモ – グレインの代わりに、非常に消化のよい炭水化物であるジャガイモを使用。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

GA製品コード： DPT

キブルサイズ: (+/- 1mm)
ダック

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
ダック36%（乾燥ダック27%、ダックファット7%、ダックグレービー2%）、ジャガイモ（31%）、エンドウ豆、ビートパルプ（7%）、ビール酵母、アマニ、ミネラル、ビタミン
組成分析: 粗タンパク質 26%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 4%, 粗灰分 8%
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ターキー　ライス
 
CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量 27% - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です 。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - 動物性タンパク源をターキー1種類に限定したレシピで、消化器官のデリケートな犬に最適。
CHECK-CIRCLE 海藻を配合 - ミネラルおよび微量元素を豊富に含む海藻を使用。日々の健康な生活をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に- 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

GA製品コード： TRA

キブルサイズ: (+/- 1mm)
ターキー

14mm

7.5m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

乾燥ターキー27%、ライス（26%）、オーツ麦、大麦、チキンファット、アマニ、アルファルファ、ミネラル、ビタミン、乾燥海藻（0.5%）
組成分析: 粗タンパク質 24%, 粗脂肪 10%, 粗繊維 4%, 粗灰分 7%

チキン　ライス
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量 37% - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 軟骨組織に働きかけ、大型犬の健康な関節をサポートします。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時 間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 皮膚と被毛に健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

GA製品コード： PBN

キブルサイズ: (+/- 1mm)
チキン

20.5mm

9.5m
m 成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。

チキン37%（乾燥チキン29%、チキンファット7%、チキングレービー1%）、ライス（27%）、大麦、オーツ麦、ビートパルプ（2%）、ビール酵母、オメガ3サプリメント、ミネラル、ビタミン、グルコサミン（1キロ当たり355mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり335mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり250mg）
組成分析: 粗タンパク質 25%, 粗脂肪 14%, 粗繊維 3%, 粗灰分 6%

チキン　ライス
CHECK-CIRCLE チキンの総含有量 29％ - 信頼できる農家から調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に -チキンを使用し、消化器官のデリケートな犬にも消化しやすいレシピ。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時 間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に- 健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。

GA製品コード： CDS

キブルサイズ: (+/- 1mm)

チキン

8mm

4mm 
成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
チキン29%（乾燥チキン26%、チキンファット3%）、ライス（29%）、大麦、オーツ麦、ビートパルプ（2%）、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、ユッカエキス（1キロ当たり190mg）
組成分析: 粗タンパク質 24%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 3.5%, 粗灰分 6%

サーモン　ジャガイモ
CHECK-CIRCLE サーモンの総含有量 44%以上使用 - 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタ ンパク源です 。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通過時間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 皮膚と被毛に - 皮膚と被毛に健康な皮膚とつややかな被毛の維持をサポートする、オメガ3およびオメガ6配合。
CHECK-CIRCLEデリケートな消化器系に - 動物性タンパク源をサーモン1種類に限定したレシピで、消化器官のデリケートな犬に最適。

GA製品コード： NGS

キブルサイズ: (+/- 1mm)

8mm

4m
m

サーモン

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
サーモン44%（鮮度の高いサーモン23%、乾燥サーモン13%、サーモンオイル6%、サーモングレービー2%）、ジャガイモ（24%）、オーツ麦、トウモロコシ、ビートパルプ（4%）、ミネラル、ビタミン
組成分析: 粗タンパク質 22%, 粗脂肪 11%, 粗繊維 3%, 粗灰分 7.5%
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バッグの種類
グレインフリー用 グレインフリー用白フォイル スーパープレミアム用 ナチュラル用

バッグのサイズや種 類 については 、アカウントマネージャー までお問い合わせください。

フィッシュ　ライス
CHECK-CIRCLE 魚の総含有量を 20% - 信頼できるサプライヤーから調達した、非常に消化のよいタンパク源です。
CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - ビートパルプ：水溶性と不溶性の食物繊維を豊富に含み、正常な腸内通 過時間および腸内運動をサポート。
CHECK-CIRCLE 免疫システムに - 健康な免疫システムの維持を助けるビタミンとミネラルを含んでいます。
CHECK-CIRCLE 関節ケアパック - 軟骨組織に働きかけ、肥満犬／高齢犬の健康な関節をサポートします。
CHECK-CIRCLE 体重管理に - 成犬用の標準レシピより、脂肪分を15%抑えた配合。

GA製品コード： SEN

キブルサイズ: (+/- 1mm)
白身魚

11mm
11mm 

成分: 2019年11月に改訂。最新の製品ガイドをご確認ください。
玄米（22%）、乾燥魚（20%）、大麦、オーツ麦、白米（10%）、チキンファット、ビートパルプ（4%）、エンドウ豆ファイバー、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり190mg）グルコサミン（1キロ当たり180mg）、メチルスルフォニルメタン（1キロ当たり180mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり125mg）
組成分析: 粗タンパク質 21%, 粗脂肪 8%, 粗繊維 4%, 粗灰分 6.5%
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