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子猫用
子猫の成長はとても早く、生後6カ月以内に成猫のおよ
そ75%の体重になります。この急激な成長にあわせた適
切な食事を与えることは、子猫から健康な成猫へと成長
するために大変重要です。
当社が提供する子猫用のレシピは子猫の成長に必要な
バランスの取れた栄養を含み、代謝性エネルギーも高
めに設定されています。また、筋肉の成長を促すタンパ
ク質や必須アミノ酸を豊富に含み、免疫システムをサポ
ートするビタミンEも配合されています。キブルも子猫が
食べやすい、小さめのサイズになっています。

グレインフリーシリーズ チキン＋サーモン サツマイモ

成長段階に合わせたレシピ

製品コード: GFW

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。
チキンとサーモン 75%（鮮度の高いチキン20%、乾燥チキン 19%、鮮度の高いサーモン17%、乾燥サーモン10%、チキンファット5%、チキンストック2%、サーモンオイル2%）、サツマイモ（21%）、ジャガイモ、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、乾燥ニンジン、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり190mg）
組成分析: 粗タンパク質 38%, 粗脂肪18%, 粗繊維 2%, 粗灰分 8%

グレインフリーシリーズ ターキー  サツマイモ製品コード: GFU

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。
ターキー 60%（鮮度の高いターキー 46%、乾燥ターキー 14%）、サツマイモ （27%）、ジャガイモプロテイン、ジャガイモ、ポールトリーストック、エンドウマメプロテイン、オメガ3サプリメント、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、乾燥クランベリー、乾燥ニンジン、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり190 mg）
組成分析: 粗タンパク質 32%, 粗脂肪15.5%, 粗繊維 2.5%, 粗灰分 8%

子猫
用 チキン

ターキー

成猫用
生後12カ月を過ぎた猫には、毎日の健康と健やかな生
活をサポートし、成猫期を通して必要な栄養をすべて含
む、成猫用に配合され、バランスの取れた食事が必要で
す。猫は犬と違ってすべてのアミノ酸を体内で合成するこ
とができません。健康を維持するためには、食事からアミ
ノ酸を摂取することが不可欠です。
当社の成猫用レシピは、高品質のタンパク源を使用して
いるだけでなく、心臓や視覚機能をサポートする必須ア
ミノ酸であるタウリンやビタミンA、健康な皮膚とつやや
かな被毛を維持するオメガ3が配合されています。猫が
健康的な生活を送るために必要なものをすべて含んで
おり、安心して利用できるレシピです。

シニア猫用
猫は7歳以上になると運動量が減り、室内で過ごす
時間が増えます。また新陳代謝が低くなるため、必要
な栄養が変化します。
当社のシニア猫用のレシピは高品質のタンパク質を使
用、カロリーを抑え、L-カルニチンを配合しています。　
これにより最適な体重、健康で無駄のない筋肉の維持
をサポートします。また関節ケアパックを配合している
ため、老化した関節をサポートし、関節の動きを維持し
ます。高齢期の健康サポートと、美味しさを両立したレ
シピはシニア猫に最適です。
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成猫
用

CHECK-CIRCLE チキンとサーモンの総含有量75% - 必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、健康な筋肉の成長を助けます。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高い動物性タンパク源を26%以上使用 - 非常に消化が良く、嗜好性の高いタンパク源で、子猫に最適です。

CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが、健康な心臓と視覚機能をサポートします。
CHECK-CIRCLE 排泄物の臭いを軽減 - ユッカを配合し、排泄物の臭いを抑えます

CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量60% -  必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを26%以上使用
CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが、健康な心臓と視覚機能をサポートします。

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配合。
CHECK-CIRCLE 免疫機能のサポート - 免疫機能をサポートするビタミンE配合。
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グレインフリーシリーズ サーモン  サツマイモ製品コード: GFV

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39% 、乾燥サーモン21%）、サツマイモ（30%）、サンフラワーオイル、ジャガイモ、ビール酵母、オリーブオイル、フィッシュストック、ジャガイモプロテイン、エンドウマメプロテイン、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント、乾燥ニンジン、乾燥アスパラガス、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり190 mg）
組成分析: 粗タンパク質 32%, 粗脂肪15.5%, 粗繊維 2.5%, 粗灰分 8%

成猫
用

ナチュラルシリーズ  ターキー  ライス製品コード: CPN

キブルサイズ: (+/- 1mm)

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 46%（乾燥ターキー 29%、ターキーファット12%、鮮度の高いターキー 5%）、白米（21%）、玄米（14%）、プレーリーミール、ポテトプロテイン、チキンストック、トマトポマース、オメガ3サプリメント（0.7%）、ミネラル、ビタミン、塩、海藻、チコリ（0.3%）、乾燥ニンジン、乾燥クランベリー、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり200 mg）
組成分析: 粗タンパク質 31%, 粗脂肪19%, 粗繊維 1.5%, 粗灰分 8%

ナチュラルシリーズ  フィッシュ  ライス製品コード: CFN

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。
フィッシュ38%（乾燥フィッシュ28%、鮮度の高いフィッシュ4%、サーモンオイル4%、フィッシュストック2%）、白米（22%）、玄米（16%）、サンフラワーオイル、プレーリーミール、トマトポマース、ジャガイモプロテイン、ミネラル、ビタミン、塩、海藻、チコリ（0.3%）、乾燥ニンジン、乾燥クランベリー、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり200mg）
組成分析: 粗タンパク質 32%, 粗脂肪19%, 粗繊維 1.5%, 粗灰分 9%
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ナチュラルシリーズ  ダック  ライス製品コード: CDN

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 43%（乾燥ダック28%、ダックファット10%、鮮度の高いダック 5%）、白米（23%）、玄米（15%）、プレーリーミール、ポテトプロテイン、チキンストック、トマトポマース、ミネラル、ビタミン、オメガ3サプリメント（0.7%）、塩、海藻、チコリ（0.3%）、乾燥ニンジン、乾燥クランベリー、ユッカシジゲラエキス（1キロ当たり200mg）
組成分析: 粗タンパク質 31%, 粗脂肪18%, 粗繊維 2%, 粗灰分 8%
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CHECK-CIRCLE サーモンの総含有量60％ - 必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンを26%以上使用
CHECK-CIRCLE 免疫機能のサポート - 免疫機能をサポートするビタミンE配合。

CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが、健康な心臓と視覚機能をサポートします。
CHECK-CIRCLE 排泄物の臭いを軽減 - ユッカを配合し、排泄物の臭いを抑えます。

CHECK-CIRCLE ダックの総含有量43% - 低脂肪で栄養価の高いタンパク源であると同時に、健康維持に重要とい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5%使用 - 非常に消化が良く、嗜好性の高いタンパク源で、猫に最適です。

CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - チコリエキスが健康的な腸内細菌の成長を促し、消化をサポートします。
CHECK-CIRCLE 排泄物の臭いを軽減 - ユッカを配合し、排泄物の臭いを抑えます。

CHECK-CIRCLE ターキーの総含有量46% - 必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いターキーを5%使用
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - チコリエキスが健康的な腸内細菌の成長を促し、消化をサポートします。

CHECK-CIRCLE 排泄物の臭いを軽減 - ユッカを配合し、排泄物の臭いを抑えます。
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配合。

CHECK-CIRCLE フィッシュの総含有量38% -必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします。
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いフィッシュを4%使用
CHECK-CIRCLE デリケートな消化器系に - チコリエキスが健康的な腸内細菌の成長を促し、消化をサポートします。

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配合。
CHECK-CIRCLE 人工着色料、香味剤、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と、ミックストコフェロール使用。

キブルサイズ: (+/- 1mm)



スーパープレミアムシリーズ  チキン  ライス 製品コード: PCG

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 50%（乾燥チキン 38%、チキンファット 10%、チキングレービー2%）、ライス（21%）、トウモロコシ、ビートパルプ（4%）、乾燥卵、ビール酵母、オメガ3サプリメント、セルロース（0.5%）、ミネラル、ビタミン、塩、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり480 mg）、 マンナンオリゴ糖（1キロ当たり120 mg）
組成分析: 粗タンパク質 30%, 粗脂肪16%, 粗繊維 2%, 粗灰分 7.5%

スーパープレミアムシリーズ  サーモン＋ チキン ライス製品コード: NPC

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。
魚とチキン60%（鮮度の高いサーモン26%、乾燥チキン 22%、チキンファット8%、サーモンオイル2%、フィッシュグレービー2%）、トウモロコシ、ライス（12%）、ビートパルプ（4%）、乾燥卵、ビール酵母、ミネラル、ビタミン、セルロース（0.5%）、塩、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり480mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり120mg）
組成分析: 粗タンパク質 30%, 粗脂肪17%, 粗繊維 2%, 粗灰分 7%

製品コード: PCQ

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。
チキンと魚 40%（乾燥チキン 26%、チキンファット 7%、鮮度の高いサーモン4%、チキングレービー2%、サーモンオイル1%）、トウモロコシ、小麦粉、プレーリーミール、ライス（10%）、ビートパルプ（4%）、ビール酵母、乾燥卵、セルロース（0.5%）、ミネラル、ビタミン、塩、フラクトオリゴ糖（ 1キロ当たり480mg）、グルコサミン（1キロ当たり355mg）、メチルサルフォニルメタン（1キロ当たり355mg）、コンドロイチン硫酸（1キロ当たり250mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり120mg）
組成分析: 粗タンパク質 31%, 粗脂肪13.5%, 粗繊維 2%, 粗灰分 7%

成猫
用

成猫
用

シニ
ア猫

用
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サーモン

チキン フィッシュ

スーパープレミアムシリーズチキン+フィッシュ　ライス製品コード: PKG

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。
チキンと魚 40%（乾燥チキン 21%、チキンファット 10%、乾燥魚4%、サーモンオイル3%、チキングレービー 2%）、トウモロコシ、プレーリーミール、ライス（13%）、ビートパルプ（4%）、乾燥卵、アマニ、ビール酵母、セルロース（0.5%）、ミネラル、ビタミン、塩、フラクトオリゴ糖（1キロ当たり480mg）、マンナンオリゴ糖（1キロ当たり120mg）
組成分析: 粗タンパク質 31%, 粗脂肪18%, 粗繊維 2%, 粗灰分 7%

子猫
用 チキン フィッシュ

9mm

4mm 

CHECK-CIRCLE チキンとフィッシュの総含有量40%　-　必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、健康な筋肉の成長を助けます。
CHECK-CIRCLE 複数のタンパク源　-　子猫の時にから複数のタンパク源を摂取することで、成長時のタンパク質不耐症が軽減されることがあります。

CHECK-CIRCLE ヘルシーな消化器系に - プレバイオティクスMOSとFOSがヘルシーな腸内細菌の成長を促し、消化を助けます。
CHECK-CIRCLE 免疫システムのサポート - ビタミンEを含み、免疫機能をサポートします。

CHECK-CIRCLE チキンの総含有量50% - 必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします
CHECK-CIRCLE 毛玉ケア - 不溶性繊維のセルロースとビートパルプを配合、毛玉の減少をサポートします。
CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが健康な心臓と視覚機能をサポートします。

CHECK-CIRCLE ヘルシーな消化器系に - プレバイオティクスMOSとFOSが腸内細菌の成長を促し、消化をサポートします。
CHECK-CIRCLE 排泄 - 食物繊維が豊富なビートパルプを含み、腸運動機能、健康な便の形成をサポートします。

CHECK-CIRCLE 魚とチキンの総含有量60%
CHECK-CIRCLE 鮮度の高いサーモンを26%使用 - 非常に消化が良く、嗜好性の高いタンパク源で、猫に最適です。
CHECK-CIRCLE 毛玉ケア - 不溶性繊維のセルロースとビートパルプを配合、毛玉の減少をサポートします。

CHECK-CIRCLE 消化器系の健康に - プレバイオティクスMOSとFOSが腸内細菌の成長を促し、消化をサポートします。
CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが、健康な心臓と視覚機能をサポートします。

CHECK-CIRCLE チキンと魚の総含有量40% - 必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、毎日の健康をサポートします
CHECK-CIRCLE 心臓と視覚機能の健康 - タウリンとビタミンAが健康な心臓と視覚機能をサポートします。
CHECK-CIRCLE 毛玉ケア - 不溶性繊維のセルロースとビートパルプを配合、毛玉の減少をサポートします。

CHECK-CIRCLE 関節ケア - グルコサミン、コンドロイチン硫酸、メチルサルフォニルメタンが関節と可動性をサポートします。
CHECK-CIRCLE 体重管理 - 脂肪の含有量を抑え、L-カルニチンを配合。シニア猫や肥満気味の猫の体重管理をサポートします

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。

スーパープレミアムシリーズチキン+フィッシュ　ライス


