
■バランスライフ　ドッグフード　リニューアル内容一覧

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

チキン チキン ラム ラム サーモン タスマニアサーモン カンガルー カンガルー

チキンオーガン

(胃、肝臓、心臓、腎臓、肺)*

チキンオーガン

(胃、肝臓、心臓、腎臓、肺)

ラムオーガン

(胃、肝臓、心臓、腎臓、肺)*

ラムオーガン

(胃、肝臓、心臓、腎臓、肺)
サーモンスキン サーモンボーン

カンガルーオーガン

(胃、肝臓、心臓、腎臓、肺)*

カンガルーオーガン

(胃，肝臓，心臓，腎臓，肺)

チキンボーン チキンボーン ラムボーン ラムボーン サーモンボーン 乾燥アルファルファ カンガルーボーン カンガルーボーン

アルファルファ 乾燥アルファルファ アルファルファ 乾燥アルファルファ アルファルファ 亜麻仁 アルファルファ 乾燥アルファルファ

フラックスシード 亜麻仁 フラックスシード 亜麻仁 フラックスシード 乾燥レンズ豆 フラックスシード 亜麻仁

グリーンピース 乾燥レンズ豆 グリーンピース 乾燥レンズ豆 グリーンピース 乾燥エンドウ豆 サンフラワーオイル 乾燥レンズ豆

ココナッツ 乾燥エンドウ豆 ココナッツ 乾燥エンドウ豆 ココナッツ ニンジン グリーンピース 乾燥エンドウ豆

ニンジン ニンジン ニンジン ニンジン ニンジン ココナッツ ココナッツ ニンジン

緑レンズ豆 ココナッツ 緑レンズ豆 ココナッツ 緑レンズ豆 ポテトスターチ ニンジン ココナッツ

赤レンズ豆 ポテトスターチ 赤レンズ豆 ポテトスターチ 赤レンズ豆 乾燥チコリー 緑レンズ豆 ポテトスターチ

サンフラワーオイル 乾燥チコリー サンフラワーオイル 乾燥チコリー サンフラワーオイル クランベリー 赤レンズ豆 乾燥チコリー

ポテトスターチ クランベリー ポテトスターチ クランベリー ポテトスターチ パセリ ポテトスターチ クランベリー

チコリー(プレバイオティクス) パセリ チコリー(プレバイオティクス) パセリ チコリー(プレバイオティクス) 珪藻土 チコリー(プレバイオティクス) パセリ

クランベリー 珪藻土 クランベリー 珪藻土 クランベリー ビートルート クランベリー 珪藻土

パセリ ビートルート パセリ ビートルート パセリ 炭酸カルシウム パセリ ビートルート

ビートルート 炭酸カルシウム ビートルート 炭酸カルシウム ビートルート 塩化コリン ビートルート 炭酸カルシウム

炭酸カルシウム 塩化コリン 炭酸カルシウム 塩化コリン 炭酸カルシウム 大麦若葉 炭酸カルシウム 塩化コリン

塩化コリン 大麦若葉 塩化コリン 大麦若葉 塩化コリン レシチン 塩化コリン 大麦若葉

大麦若葉 レシチン 大麦若葉 レシチン 大麦若葉 植物エキスグアー 大麦若葉 レシチン

レシチン 植物エキスグアー レシチン 植物エキスグアー レシチン 植物性グリセリン レシチン 植物エキスグアー

野菜エキスグアー 植物性グリセリン 野菜エキスグアー 植物性グリセリン 野菜エキスグアー ビタミンC(酸化防止剤) 野菜エキスグアー 植物性グリセリン

野菜グリセリン ビタミンC(酸化防止剤) 野菜グリセリン ビタミンC(酸化防止剤) 野菜グリセリン サイリウム 野菜グリセリン ビタミンC(酸化防止剤)

ビタミンC サイリウム ビタミンC サイリウム ビタミンC 乾燥ケルプ ビタミンC サイリウム

サイリウム 乾燥ケルプ サイリウム 乾燥ケルプ サイリウム 塩化カリウム サイリウム 乾燥ケルプ

ケルプ 塩化カリウム ケルプ 塩化カリウム ケルプ ミックストコフェロール(酸化防止剤) ケルプ 塩化カリウム

塩化カリウム ミックストコフェロール(酸化防止剤) 塩化カリウム ミックストコフェロール(酸化防止剤) 塩化カリウム アルギン酸ナトリウム 塩化カリウム ミックストコフェロール(酸化防止剤)

酸化防止剤(ローズマリーエキス) フィッシュオイル 酸化防止剤(ローズマリーエキス) フィッシュオイル 酸化防止剤(ローズマリーエキス) 食物繊維 酸化防止剤(ローズマリーエキス) フィッシュオイル

フィッシュオイル（サーモンオイル） 塩 フィッシュオイル（サーモンオイル） 塩 海塩 硫酸カルシウム フィッシュオイル（サーモンオイル） 塩

海塩 アミノ酸キレート亜鉛 海塩 アミノ酸キレート亜鉛 アルギン酸 ピロリン酸ナトリウム 海塩キレート亜鉛 アミノ酸キレート亜鉛

キレート亜鉛 ビタミンEサプリメント キレート亜鉛 ビタミンEサプリメント キレート亜鉛 グルコノラクトン ビタミンE ビタミンEサプリメント

ビタミンE アミノ酸キレート鉄 ビタミンE アミノ酸キレート鉄 ビタミンE 塩 キレート鉄 アミノ酸キレート鉄

キレート鉄 アミノ酸キレート銅 キレート鉄 アミノ酸キレート銅 キレート鉄 アミノ酸キレート亜鉛 キレート銅 アミノ酸キレート銅

キレート銅 ビタミンD3サプリメント キレート銅 ビタミンD3サプリメント キレート銅 ビタミンEサプリメント ビタミンD3 ビタミンD3サプリメント

ビタミンD3 ビタミンB12サプリメント ビタミンD3 ビタミンB12サプリメント ビタミンD3 アミノ酸キレート鉄 ビタミンB12 ビタミンB12サプリメント

ビタミンB12 ビタミンB12 ビタミンB12 アミノ酸キレート銅 *ロットによって異なる場合があります。

*ロットによって異なる場合があります。 *ロットによって異なる場合があります。 ビタミンD3サプリメント

ビタミンB12サプリメント

粗タンパク質 33.0％以上 粗タンパク質 33.0％以上 粗タンパク質 30.0％以上 粗タンパク質 30.0％以上 粗タンパク質 31.0％ 以上 粗タンパク質 31.0％ 以上 粗タンパク質 30.0%以上 粗タンパク 30.0%以上

粗脂質 22.0％以上 粗脂質 22.0％以上 粗脂質 22.0％以上 粗脂質 22.0％以上 粗脂質 22.0% 以上 粗脂質 22.0% 以上 粗脂質 22.0%以上 粗脂質 22.0%以上

粗繊維 3.6%以下 粗繊維 3.6%以下 粗繊維 3.9%以下 粗繊維 3.9%以下 粗繊維 3.7% 以下 粗繊維 3.7% 以下 粗繊維 3.9%以下 粗繊維 3.9%以下

粗灰分 9.6%以下 粗灰分 9.6%以下 粗灰分 11.2％以下 粗灰分 11.2％以下 粗灰分 10.0%以下 粗灰分 10%以下 粗灰分 10.4%以下 粗灰分 10.4%以下

水分 5％以下 水分 10％以下 水分 5％以下 水分 10％以下 水分 5％以下 水分 10.0％以下 水分 5％以下 水分 10％以下

カルシウム 1.8%以上 カルシウム 1.8%以上 カルシウム 2.6%以上 カルシウム 2.6%以上 カルシウム 2.1%以上 カルシウム 2.1%以上 カルシウム 2.3%以上 カルシウム 2.3% 以上

リン 1.4%以上 リン 1.4%以上 リン 1.7%以上 リン 1.7%以上 リン 1.5%以上 リン 1.5%以上 リン 1.5%以上 リン 1.5%以上

オメガ3脂肪酸 1.8% オメガ3脂肪酸 1.8% オメガ3脂肪酸 1.6% オメガ3脂肪酸 1.6% オメガ3脂肪酸 2.6% オメガ3脂肪酸 2.6% オメガ3脂肪酸 1.7% オメガ3脂肪酸 1.7%

オメガ6脂肪酸 2.5% オメガ6脂肪酸 2.5% オメガ6脂肪酸 1.6% オメガ6脂肪酸 1.6% オメガ6脂肪酸 2.3% オメガ6脂肪酸 2.3% オメガ6脂肪酸 1.7% オメガ6脂肪酸 1.7%

426kcal/100g 426.8kcal/100g 418kcal/100g 418.9kcal/100g 429kcal/100g 426.8kcal/100g 426kcal/100g 429.8kcal/100g

1kg 2021/2/6 2021/9/23 2021/9/16 2021/3/1

3.5kg 2021/9/16 2021/10/31 2021/9/27 2021/6/21

※フード成分値は、水分のみの変更です。

カンガルーチキン ラム サーモン

変更後

ロット

カロリー

成分値

原材料


