
ACANA ヘリテージシリーズ　新旧一覧表

商品名

旧/新

3a821ビタミンB1:25mg

3a841ビタミンB5:8mg

3a831ビタミンB6:7.5mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU.

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン(コリン):700mg

3b606(亜鉛:75mg)

3b406(銅(II):5.5mg)

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

3a672aビタミンA:7500IU

3a671ビタミンD3:1000IU

3a700ビタミンE:100IU

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール
クエン酸:40mg

添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物の亜鉛キレート:100mg
ローズマリーエキス:80mg

オオアザミ ゴボウ

ゴボウ ラベンダー

ラベンダー マシュマロルート

マシュマロルート

新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー

チコリールート ターメリック

ターメリック オオアザミ

フリーズドライ鶏レバー 新鮮ビートの葉

フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとクランベリー

新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとブルーベリー

新鮮丸ごとニンジン 新鮮ケール

新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ホウレン草

新鮮バートレット梨 新鮮カブラ菜

新鮮ホウレン草 新鮮丸ごと洋梨

新鮮カラシ菜 新鮮丸ごとズッキーニ

新鮮カブラ菜 乾燥チコリールート

新鮮バターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ

新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとニンジン

新鮮ケール 新鮮丸ごとリンゴ

鶏軟骨(1%) 生七面鳥レバー(0.5%)

乾燥ブラウンケルプ 乾燥ケルプ

新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとカボチャ

緑レンズ豆 丸ごとイエローピース

丸ごとイエローピース エンドウ豆スターチ

鶏脂肪(1%) 鶏脂肪(1%)

ニシン油(2%) フィッシュオイル(3%)

日干しアルファルファ(2%) 丸ごとヒヨコ豆

フィールドビーンズ(2%) 丸ごと緑レンズ豆

エンドウ豆繊維 エンドウ豆繊維

新鮮全卵(4%) 卵(4%)

新鮮丸ごとカレイ(4%) 生カレイ(4%)

丸ごとグリーンピース 乾燥七面鳥肉(6%)

新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(4%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(5%)

ニシンミール(4%) 乾燥ニシン(4%)

鶏肉ミール(15%) 乾燥鶏肉(18.5%)

七面鳥肉ミール(14%) 丸ごと赤レンズ豆

赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース

アカナ　シニアレシピ

旧 新

新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(19%)

3a700ビタミンE:50IU.

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

3a831ビタミンB6:7.5mg

3a672aビタミンA:3750IU

3a671ビタミンD3:500IU

3b406(銅(II):11mg)

3a821ビタミンB1:25mg

3a841ビタミンB5:8mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU.
ローズマリーエキス:80mg

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン(コリン):700mg

3b606(亜鉛:112.5mg)

マシュマロルート マシュマロルート

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物亜鉛キレート:100mg
クエン酸:40mg

オオアザミ オオアザミ

ゴボウ ゴボウ

ラベンダー ラベンダー

新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー

チコリールート 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー

ターメリック ターメリック

フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜

フリーズドライ七面鳥肉 新鮮ビートの葉

新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー

新鮮丸ごとニンジン 乾燥チコリールート

新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ケール

新鮮バートレット梨 新鮮ホウレン草

新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとリンゴ

新鮮カラシ菜 新鮮丸ごと洋梨

新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとズッキーニ

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとカボチャ

新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ

新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン

新鮮鶏軟骨(2%) 生七面鳥レバー(1%)

乾燥ブラウンケルプ 塩

新鮮丸ごとカボチャ 乾燥ケルプ

フィールドビーンズ(2%) 丸ごとイエローピース

丸ごとイエローピース エンドウ豆繊維

エンドウ豆繊維 エンドウ豆スターチ

ニシン油(2%) フィッシュオイル(3%)

日干しアルファルファ(2%) 丸ごと緑レンズ豆

緑レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆

新鮮全卵(4%) 卵(4%)

新鮮丸ごとカレイ(4%) 生カレイ(4%)

ニシンミール(3%) 乾燥ニシン(4%)

丸ごとグリーンピース 新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(7%)

新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(7%) 鶏脂肪(7%)

鶏脂肪(7%) 乾燥七面鳥肉(4%)

鶏肉ミール(13%) 乾燥鶏肉(18%)

七面鳥肉ミール(12%) 丸ごと赤レンズ豆

赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース

アカナ　パピースモールブリードレシピ

旧 新

新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(18%)

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

ビタミンE:75IU 3a700ビタミンE:100IU 3a700ビタミンE:100IU

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

3a700ビタミンE:115IU.

※以下は変更ありません。

　・粒の大きさや形

　・成分値、カロリー

　・価格

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB104152.2x10^6CFU.

原材料

3a700ビタミンE:115IU 3a671ビタミンD3:250IU 3a671ビタミンD3:750IU 3a671ビタミンD3:1000IU

新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(20.5%)

3a831ビタミンB6:7.5mg

3a672aビタミンA:7500IU

3a671ビタミンD3:1000IU

3a671ビタミンD3:250IU 3a672aビタミンA:1875IU 3a672aビタミンA:5625IU 3a672aビタミンA:7500IU

3a672aビタミンA:1875IU 3a831ビタミンB6:7.5mg 3a831ビタミンB6:7.5mg 3a831ビタミンB6:7.5mg

3a821ビタミンB1:25mg

3b831ビタミンB6:7.5mg 3a841ビタミンB5:8mg 3a841ビタミンB5:8mg 3a841ビタミンB5:8mg 3a841ビタミンB5:8mg

3a841ビタミンB5:8mg 3a821ビタミンB1:25mg 3a821ビタミンB1:25mg 3a821ビタミンB1:25mg

3b606(亜鉛:112.5mg)

3a821ビタミンB1:25mg 3b406(銅(II):11mg) 3b406(銅(II):11mg) 3b406(銅(II):11mg) 3b406(銅(II):11mg)

3b406(銅(II):11mg) 3b606(亜鉛:75mg) 3b606(亜鉛:112.5mg) 3b606(亜鉛:112.5mg)

ローズマリーエキス:80mg

3b606(亜鉛:75mg)
添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン:700mg

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン:700mg

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン(コリン):700mg

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン(コリン):700mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ム菌NCIMB10415:600x10^6CFU.

添加栄養素(1kgあたり):3a890塩化コ

リン(コリン):700mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ム菌NCIMB10415:600x10^6CFU.
ローズマリーエキス:80mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ム菌NCIMB10415:600x10^6CFU.
ローズマリーエキス:80mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ム菌NCIMB10415:600x10^6CFU.
ローズマリーエキス:80mg

添加腸球菌:エンテロコッカスフェシウ

ム菌NCIMB10415:600x10^6CFU.

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

アミノ酸水和物亜鉛キレート:100mg ローズマリーエキス:80mg
添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物の亜鉛キレート:100mg
クエン酸:40mg

添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物の亜鉛キレート:100mg
クエン酸:40mg

添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物の亜鉛キレート:100mg
クエン酸:40mg

添加栄養素(1kgあたり):アミノ酸水和

物亜鉛キレート:100mg
クエン酸:40mg

ローズヒップ添加栄養素(1kg):天然成

分から抽出したトコフェロール
クエン酸:40mg

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール

ローズヒップ酸化防止剤:植物油から抽

出したトコフェロール:121mg

ローズヒップ酸化防止剤:天然成分から

抽出したトコフェロール

ラベンダー

マシュマロルート
ターメリック酸化防止剤：植物油から

抽出したトコフェロール：121mg
マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート マシュマロルート

ラベンダー ローズヒップ ラベンダー ラベンダー ラベンダー ラベンダー ラベンダー ラベンダー ラベンダー

オオアザミ

ゴボウ オオアザミ ゴボウ ゴボウ ゴボウ ゴボウ ゴボウ ゴボウ ゴボウ ゴボウ

オオアザミ マシュマロルート オオアザミ オオアザミ オオアザミ オオアザミ オオアザミ オオアザミ オオアザミ

新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー

ターメリック ラベンダー ターメリック ターメリック ターメリック ターメリック ターメリック ターメリック ターメリック ターメリック

チコリールート ゴボウ チコリールート 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー チコリールート 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー チコリールート 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー チコリールート

新鮮丸ごとクランベリー

新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとブルーベリー

新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとクランベリー

新鮮カブラ菜

フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとブルーベリー フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮ビートの葉 フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮ビートの葉 フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮ビートの葉 フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮ビートの葉

フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜 フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜 フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜 フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜 フリーズドライ鶏レバー

新鮮ケール

新鮮丸ごと洋梨 新鮮ホウレン草 新鮮バートレット梨 新鮮ホウレン草 新鮮バートレット梨 新鮮ホウレン草 新鮮バートレット梨 新鮮ホウレン草 新鮮バートレット梨 新鮮ホウレン草

新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ケール 新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ケール 新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ケール 新鮮レッドデリシャスリンゴ 新鮮ケール 新鮮レッドデリシャスリンゴ

新鮮丸ごとズッキーニ

新鮮丸ごとニンジン 新鮮ビートの葉 新鮮丸ごとニンジン 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとニンジン 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとニンジン 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとニンジン 乾燥チコリールート

新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮カブラ菜

新鮮丸ごとリンゴ

新鮮カラシ菜 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮カラシ菜 新鮮丸ごと洋梨 新鮮カラシ菜 新鮮丸ごと洋梨 新鮮カラシ菜 新鮮丸ごと洋梨 新鮮カラシ菜 新鮮丸ごと洋梨

新鮮ホウレン草 新鮮丸ごと洋梨 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮ホウレン草

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ

新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン 新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン 新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン 新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン 新鮮ケール 新鮮丸ごとニンジン

新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとパースニップ

乾燥ケルプ

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 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 新鮮丸ごとカボチャ

新鮮丸ごとカボチャ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとカボチャ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとカボチャ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとカボチャ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとカボチャ

生七面鳥レバー(1%)

乾燥ブラウンケルプ 塩 乾燥ブラウンケルプ 塩 乾燥ブラウンケルプ 塩 乾燥ブラウンケルプ 塩 乾燥ブラウンケルプ 塩

新鮮鶏軟骨(2%) 生七面鳥レバー(0.5%) 新鮮鶏軟骨(1%) 生七面鳥レバー(0.5%) 新鮮鶏軟骨(2%) 生七面鳥レバー(0.5%) 新鮮鶏軟骨(1%) 生七面鳥レバー(0.5%) 新鮮鶏軟骨(2%)

エンドウ豆繊維

エンドウ豆繊維 エンドウ豆スターチ エンドウ豆繊維 エンドウ豆スターチ エンドウ豆繊維 エンドウ豆スターチ ニシン油(1%) フィッシュオイル(1%) エンドウ豆繊維 エンドウ豆スターチ

日干しアルファルファ(3%) エンドウ豆繊維 丸ごとイエローピース エンドウ豆繊維 丸ごとイエローピース エンドウ豆繊維 鶏脂肪(1%) 鶏脂肪(1%) 丸ごとイエローピース

丸ごとヒヨコ豆

ニシン油(3%) 丸ごとイエローピース 緑レンズ豆(2%) 丸ごとイエローピース 緑レンズ豆 丸ごとイエローピース 丸ごとイエローピース エンドウ豆スターチ フィールドビーンズ(2%) 丸ごとイエローピース

新鮮丸ごとカレイ(4%) 丸ごと緑レンズ豆 日干しアルファルファ(2%) 丸ごと緑レンズ豆 日干しアルファルファ 丸ごと緑レンズ豆 緑レンズ豆 丸ごとイエローピース 緑レンズ豆

フィッシュオイル(3%)

新鮮全卵(4%) フィッシュオイル(3%) ニシン油(2%) フィッシュオイル(4%) 鶏脂肪(3%) 鶏脂肪(2.5%) フィールドビーンズ(4%) 丸ごと緑レンズ豆 日干しアルファルファ(2%) 丸ごと緑レンズ豆

丸ごとイエローピース(4%) 生カレイ(4%) 新鮮丸ごとカレイ(4%) 生カレイ(4%) ニシン油(3%) フィッシュオイル(3%) 日干しアルファルファ(4%) 丸ごとヒヨコ豆 ニシン油(3%)

生カレイ(4%)

緑レンズ豆(5%) 卵(4%) 新鮮全卵(4%) 卵(4%) 新鮮丸ごとカレイ(4%) 生カレイ(4%) 新鮮丸ごとカレイ(4%) 生カレイ(4%) ニシンミール(3%) 乾燥ニシン(4%)

鶏脂肪(5%) 乾燥七面鳥肉(5%) ニシンミール(4%) 乾燥ニシン(4%) 新鮮全卵(4%) 卵(4%) 新鮮全卵(4%) 卵(4%) 新鮮丸ごとカレイ(4%)

乾燥七面鳥肉(4%)

ニシンミール(5%) 鶏脂肪(5%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(4%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(4%) ニシンミール(4%) 乾燥ニシン(4%) ニシンミール(5%) 乾燥ニシン(4%) 新鮮全卵(4%) 卵(4%)

新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(6%) 乾燥ニシン(5%) 鶏脂肪(5%) 鶏脂肪(4%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(4%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(4%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(5%) 乾燥七面鳥肉(5%) 鶏脂肪(6%)

新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(7%)

フィールドビーンズ(8%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓)(5.5%) フィールドビーンズ 乾燥七面鳥肉(4.5%) フィールドビーンズ 丸ごとヒヨコ豆 エンドウ豆繊維 新鮮鶏内臓(レバー、心臓)(5%) 新鮮鶏内臓(レバー,心臓,腎臓)(6%) 鶏脂肪(7%)

丸ごとグリーンピース(9%) 丸ごとヒヨコ豆 丸ごとグリーンピース 丸ごとヒヨコ豆 丸ごとグリーンピース(8%) 乾燥七面鳥肉(6%) 丸ごとグリーンピース エンドウ豆繊維 丸ごとグリーンピース

丸ごと赤レンズ豆

赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース 赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース 赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース 赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース 赤レンズ豆 丸ごとグリーンピース

七面鳥肉ミール(10%) 丸ごと赤レンズ豆 七面鳥肉ミール(12%) 丸ごと赤レンズ豆 七面鳥肉ミール(11%) 丸ごと赤レンズ豆 七面鳥肉ミール(14%) 丸ごと赤レンズ豆 七面鳥肉ミール(13%)

新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(18%)

鶏肉ミール(10%) 乾燥鶏肉(14%) 鶏肉ミール(12%) 乾燥鶏肉(15%) 鶏肉ミール(12%)

新鮮鶏肉(11%) 新鮮鶏肉(14%) 新鮮鶏肉(12%) 新鮮鶏肉(16%) 新鮮鶏肉(13%)

乾燥鶏肉(16%) 鶏肉ミール(14%) 乾燥鶏肉(20%) 鶏肉ミール(13%) 乾燥鶏肉(18%)

商品

パッケージ

新 旧 新

アカナ　アダルトドッグレシピ アカナ　アダルトスモールブリードレシピ アカナ　アダルトラージブリードレシピ アカナ　ライト＆フィットレシピ アカナ　パピーレシピ

旧 新 旧 新 旧 旧 新


