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ちょこっとパック

50g
¥242

ちょこっとパック

50g
¥220

ちょこっとパック

50g
¥231

ちょこっとパック

50g
¥220

ちょこっとパック

50g
¥242

ちょこっとパック

50g
¥220

ちょこっとパック

50g
¥242

ちょこっとパック

50g
¥220

454g ¥1,430 800g ¥2,090 454g ¥1,320 800g ¥2,090 454g ¥1,430 800g ¥2,090 454g ¥1,430 800g ¥2,090

2.72kg ¥6,600 1.59kg ¥3,960 908g ¥2,310 1.59kg ¥3,960 908g ¥2,530 1.59kg ¥3,960 908g ¥2,530 1.59kg ¥3,960

11.34kg ¥19,250 2.72kg ¥5,720 2.72kg ¥6,160 2.72kg ¥5,720 2.72kg ¥6,600 9.98kg ¥17,380 2.72kg ¥6,600 2.72kg ¥5,720

9.98kg ¥17,380 11.34kg ¥18,700 9.98kg ¥17,380 11.34kg ¥19,250 11.34kg ¥19,250 9.98kg ¥17,380

成分値

カロリー

賞味期限

NOW FRESHドライフード リニューアル新旧比較表

DOG小粒シリーズ

NOW FRESH  Grain Free スモールブリード パピー NOW FRESH  Grain Free スモールブリード アダルト NOW FRESH  Grain Free スモールブリード フィッシュアダルト NOW FRESH  Grain Free スモールブリード シニア＆ウェイトマネジメント

旧 新 旧 新 旧 新 旧 新

サイズ/価格

（税込）

乾燥全卵 乾燥鶏卵 ポテト 乾燥鶏卵 乾燥全卵 ポテト

ポテト エンドウ豆

エンドウ豆粉 エンドウ豆粉 エンドウ豆粉 ポテト 乾燥鶏卵 エンドウ豆 ポテト粉 ポテト粉

エンドウ豆 エンドウ豆 エンドウ豆 エンドウ豆 ポテト粉 ポテト

エンドウ豆 エンドウ豆粉

ポテト粉 ポテト粉 ポテト粉 エンドウ豆粉 エンドウ豆粉 エンドウ豆粉 エンドウ豆粉 乾燥鶏卵

ポテト ポテト ポテト ポテト粉 エンドウ豆 ポテト粉

リンゴ フラックスシード

ナチュラルフレーバー（チキン由来） ナチュラルフレーバー（チキン由来） フラックスシード フラックスシード キャノーラ油 キャノーラ油 ナチュラルフレーバー（チキン由来） ナチュラルフレーバー（チキン由来）

フラックスシード キャノーラ油 ナチュラルフレーバー（チキン由来） ナチュラルフレーバー（チキン由来） フラックスシード フラックスシード

フラックスシード キャノーラ油

リンゴ サーモン生魚（骨抜き）

リンゴ

サーモン生魚（骨抜き） リンゴ サーモン生魚（骨抜き） サーモン生肉 サーモン生魚（骨抜き）

キャノーラ油 ココナッツ油 キャノーラ油 ココナッツ油 ナチュラルフレーバー（野菜由来）

キャノーラ油

ダック生肉 ダック生肉（骨抜き）

ダック生肉 フラックスシード

サーモン生肉

ココナッツ油 サーモン生魚(骨抜き) ココナッツ油 キャノーラ油 エンドウ豆繊維

サーモン生肉 ダック生肉（骨抜き） ダック生肉（骨抜き） ナチュラルフレーバー 大西洋ニシン生魚（骨抜き）

ダック生肉

トマト リンゴ

トマト エンドウ豆繊維

ココナッツ油

エンドウ豆繊維 炭酸カルシウム リンゴ ココナッツ油 トマト

ココナッツ油 リンゴ リンゴ 大西洋ニシン生魚（骨抜き） エンドウ豆繊維

トマト

アルファルファ ココナッツ油

ニンジン トマト

アルファルファ

アルファルファ トマト アルファルファ ニンジン アルファルファ

アルファルファ アルファルファ トマト リン酸二カルシウム トマト

ニンジン

カボチャ ニンジン

スイートポテト カボチャ

カボチャ

カボチャ ニンジン カボチャ スイートポテト カボチャ

カボチャ ニンジン ニンジン アルファルファ ニンジン

スイートポテト

スクワッシュ（カボチャ類） スイートポテト

バナナ スクワッシュ（カボチャ類）

スクワッシュ（カボチャ類）

スクワッシュ（カボチャ類） スイートポテト スクワッシュ（カボチャ類） バナナ スクワッシュ（カボチャ類）

スクワッシュ（カボチャ類） スイートポテト スイートポテト カボチャ スイートポテト

バナナ

ブルーベリー バナナ

クランベリー ブルーベリー

ブルーベリー

ブルーベリー バナナ ブルーベリー クランベリー ブルーベリー

ブルーベリー バナナ バナナ スクワッシュ（カボチャ類） バナナ

クランベリー

ブラックベリー クランベリー

ザクロ ブラックベリー

ブラックベリー

ブラックベリー クランベリー ブラックベリー ザクロ ブラックベリー

ブラックベリー クランベリー クランベリー ブルーベリー クランベリー

ザクロ

パパイヤ ザクロ

レンズ豆 パパイヤ

パパイヤ

パパイヤ ザクロ パパイヤ レンズ豆 パパイヤ

パパイヤ ザクロ ザクロ ブラックベリー ザクロ

レンズ豆

ブロッコリー レンズ豆

乾燥チコリ根 ブロッコリー

ブロッコリー

ブロッコリー レンズ豆 ブロッコリー 乾燥チコリ根 ブロッコリー

ブロッコリー レンズ豆 レンズ豆 パパイヤ レンズ豆

乾燥チコリ根

緑イ貝 乾燥チコリ根

炭酸カルシウム 乾燥ローズマリー

パセリ

パセリ 乾燥チコリ根 パセリ パセリ 緑イ貝（ニュージーランド産）

乾燥ローズマリー 乾燥チコリ根 乾燥チコリ根 ブロッコリー 乾燥チコリ根

ペパーミント

ペパーミント パセリ

塩化ナトリウム 炭酸カルシウム

乾燥ローズマリー

乾燥ローズマリー 塩化ナトリウム 乾燥ローズマリー 乾燥ローズマリー ペパーミント

リン酸二カルシウム リン酸一カルシウム ペパーミント トリポリリン酸ナトリウム ペパーミント

炭酸カルシウム

炭酸カルシウム 乾燥ローズマリー

塩化コリン 塩化コリン

リン酸二カルシウム

リン酸一カルシウム 塩化コリン リン酸一カルシウム リン酸二カルシウム 炭酸カルシウム

塩化カリウム 塩化ナトリウム 炭酸カルシウム 塩化カリウム 炭酸カルシウム

トリポリリン酸ナトリウム

トリポリリン酸ナトリウム トリポリリン酸ナトリウム

ビタミンAサプリメント （ビタミン類）

塩化ナトリウム

塩化ナトリウム ビタミンAサプリメント トリポリリン酸ナトリウム 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム

（ビタミン類） タウリン トリポリリン酸ナトリウム （ビタミン類） 塩化ナトリウム

塩化カリウム

塩化コリン 塩化コリン

ビタミンEサプリメント
Ｌ−アスコルビン酸−2−ポリリン酸塩

（ビタミンＣ源）

塩化コリン

（ビタミン類） ビタミンEサプリメント （ビタミン類） （ビタミン類） タウリン

ビタミンD3サプリメント ビタミンＥサプリメント 塩化コリン ビタミンD3サプリメント 塩化コリン

（ビタミン類）

ビタミンAサプリメント （ビタミン類）

L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源）
ｄ−パントテン酸カルシウム

ビタミンAサプリメント

Ｌ−アスコルビン酸−2−ポリリン酸塩

（ビタミンＣ源）

L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタ

ミンC源)

Ｌ−アスコルビン酸−2−ポリリン酸塩

（ビタミンＣ源）
ビタミンD3サプリメント ビタミンＥサプリメント

ナイアシン ナイアシン ビタミンＥサプリメント ナイアシン ビタミンＥサプリメント

ビタミンD3サプリメント

ビタミンEサプリメント
Ｌ−アスコルビン酸−2−ポリリン酸塩

（ビタミンＣ源）

硝酸チアミン 硝酸チアミン

ビタミンEサプリメント

ｄ−パントテン酸カルシウム 硝酸チアミン ｄ−パントテン酸カルシウム ナイアシン ナイアシン

d-パントテン酸カルシウム ビタミンＡサプリメント ナイアシン d-パントテン酸カルシウム ナイアシン

ナイアシン
L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源）
ｄ−パントテン酸カルシウム

リボフラビン β−カロテン

L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源）

硝酸チアミン リボフラビン 硝酸チアミン d-パントテン酸カルシウム ビタミンＡサプリメント

β-カロテン リボフラビン ビタミンＡサプリメント β-カロテン ビタミンＡサプリメント

d-パントテン酸カルシウム

硝酸チアミン 硝酸チアミン

葉酸 ビオチン

硝酸チアミン

β−カロテン 葉酸 β−カロテン β-カロテン リボフラビン

塩酸ピリドキシン ビタミンＢ12サプリメント リボフラビン 塩酸ピリドキシン リボフラビン

β-カロテン

リボフラビン β−カロテン

ビタミンB12サプリメント ビタミンＤ3サプリメント

リボフラビン

ビオチン ビタミンB12サプリメント ビオチン 塩酸ピリドキシン ビタミンＢ12サプリメント

ビオチン 塩酸ピリドキシン ビタミンＢ12サプリメント ビオチン ビタミンＢ12サプリメント

塩酸ピリドキシン

葉酸 ビオチン

タンパク質キレート亜鉛 （ミネラル類）

葉酸

ビタミンＤ3サプリメント タンパク質キレート亜鉛 ビタミンＤ3サプリメント ビオチン 塩酸ピリドキシン

（ミネラル類） 葉酸 塩酸ピリドキシン （ミネラル類） 塩酸ピリドキシン

ビオチン

ビタミンB12サプリメント ビタミンＤ3サプリメント

タンパク質キレート銅 タンパク質キレート亜鉛

ビタミンB12サプリメント

（ミネラル類） タンパク質キレート銅 （ミネラル類） （ミネラル類） 葉酸

タンパク質キレート鉄 硫酸第一鉄 葉酸 タンパク質キレート鉄 葉酸

（ミネラル類）

タンパク質キレート亜鉛 （ミネラル類）

タンパク質キレートマンガン セレン酵母

メチオニンキレート亜鉛

タンパク質キレート亜鉛 タンパク質キレートマンガン タンパク質キレート亜鉛 タンパク質キレート鉄 硫酸第一鉄

酸化亜鉛 タンパク質キレート鉄 硫酸第一鉄 酸化亜鉛 硫酸第一鉄

タンパク質キレート亜鉛

タンパク質キレート銅 タンパク質キレート亜鉛

硫酸第一鉄 硫酸銅

タンパク質キレート鉄

セレン酵母 硫酸第一鉄 セレン酵母 酸化亜鉛 タンパク質キレート鉄

硫酸銅 酸化亜鉛 タンパク質キレート鉄 硫酸銅 タンパク質キレート鉄

タンパク質キレート銅

タンパク質キレートマンガン セレン酵母

酸化マンガン タンパク質キレート銅

酸化亜鉛

硫酸銅 酸化マンガン 硫酸銅 硫酸銅 酸化亜鉛

ヨウ素酸カルシウム タンパク質キレートマンガン 酸化亜鉛 ヨウ素酸カルシウム 酸化亜鉛

タンパク質キレートマンガン

硫酸第一鉄 硫酸銅

タウリン ヨウ素酸カルシウム

硫酸銅

タンパク質キレート銅 タウリン タンパク質キレート銅 ヨウ素酸カルシウム タンパク質キレートマンガン

セレン酵母 酸化マンガン タンパク質キレートマンガン セレン酵母 タンパク質キレートマンガン

硫酸第一鉄

酸化マンガン タンパク質キレート銅

L-リジン
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物

ヨウ素酸カルシウム

ヨウ素酸カルシウム L-リジン ヨウ素酸カルシウム セレン酵母 酸化マンガン

DL-メチオニン
乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物
酸化マンガン DL-メチオニン 酸化マンガン

酸化マンガン

タウリン ヨウ素酸カルシウム

乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物
Ｌ−リジン

セレン酵母

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物

乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物
DL-メチオニン

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物
ＤＬ−メチオニン タウリン

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物
タウリン

タウリン

L-リジン
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物

酸化防止剤（ミックストコフェロール） Ｌ−カルニチン

DL-メチオニン

ＤＬ−メチオニン ペパーミント ＤＬ−メチオニン グルコサミン塩酸塩 ＤＬ−メチオニン

L-カルニチン 塩化カリウム
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物
パセリ

乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物

L-リジン

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物
Ｌ−リジン

乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発

酵生成物

塩化カリウム ユッカシジゲラ抽出物 緑茶抽出物
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物
リン酸一カルシウム

酸化防止剤（ミックストコフェロール） Ｌ−リジン 緑茶抽出物 Ｌ−リジン

乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵

生成物

コンドロイチン硫酸塩 グルコサミン塩酸塩緑茶抽出物

ユッカシジゲラ抽出物 酸化防止剤（ミックストコフェロール） 酸化防止剤（ミックストコフェロール） 緑茶抽出物 コンドロイチン硫酸塩

緑茶抽出物 乾燥ローズマリー ユッカシジゲラ抽出物

L-カルニチン

L-カルニチン 緑茶抽出物酸化防止剤（ミックストコフェロール）

酸化防止剤（ミックストコフェロール） 酸化防止剤（ミックストコフェロール） Ｌ−カルニチン

Ｌ−カルニチン

※粒の形状や大きさは変更ありません。

378.4kcal/100g 377.3kcal/100g

タンパク質 28%以上

脂質 18%以上

粗繊維 4.5%以下

灰分 7.6%以下

水分 10%以下

タンパク質 28%以上

脂質 18%以上

粗繊維 4%以下

灰分 8.5%以下

水分 10%以下

製造日より14か月

374.1kcal/100g 344.9kcal/100g 340.6kcal/100g

原材料

ターキー生肉 ターキー生肉（骨抜き） ターキー生肉 ターキー生肉（骨抜き） マス生魚(骨抜き) マス生魚（骨抜き） ターキー生肉 ターキー生肉（骨抜き）

乾燥全卵 乾燥鶏卵

酸化防止剤（ミックストコフェロール）

タンパク質 27%以上

脂質 17%以上

粗繊維 4.5%以下

灰分 7.8%以下

水分 10%以下

371.1kcal/100g 366.9kcal/100g 365.7kcal/100g

タンパク質 27%以上

脂質 17%以上

粗繊維 4.5%以下

灰分 8.0%以下

水分 10%以下

タンパク質  26%以上

脂質  16%以上

粗繊維  5%以下

灰分  8.3%以下

水分  10%以下

タンパク質 26%以上

脂質 16%以上

粗繊維 4.5%以下

灰分 8.0%以下

水分 10%以下

タンパク質 24%以上

脂質 11%以上

粗繊維 5.5%以下

灰分 7.7%以下

水分 10%以下

タンパク質 24%以上

脂質 12%以上

粗繊維 5.5%以下

灰分 7.5%以下

水分 10%以下


