
発注JAN 商品名　（全角カタカナ） 原材料 保証成分 原材料 保証成分

0064992201128 オリジン　キャット&キトゥン　３４０Ｇ

0064992201401 オリジン　キャット&キトゥン　１．８ＫＧ

0064992201135 オリジン　キャット&キトゥン　５．４５KG

発注JAN 商品名　（全角カタカナ） 原材料 保証成分 原材料 保証成分

0064992203122  オリジン　6フィッシュ　キャット　３４０Ｇ

0064992203405 オリジン　6フィッシュ　キャット　１．８KG

0064992203139 オリジン　6フィッシュ　キャット　５．４５KG

変更前 変更後

新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, 新鮮丸ごと大西洋

カレイ, 新鮮丸ごとアカディアンレッドフィッシュ, 新鮮大西洋アン

コウ, 新鮮丸ごとシルバーヘイク, 乾燥丸ごとサバ, 乾燥丸ごとニシン,

乾燥 アオギス, ニシン油, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン

豆, 丸ごと赤レンズ豆, 乾燥 スケトウダラ, 乾燥 アラスカポロック, ヒ

マワリ油, 丸ごとピント豆, 丸ごとヒヨコ豆, 天然魚風味, 丸ごとグ

リーンレンズ豆, 丸ごとイエローピース, ベニバナ油, レンズ豆繊維,

フリーズドライ タラレバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバター

ナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新

鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごと

リンゴ, 新鮮丸ごと梨,乾燥ケルプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 塩化

コリン, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール（天然酸化防

止剤）, 銅タンパク化合物, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アル

テア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥ラクトバチルスアシド

フィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラ

クトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.5 %

リン(以上) 1.3 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.3 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2.5 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 2.1 %

DHA / EPA (以上) 1.1 % / 0.65 %

新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮丸ごと大西洋ニシン、新鮮丸ごと大西

洋カレイ、新鮮丸ごとアカディアンレッドフィッシュ、新鮮丸ごと

大西洋アンコウ、新鮮丸ごとシルバーヘイク、乾燥丸ごとサバ、乾

燥丸ごとニシン、乾燥アオギス、アラスカンポロック油、丸ごと赤

レンズ豆、丸ごとピント豆、乾燥アラスカンスケトウダラ、乾燥ア

ラスカンポロック、丸ごとグリーンピース、丸ごとグリーンレンズ

豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとイエローピー

ス、ヒマワリ油、天然タラ風味、ベニバナ油、レンズ豆繊維、フ

リーズドライタラレバー、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバター

ナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラード

グリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸

ごと梨、カボチャの種、ヒマワリの種、乾燥ケルプ、塩化コリン、

亜鉛タンパク化合物、チアミン硝酸塩、リボフラビン、葉酸、銅タ

ンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア

根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシド

フィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥

ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.5 %

リン(以上) 1.3 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.3 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2.5 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 2 %

DHA / EPA (以上) 1.1 % / 0.65 %

総微生物*（以上） 100M CFU/lb

（ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティク

ス、

ラクトバチルスカゼイ）

変更前 ※青字：表記変更などの変更（新鮮、丸ごとなど）、赤字：原材料の追加・変更

新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵, 新鮮

丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏レバー, 新鮮七面鳥レバー, 新鮮丸ごと大西

洋ニシン, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, ディハイドレート鶏肉, ディ

ハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイド

レート鶏レバー, ディハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーン

ピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 新鮮チキンネック, 新鮮

鶏腎臓, 鶏肉脂肪, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, 天然鶏肉風

味, レンズ豆繊維, ニシン油, 粉砕鶏骨, 鶏軟骨, 七面鳥軟骨, 乾燥ケル

プ, フリーズドライ 鶏レバー, フリーズドライ七面鳥レバー, 新鮮丸ご

とカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮

ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜,新鮮

丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒ

マワリの種, 塩化コリン, 亜鉛タンパク化合物, 銅タンパク化合物,

ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）,チコリー根, ターメリッ

ク, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥 ラ

クトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス

発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.2 %

リン(以上) 1 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.2 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %

DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %

新鮮鶏肉、新鮮七面鳥肉、新鮮全卵、新鮮丸ごと大西洋カレイ、新

鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮丸ご

と大西洋ニシン、新鮮鶏心臓、新鮮七面鳥心臓、ディハイドレート

鶏肉、ディハイドレート七面鳥肉、ディハイドレートサバ、ディハ

イドレート鶏レバー、ディハイドレート卵、丸ごと赤レンズ豆、丸

ごとピント豆、鶏肉脂肪、新鮮チキンネック、新鮮鶏腎臓、丸ごと

グリーンピース、丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン

豆、丸ごとヒヨコ豆、天然鶏肉風味、アラスカンポロック油、粉砕

鶏骨、鶏軟骨、レンズ豆繊維、塩化コリン、新鮮丸ごとカボチャ、

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール

（天然酸化防止剤）、乾燥ケルプ、亜鉛タンパク化合物、フリーズ

ドライ鶏レバー、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新

鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごと

リンゴ、丸ごと梨、カボチャの種、ヒマワリの種、チアミン硝酸

塩、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、ア

ルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルス

アシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成

物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.4 %

リン（以上）/（以下） 1%/1.5%

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.2 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %

DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %

総微生物*（以上） 100M CFU/lb

（ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティク

ス、

ラクトバチルスカゼイ）



発注JAN 商品名　（全角カタカナ） 原材料 保証成分 原材料 保証成分

0064992202125 オリジン　レジオナルレッド　キャット　３４０Ｇ

0064992202408 オリジン　レジオナルレッド　キャット　１．８KG

0064992202132 オリジン　レジオナルレッド　キャット　５．４５KG

発注JAN 商品名　（全角カタカナ） 原材料 保証成分 原材料 保証成分

0064992283346 オリジン　ツンドラ　キャット　３４０Ｇ

0064992283186 オリジン　ツンドラ　キャット　１．８KG

0064992283544 オリジン　ツンドラ　キャット　５．４KG

変更前 変更後

新鮮ヤギ肉, 新鮮イノシシ肉, 新鮮鹿肉, 新鮮ホッキョクイワナ, 新鮮

鴨肉, 新鮮マトン肉, 新鮮ニジマス, 新鮮鴨レバー, 新鮮イノシシレ

バー, 新鮮イノシシ腎臓, 乾燥丸ごとサバ, 新鮮丸ごとイワシ, 乾燥 ラ

ム肉, 乾燥 マトン肉, 乾燥 スケトウダラ, 乾燥 アオギス, 鴨肉脂肪, 乾

燥丸ごとニシン, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごと

グリーンピース, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエローピース, 丸ごとピン

ト豆, レンズ豆繊維, 新鮮マトントライプ, ニシン油, 新鮮ヤギ心臓, 新

鮮ヤギ腎臓, 新鮮鹿心臓, 新鮮鹿レバー, 新鮮マトンレバー, 新鮮イノ

シシ心臓, 丸ごとシロインゲン豆, -フリーズドライ ヤギ肉, フリーズ

ドライ 鹿レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスク

ワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとパースニップ, 新鮮丸ご

とニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごとバートレット梨, 新鮮ケー

ル, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 乾燥ブラウン ケ

ルプ, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 塩化コリン,

亜鉛キレート, ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）, 銅キ

レート, チコリー根, ターメリック根, オオアザミ, ゴボウ, ラベン

ダー, アルテア根, ローズヒップ, 乾燥 エンテロコッカスフェシウム発

酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.9 %

リン(以上) 1.4 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.2 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2.4 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 1 %

DHA / EPA (以上) 0.3 % / 0.2 %

新鮮ヤギ肉、新鮮イノシシ肉、新鮮丸ごとホッキョクイワナ、新鮮

鹿肉、新鮮ニジマス、新鮮鴨肉、新鮮鴨レバー、新鮮マトン肉、乾

燥丸ごとイワシ、新鮮マトンレバー、乾燥ラム肉、乾燥鴨肉、乾燥

アラスカンスケトウダラ、乾燥マトン肉、乾燥アオギス、乾燥丸ご

とニシン、乾燥丸ごとサバ、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとグリーンレ

ンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとグリーンピース、丸ごとヒヨコ

豆、レンズ豆繊維、新鮮イノシシレバー、鴨肉脂肪、天然魚風味、

丸ごとシロインゲン豆、丸ごとイエローピース、アラスカンポロッ

ク油、ヤギ軟骨、新鮮ヤギレバー、新鮮ヤギトライプ、新鮮マトン

トライプ、新鮮イノシシ腎臓、新鮮鹿レバー、新鮮鹿心臓、新鮮イ

ノシシ心臓、新鮮ヤギ心臓、塩化コリン、乾燥ケルプ、フリーズド

ライヤギレバー、フリーズドライ鹿レバー、新鮮丸ごとカボチャ、

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール

（天然酸化防止剤）、亜鉛タンパク化合物、丸ごとズッキーニ、丸

ごとパースニップ、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと

梨、新鮮ケール、新鮮ホウレン草の葉、新鮮ビートの葉、新鮮カブ

ラ菜、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、チアミ

ン硝酸塩、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック根、オオ

アザミ、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ、

乾燥エンテロコッカスフェシウム発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.9 %

リン(以上) 1.4 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.1 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2.4 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 1 %

DHA / EPA (以上) 0.3 % / 0.2 %

総微生物*（以上） 100M CFU/lb

（ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティク

ス、

ラクトバチルスカゼイ）

変更前 変更後

新鮮アンガスビーフ, 新鮮イノシシ肉, 新鮮ヤギ肉, 新鮮ラム肉, 新鮮

ラムレバー, 新鮮牛レバー, 新鮮牛トライプ, 新鮮イノシシレバー, 新

鮮マトン肉, 新鮮牛心臓, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮ヘリテージ豚肉,

乾燥ヤギ肉, 乾燥 イノシシ肉, 乾燥 ラム肉, 乾燥丸ごとサバ, 丸ごとグ

リーンピース, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, 新鮮牛腎臓, 新鮮

豚レバー,乾燥牛肉, 乾燥 マトン肉, 牛肉脂肪, 乾燥丸ごとニシン, 丸ご

とイエローピース, 丸ごとヒヨコ豆, 新鮮豚心臓, 新鮮豚腎臓, 天然豚

肉風味, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとシロインゲン豆, ニシン油,

新鮮ラムトライプ, レンズ豆繊維, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバ

ターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラシ菜,

新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ご

とリンゴ,新鮮丸ごと梨, 乾燥ケルプ, フリーズドライ 牛レバー, フ

リーズドライ 牛トライプ, フリーズドライ ラムレバー, フリーズドラ

イ ラムトライプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物,

ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）, チコリー根, ターメ

リック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥

ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティク

ス発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.9 %

リン(以上) 1.4 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.2 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 1.2 %

DHA / EPA (以上) 0.45 % / 0.25 %

新鮮アンガスビーフ、新鮮イノシシ肉、新鮮ヤギ肉、新鮮ラム肉、

新鮮ラムレバー、新鮮牛レバー、新鮮牛トライプ、新鮮イノシシレ

バー、新鮮マトン肉、新鮮牛心臓、新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮ヘ

リテッジ豚肉、乾燥ヤギ肉、乾燥牛肉、乾燥ラム肉、乾燥丸ごとサ

バ、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、新鮮牛腎臓、新鮮豚レ

バー、乾燥マトン肉、乾燥アラスカンスケトウダラ、牛肉脂肪、乾

燥丸ごとニシン、天然豚肉風味、丸ごとグリーンピース、丸ごとグ

リーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、新鮮豚

心臓、新鮮豚腎臓、アラスカンポロック油、新鮮ラムトライプ、レ

ンズ豆繊維、イノシシ軟骨、牛軟骨、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸

ごとバターナッツスクワッシュ、塩化コリン、ミックストコフェ

ロール（天然酸化防止剤）、乾燥ケルプ、亜鉛タンパク化合物、新

鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリー

ン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと

梨、フリーズドライ牛レバー、フリーズドライ牛トライプ、フリー

ズドライラムレバー、フリーズドライラムトライプ、カボチャの

種、ヒマワリの種、チアミン硝酸塩、チコリー根、ターメリック、

サルサ根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラ

クトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティク

ス発酵生成物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 40 %

粗脂肪(以上) 20 %

粗繊維(以下) 3 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.9 %

リン(以上) 1.4 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

タウリン(以上) 0.2 %

オメガ6脂肪酸*(以上) 2 %

オメガ3脂肪酸*(以上) 1.2 %

DHA / EPA (以上) 0.45 % / 0.25 %

総微生物*（以上） 100M CFU/lb

（ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティク

ス、

ラクトバチルスカゼイ）



発注JAN 商品名　（全角カタカナ） 原材料 保証成分 原材料 保証成分

0064992204129 オリジン　フィット＆トリム　キャット　３４０Ｇ

0064992204402 オリジン　フィット＆トリム　キャット　１．８KG

0064992204136 オリジン　フィット＆トリム　キャット　５．４５KG

変更前 変更後

新鮮鶏肉、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮七面鳥肉、新鮮

全卵、アブラガレイ、新鮮七面鳥心臓、新鮮丸ごと大西洋ニシン、

新鮮鶏心臓、新鮮タラレバー、ディハイドレート鶏レバー、ディハ

イドレート七面鳥レバー、ディハイドレートイワシ、ディハイド

レート鶏肉、ディハイドレート七面鳥肉、ディハイドレートニシ

ン、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとグリーンピース、

丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとシロインゲン

豆、天然鶏肉風味、リンゴ繊維、レンズ豆繊維、丸ごとイエロー

ピース、ディハイドレートカボチャ、ディハイドレートバターナッ

ツスクワッシュ、鶏軟骨、乾燥ケルプ、フリーズドライ鶏レバー、

フリーズドライ七面鳥レバー、フリーズドライタラレバー、新鮮丸

ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮ケー

ル、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮

カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとレッドデリシャスリンゴ、

丸ごとバートレット梨、カボチャの種、ヒマワリの種、塩化コリ

ン、亜鉛タンパク化合物、ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）、チアミン硝酸塩、チコリー根、ターメリック、サルサ根、ア

ルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、ドライラクトバチル

スアシドフィルス菌発酵生成物、ドライプロバイオティクス発酵生

成物、ドライラクトバチルスカゼイ発酵生成物

粗たんぱく質(以上) 44 %

粗脂肪(以上) 15 %

粗繊維(以下) 6 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上)1.8 %

リン(以上) 1.5 %

マグネシウム(以下)0.1%

タウリン(以上) 0.2 %

DHA / EPA (以上) 0.15 % / 0.15 %

オメガ6/3　脂肪酸*(以上) 3 % / 1.2 %

L-カルニチン 56 mg/kg

新鮮鶏肉、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮七面鳥肉、新鮮

全卵、新鮮丸ごとカレイ、新鮮七面鳥心臓、新鮮丸ごと大西洋ニシ

ン、新鮮鶏心臓、新鮮タラレバー、ディハイドレート鶏レバー、

ディハイドレート全卵、ディハイドレートイワシ、ディハイドレー

ト鶏肉、ディハイドレート七面鳥肉、ディハイドレートニシン、丸

ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとグリーンピース、丸ごと

グリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、天然

タラ風味、乾燥カボチャ、レンズ豆繊維、鶏肉脂肪、鶏軟骨、七面

鳥軟骨、ディハイドレートニンジン、ディハイドレートバターナッ

ツスクワッシュ、塩化コリン、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバ

ターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）、亜鉛タンパク化合物、乾燥ケルプ、フリーズドライ鶏レ

バー、フリーズドライ七面鳥レバー、フリーズドライタラレバー、

新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリー

ン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとレッドデリシャス

リンゴ、丸ごとバートレット梨、カボチャの種、ヒマワリの種、銅

タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア

根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシド

フィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥

ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

粗たんぱく質(以上) 44 %

粗脂肪(以上) 15 %

粗繊維(以下) 6 %

水分（以下） 10 %

カルシウム(以上) 1.8 %

リン(以上) 1.5 %

タウリン(以上) 0.1 %

DHA / EPA (以上) 0.15 % / 0.15 %

オメガ6/3 脂肪酸*(以上) 3 % / 1.2 %

マグネシウム（以下） 0.1 %

L-カルニチン 56 mg/kg

総微生物*（以上） 100M CFU/lb

（ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティク

ス、

ラクトバチルスカゼイ）


