
Orijenドッグシリーズ 新旧一覧表

※原産国はすべてアメリカ⇒カナダに変更となります。

※賞味期限はすべて15か月⇒18か月に変更となります。

340g ¥1,265 340g ¥1,430 5.9kg ¥11,660 11.4kg ¥23,100 ちょこっとパック50g ¥281 340g ¥1,430 340g ¥1,265 340g ¥1,430 340g ¥1,265 340g ¥1,430

2kg ¥5,478 2kg ¥6,600 11.3kg ¥19,800 340g ¥1,265 2kg ¥6,600 2kg ¥6,380 2kg ¥6,930 2kg ¥5,500 2kg ¥6,930

5.9kg ¥11,660 6kg ¥15,950 2kg ¥5,280 6kg ¥15,950 5.9kg ¥15,180 6kg ¥16,500 5.9kg ¥11,660 6kg ¥16,500

11.3kg ¥19,800 11.4kg ¥23,100 5.9kg ¥11,770 11.4kg ¥23,100 11.3kg ¥24,530 11.4kg ¥24,200 11.3kg ¥19,800 11.4kg ¥24,200

11.3kg ¥19,800

原産国

成分値

カロリー

賞味期限

乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物

新鮮全卵

旧 新 旧 新 旧 新

サイズ/価格

（税込）

オリジンパピー オリジンパピーラージ オリジン オリジナル

新鮮鶏レバー(6%)

新鮮丸ごと大西洋カレイ 新鮮全卵(6%) 新鮮丸ごと大西洋カレイ 新鮮全卵(7％) 新鮮丸ごと大西洋カレイ 新鮮全卵(7%)

原材料

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

新鮮七面鳥肉 新鮮七面鳥肉(7%) 新鮮七面鳥肉 新鮮七面鳥肉(7％) 新鮮七面鳥肉 新鮮七面鳥肉(7%)

新鮮全卵 新鮮丸ごとニシン(6%) 新鮮全卵 新鮮鶏レバー(6％)

新鮮鶏レバー 新鮮丸ごとカレイ(5％) 新鮮鶏レバー 新鮮丸ごとニシン(5％) 新鮮鶏レバー 新鮮丸ごとカレイ(5％)

新鮮丸ごと大西洋サバ 新鮮鶏レバー(5%) 新鮮丸ごと大西洋サバ 新鮮丸ごとカレイ(5％) 新鮮丸ごと大西洋サバ 新鮮丸ごとニシン(6％)

新鮮鶏心臓 新鮮鶏心臓(4%) 新鮮鶏心臓 新鮮鶏ネック(4％) 新鮮鶏心臓 新鮮鶏ネック(4％)

新鮮七面鳥レバー 新鮮七面鳥レバー(5%) 新鮮七面鳥レバー 新鮮七面鳥レバー(5％) 新鮮七面鳥レバー 新鮮七面鳥レバー(5%)

新鮮丸ごと大西洋ニシン 新鮮鶏ネック(4％) 新鮮丸ごと大西洋ニシン 新鮮七面鳥心臓(4％) 新鮮丸ごと大西洋ニシン 新鮮七面鳥心臓(4%)

新鮮七面鳥心臓 新鮮七面鳥心臓(4%) 新鮮七面鳥心臓 新鮮鶏心臓(4％) 新鮮七面鳥心臓 新鮮鶏心臓(4%)

ディハイドレート七面鳥肉 ディハイドレート七面鳥肉(4％) ディハイドレート七面鳥肉 ディハイドレート七面鳥肉(4％) ディハイドレート七面鳥肉 ディハイドレート七面鳥肉(4％)

ディハイドレート鶏肉 ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレート鶏肉 ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレート鶏肉 ディハイドレート鶏肉(4％)

ディハイドレート鶏レバー ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) ディハイドレート鶏レバー ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) ディハイドレート鶏レバー ディハイドレート丸ごとイワシ(4％)

ディハイドレートサバ ディハイドレート丸ごとサバ(4％) ディハイドレートサバ ディハイドレート丸ごとサバ(4％) ディハイドレートサバ ディハイドレート丸ごとサバ(4％)

丸ごと赤レンズ豆 鶏脂肪(4％) 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆

ディハイドレート卵 ディハイドレート丸ごとニシン(4％) ディハイドレート全卵 ディハイドレート丸ごとニシン(4％) ディハイドレート全卵 ディハイドレート丸ごとニシン(4％)

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

丸ごとピント豆 ニシン油(2％) 丸ごとピント豆 丸ごと緑レンズ豆 丸ごとピント豆 丸ごと緑レンズ豆

新鮮鶏腎臓 丸ごと緑レンズ豆 新鮮鶏腎臓 丸ごとヒヨコ豆 新鮮鶏腎臓 丸ごとヒヨコ豆

新鮮チキンネック 丸ごとグリーンピース 新鮮チキンネック レンズ豆繊維 新鮮チキンネック レンズ豆繊維

レンズ豆繊維 丸ごとイエローピース 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 丸ごとピント豆

鶏肉脂肪 丸ごとヒヨコ豆 レンズ豆繊維 丸ごとイエローピース 丸ごとグリーンレンズ豆 丸ごとイエローピース

丸ごとグリーンレンズ豆 丸ごとピント豆 天然鶏肉風味 ニシン油(1％) レンズ豆繊維 ニシン油(1％)

アラスカンポロック油 レンズ豆繊維 丸ごとシロインゲン豆 丸ごと白インゲン豆 丸ごとヒヨコ豆 丸ごと白インゲン豆

天然鶏肉風味 骨・軟骨(鶏)(1％) アラスカンポロック油 鶏脂肪(1％) 天然鶏肉風味 鶏軟骨(1％)

丸ごとシロインゲン豆 丸ごと白インゲン豆 丸ごとヒヨコ豆 鶏軟骨(1％) 鶏肉脂肪 鶏脂肪(1%)

粉砕鶏骨 フリーズドライ七面鳥レバー 乾燥カボチャ フリーズドライ鶏レバー 粉砕鶏骨 フリーズドライ七面鳥レバー

丸ごとヒヨコ豆 フリーズドライ鶏レバー 鶏肉脂肪 日干しアルファルファ ポロック油 フリーズドライ鶏レバー

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 鶏軟骨 新鮮丸ごとカボチャ 七面鳥軟骨 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ

鶏軟骨 新鮮丸ごとカボチャ 粉砕鶏骨 フリーズドライ七面鳥レバー 鶏軟骨 新鮮丸ごとカボチャ

ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）
新鮮丸ごとパースニップ 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 新鮮丸ごとズッキーニ 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）
新鮮丸ごとズッキーニ

フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 海塩 新鮮ニンジン フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ

海塩 新鮮ニンジン
ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）
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 新鮮ニンジン

亜鉛タンパク化合物 新鮮ケール 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバートレット梨 亜鉛タンパク化合物 新鮮ケール

乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバートレット梨 フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバートレット梨

新鮮ホウレン草 新鮮ビートの葉 新鮮ケール 新鮮ホウレン草 新鮮ホウレン草 新鮮ビートの葉

新鮮ケール 新鮮ホウレン草 亜鉛タンパク化合物 新鮮ケール 新鮮ケール 新鮮ホウレン草

新鮮コラードグリーン ブラウンケルプ 新鮮カラシ菜 新鮮カブラ菜 新鮮コラードグリーン ブラウンケルプ

新鮮カラシ菜 新鮮カブラ菜 新鮮ホウレン草 新鮮ビートの葉 新鮮カラシ菜 新鮮カブラ菜

新鮮丸ごとニンジン 丸ごとブルーベリー 新鮮カブラ菜 丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとニンジン 丸ごとブルーベリー

新鮮カブラ菜 丸ごとクランベリー 新鮮コラードグリーン ブラウンケルプ 新鮮カブラ菜 丸ごとクランベリー

丸ごと梨 チコリールート 丸ごとリンゴ 丸ごとサスカトゥーンベリー 丸ごと梨 チコリールート

丸ごとリンゴ 丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮丸ごとニンジン 丸ごとブルーベリー 丸ごとリンゴ 丸ごとサスカトゥーンベリー

ヒマワリの種 オオアザミ カボチャの種 ターメリック ヒマワリの種 オオアザミ

カボチャの種 ターメリック 丸ごと梨 チコリールート カボチャの種 ターメリック

チコリー根 ラベンダー 銅タンパク化合物 ゴボウ D-パントテン酸カルシウム ラベンダー

銅タンパク化合物 ゴボウ ヒマワリの種 オオアザミ チアミン硝酸塩 ゴボウ

サルサ根 ローズヒップ ターメリック マシュマロルート チコリー根 ローズヒップ

ターメリック マシュマロルート チコリー根 ラベンダー 銅タンパク化合物 マシュマロルート

ローズヒップ
添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キレー

ト:100mg
アルテア根

酸化防止剤：天然成分から抽出したトコ

フェロール
サルサ根

添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キレー

ト:100㎎

アルテア根
酸化防止剤：天然成分から抽出したトコ

フェロール
サルサ根 ローズヒップ ターメリック

酸化防止剤：天然成分から抽出したトコ

フェロール

乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発

酵生成物
ジュニパーベリー

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU
ローズヒップ

ジュニパーベリー
添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU
ローズヒップ

添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キレー

ト:100㎎
アルテア根

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU

乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物 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アシドフィルス菌発

酵生成物
ジュニパーベリー

乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物

乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物 乾燥プロバイオティクス発酵生成物

※粒の形状や大きさは変更ありません。

オリジン レジオナルレッド ドッグ

旧 新

新鮮アンガスビーフ

394kcal/100g 400kcal/100g 394kcal/100g 372kcal/100g 394kcal/100g 390kcal/100g

粗たんぱく質38 %以上

粗脂肪20 %以上

粗繊維6 %以下

水分12 %以下

粗たんぱく質38%以上

脂肪分20%以上

粗灰分8％以下

粗繊維5％以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

粗脂肪16%以上

粗繊維6%以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

脂肪分16%以上

粗灰分7％以下

粗繊維6％以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

粗脂肪18%以上

粗繊維4%以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

脂肪分18%以上

粗灰分8％以下

粗繊維5％以下

水分12%以下

新鮮ラムレバー 新鮮ヨークシャー種豚肉(4％)

新鮮牛レバー 新鮮牛レバー(4％)

新鮮牛トライプ 新鮮牛トライプ(4％)

新鮮アンガスビーフ(11％)

新鮮イノシシ肉 新鮮イノシシ肉(4％)

新鮮ヤギ肉 新鮮ヘイゲンバイソン肉(4％)

新鮮ラム肉 新鮮または生のロムニー種ラム肉(4％)

新鮮丸ごと大西洋サバ ディハイドレートラム肉(4％)

新鮮ヘリテッジ豚肉 ディハイドレート牛肉(4％)

乾燥ヤギ肉 ディハイドレート丸ごとニシン(4％)

新鮮イノシシレバー 新鮮丸ごとイワシ(4％)

新鮮マトン肉 新鮮全卵(4％)

新鮮牛心臓 新鮮イノシシレバー(4％)

丸ごと赤レンズ豆 新鮮ラムトライプ(3.5％)

丸ごとピント豆 ディハイドレート丸ごとイワシ(3％)

新鮮牛腎臓 新鮮豚レバー(3％)

乾燥牛肉 ディハイドレートマトン肉(4％)

乾燥ラム肉 ディハイドレート豚肉(4％)

乾燥丸ごとサバ 新鮮ラムレバー(3.5%)

丸ごとグリーンピース レンズ豆繊維

丸ごとグリーンレンズ豆 丸ごとヒヨコ豆

丸ごとシロインゲン豆 丸ごとイエローピース

新鮮豚レバー 丸ごと赤レンズ豆

乾燥丸ごとニシン 丸ごと緑レンズ豆

乾燥マトン肉 丸ごとグリーンピース

レンズ豆繊維 ニシン油(1％)

新鮮豚腎臓 ディハイドレート牛軟骨(1％)

アラスカンポロック油 フリーズドライ牛レバー

丸ごとヒヨコ豆 丸ごとピント豆

天然豚肉風味 牛脂肪(1％)

牛肉脂肪 豚脂肪(1％)

イノシシ軟骨 新鮮丸ごとカボチャ

牛軟骨 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 新鮮丸ごとズッキーニ

丸ごとイエローピース フリーズドライ牛トライプ

新鮮ラムトライプ フリーズドライラムレバー

新鮮イノシシ心臓 フリーズドライラムトライプ

亜鉛タンパク化合物 新鮮丸ごとバートレット梨

新鮮ケール 新鮮ケール

新鮮ホウレン草 新鮮ホウレン草

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとパースニップ

ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）
新鮮ニンジン

乾燥ケルプ 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ

丸ごとリンゴ 丸ごとブルーベリー

丸ごと梨 丸ごとサスカトゥーンベリー

新鮮カラシ菜 新鮮ビートの葉

新鮮コラードグリーン 新鮮カブラ菜

新鮮カブラ菜 ブラウンケルプ

フリーズドライ牛レバー チコリールート

フリーズドライ牛トライプ ターメリック

フリーズドライラムレバー オオアザミ

新鮮丸ごとニンジン

粗たんぱく質38%以上

粗脂肪18%以上

粗繊維4%以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

脂肪分18%以上

粗灰分9％以下

粗繊維5％以下

水分12%以下

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

アルテア根
添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU

ローズヒップ

ジュニパーベリー

チコリー根 ローズヒップ

ターメリック
酸化防止剤：天然成分から抽出したトコ

フェロール

丸ごとクランベリー

394kcal/100g 386kcal/100g

サルサ根
添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キレート：

100㎎

フリーズドライラムトライプ ゴボウ

カボチャの種 ラベンダー

ヒマワリの種 マシュマロルート

新鮮七面鳥肉 新鮮全卵(7％)

新鮮丸ごと大西洋カレイ 新鮮七面鳥肉(7％)

新鮮全卵 新鮮丸ごとニシン(7％)

オリジン シニア

旧 新

新鮮鶏肉 新鮮鶏肉(13％)

カナダ

新鮮鶏心臓 新鮮鶏ネック(4％)

新鮮七面鳥心臓 新鮮鶏心臓(4％)

新鮮丸ごと大西洋ニシン 新鮮七面鳥心臓(4％)

新鮮丸ごと大西洋サバ 新鮮鶏レバー(6％)

新鮮鶏レバー 新鮮丸ごとカレイ(4％)

新鮮七面鳥レバー 新鮮七面鳥レバー(4％)

ディハイドレート丸ごと鶏レバー ディハイドレート丸ごとイワシ(4％)

ディハイドレート全卵 ディハイドレート丸ごとニシン(4％)

丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆

ディハイドレート鶏肉 ディハイドレート鶏肉(4％)

ディハイドレート七面鳥肉 ディハイドレート七面鳥肉(4％)

ディハイドレートサバ ディハイドレート丸ごとサバ(4％)

新鮮鶏腎臓 丸ごとヒヨコ豆

丸ごとグリーンレンズ豆 丸ごとイエローピース

丸ごとシロインゲン豆 丸ごとピント豆

丸ごとピント豆 丸ごと緑レンズ豆

丸ごとグリーンピース 丸ごとグリーンピース

新鮮チキンネック レンズ豆繊維

天然鶏肉風味 鶏脂肪(1％)

アラスカンポロック油 七面鳥軟骨(1％)

鶏肉脂肪 フリーズドライ鶏レバー

丸ごとヒヨコ豆 鶏軟骨(1％)

レンズ豆繊維 丸ごと白インゲン豆

乾燥カボチャ ニシン油(1％)

新鮮丸ごとカボチャ 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 新鮮丸ごとパースニップ

ミックストコフェロール（天然酸化防止

剤）
新鮮ニンジン

粉砕鶏骨 フリーズドライ七面鳥レバー

鶏軟骨 新鮮丸ごとカボチャ

七面鳥軟骨 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

新鮮ホウレン草 新鮮ビートの葉

新鮮カラシ菜 新鮮カブラ菜

フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ

乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバートレット梨

亜鉛タンパク化合物 新鮮ケール

丸ごとリンゴ 丸ごとサスカトゥーンベリー

丸ごと梨 チコリールート

カボチャの種 ターメリック

新鮮コラードグリーン ブラウンケルプ

新鮮カブラ菜 丸ごとクランベリー

新鮮丸ごとニンジン 丸ごとブルーベリー

ターメリック マシュマロルート

サルサ根 ローズヒップ

アルテア根
酸化防止剤：天然成分から抽出したトコ

フェロール

ヒマワリの種 オオアザミ

銅タンパク化合物 ゴボウ

チコリー根 ラベンダー

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

ローズヒップ
添加栄養素(1kg当たり):亜鉛キレート100

㎎

ジュニパーベリー
添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU

乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発

酵生成物

アメリカ カナダ アメリカ

363kcal/100g 363kcal/100g

DOGシリーズ

アメリカ カナダ アメリカ カナダ アメリカ カナダ

粗たんぱく質38%以上

粗脂肪15%以上

粗繊維8%以下

水分12%以下

粗たんぱく質38%以上

脂肪分15%以上

粗灰分8％以下

粗繊維8％以下

水分12%以下

製造日より15か月 製造日より18か月製造日より15か月 製造日より18か月製造日より15か月 製造日より18か月 製造日より15か月 製造日より18か月 製造日より15か月 製造日より18か月


