
RIGALO リニューアル新旧一覧表

＜変更点概要＞
◆ラム、ターキー：現行商品が「仔犬・成犬用レシピ」となり、新しく7歳以上用レシピが発売となります。

◆フィッシュ：ハイプロテインレシピ（22％以上→37％以上）へ変更となります。こちらはリニューアル後も全年齢用レシピです。

旧/新

商品名

ちょこっとパック

100g
¥385

ちょこっとパック

100g
¥385

ちょこっとパック

100g
¥385

ちょこっとパック

100g
¥385

ちょこっとパック

100g
¥352

ちょこっとパック

100g
¥385

ちょこっとパック

100g
¥407

ちょこっとパック

100g
¥407

900g ¥2,420 900g ¥2,420 900g ¥2,420 900g ¥2,420 900g ¥2,200 900g ¥2,420 900g ¥2,585 900g ¥2,585

1.8kg ¥4,400 1.8kg ¥4,400 1.8kg ¥4,400 1.8kg ¥4,400 1.8kg ¥3,960 1.8kg ¥4,400 1.8kg ¥4,697 1.8kg ¥4,697

3.6kg ¥7,920 3.6kg ¥7,920 3.6kg ¥7,920 3.6kg ¥7,920 3.6kg ¥7,535 3.6kg ¥7,920 3.6kg ¥8,459 3.6kg ¥8,459

5.8kg ¥12,100 5.8kg ¥12,100 5.8kg ¥12,100 5.8kg ¥12,100 5.8kg ¥11,550 5.8kg ¥12,100 5.8kg ¥12,925 5.8kg ¥12,925

成分値

カロリー

リガロ ハイプロテインレシピシニア

ラム 7歳以上用

リガロ ハイプロテインレシピシニア

ターキー 7歳以上用

ビタミンＤ３補助食品

リボフラビン補助食品 ミネラル類（食塩 プロテイネイテッド亜鉛

※粒の形状や大きさは変更ありません。

※原産国の変更はありません（アメリカ産）。

※賞味期限の変更はありません（製造後12か月）。

350kcal／100g 340kcal/100g 340kcal/100g

【保証分析値】

たんぱく質 37%以上、脂質 14%以

上、粗繊維 5%以下、粗灰分 10.5%以

下、水分 10%以下

【平均分析値】

亜鉛254mg/kg、 鉄 193mg/kg、 銅

18.1mg/kg、 マグネシウム 0.１8%、 カ

リウム 1.4%、 リン 1.5%、ナトリウム

0.7%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以

上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタ

ミンE 125 IU/kg 以上、 オメガ６脂肪

酸 １．６% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.

８% 以上、 アスコルビン酸（ビタミンC)

100mg/kg 以上

【保証分析値】

たんぱく質 37%以上、脂質 12%以

上、粗繊維 5.5%以下、粗灰分 10.5%

以下、水分 10%以下

【成分値】

亜鉛315mg/kg、 鉄 283mg/kg、 銅

29mg/kg、 マグネシウム 0.18%、 カリ

ウム 1.5%、 リン 1.4%、ナトリウム

0.5%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以

上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタ

ミンE 140 IU/kg 以上、 オメガ６脂肪

酸 1.6% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.6%

以上、 アスコルビン酸（ビタミンC)

100mg/kg 以上

【保証分析値】

たんぱく質 37%以上、脂質 12%以

上、粗繊維 5.5%以下、粗灰分 10.5%

以下、水分 10%以下

【成分値】

亜鉛313mg/kg、 鉄 274mg/kg、 銅

26mg/kg、 マグネシウム 0.16%、 カリ

ウム 1.3%、 リン 1.6%、 ナトリウム

0.6%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以

上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタ

ミンE 140 IU/kg 以上、 オメガ６脂肪

酸 1.6% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.6%

以上、 アスコルビン酸（ビタミンC)

100mg/kg 以上

350kcal／100g 350kcal／100g 350kcal／100g 350kcal／100g 350kcal／100g

【保証分析値】

タンパク質37％以上 脂質14％以上 粗

繊維5％以下 粗灰分8.5％以下 水分

10％以下

【平均分析値】

亜鉛150mg/kg 鉄88mg/kg 銅

12.4mg/kg マグネシウム0.08％ カル

シウム1.5％ リン1.2％ ナトリウム

0.5％ セレニウム酵母0.1mg/kg ビタミ

ンA 15KIU/kg ビタミンE 125IU/kg オ

メガ6脂肪酸1.6％以上 オメガ3脂肪酸

0.6％以上 アスコルビン酸（ビタミン

C）100mg/kg

【保証分析値】

たんぱく質 37%以上、脂質 14%以

上、粗繊維 5%以下、粗灰分 8.5%以

下、水分 10%以下

【成分値】

亜鉛301mg/kg、 鉄289mg/kg、 銅

22.3mg/kg、 カルシウム1.8％、マグネシ

ウム 0.17%、 カリウム 1.3%、 リン

1.6%、ナトリウム 0.5%、 セレニウム酵

母 0.1mg/kg 以上、 ビタミンA

15KIU/kg 以上、 ビタミンE 125 IU/kg

以上、 オメガ６脂肪酸 1.6% 以上、 オ

メガ3脂肪酸 0.6% 以上、 アスコルビン

酸（ビタミンC) 100mg/kg 以上

【保証分析値】

タンパク質37％以上 脂質14％以上 粗

繊維5％以下 粗灰分8.5％以下 水分

10％以下

【平均分析値】

亜鉛150mg/kg 鉄88mg/kg 銅

12.4mg/kg マグネシウム0.08％ カル

シウム1.5％ リン1.2％ ナトリウム

0.5％ セレニウム酵母0.1mg/kg ビタミ

ンA 15KIU/kg ビタミンE 125IU/kg オ

メガ6脂肪酸1.6％以上 オメガ3脂肪酸

0.6％以上 アスコルビン酸（ビタミン

C）100mg/kg

【保証分析値】

たんぱく質 37%以上、脂質 14%以

上、粗繊維 5%以下、粗灰分 10.5%以

下、水分 10%以下

【成分値】

亜鉛254mg/kg、 鉄 193mg/kg、 銅

18.1mg/kg、 カルシウム1.7％、マグネシ

ウム 0.１8%、 カリウム 1.4%、 リン

1.5%、ナトリウム 0.7%、 セレニウム酵

母 0.35mg/kg 以上、 ビタミンA

15KIU/kg 以上、 ビタミンE 125 IU/kg

以上、 オメガ６脂肪酸 １．６% 以上、

オメガ3脂肪酸 0.８% 以上、 アスコルビ

ン酸（ビタミンC) 100mg/kg 以上

【保証分析値】

タンパク質22％以上 脂質14％以上 粗

繊維5％以下 粗灰分8.5％以下 水分

10％以下

【平均分析値】

亜鉛150mg/kg 鉄88mg/kg 銅

12.4mg/kg マグネシウム0.11％ カル

シウム1.2％ リン0.9％ ナトリウム

0.5％ セレニウム酵母0.1mg/kg ビタミ

ンA 15KIU/kg ビタミンE 125IU/kg

*ミックストコフェロールで保存

酸化防止剤（ミックストコフェロール） *ミックストコフェロールで保存

枯草菌） 酸化防止剤（ミックストコフェロール）

糸状菌 枯草菌）

黒麹菌 糸状菌

乳酸菌 黒麹菌

プロバイオティクス微生物（イースト菌 乳酸菌

L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源））
プロバイオティクス微生物（イースト菌

葉酸
L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源））

※ミックストコフェロールで保存

ビタミンB12補助食品 葉酸

枯草菌）

ビオチン ビタミンB12補助食品

糸状菌 *ミックストコフェロールで保存

※ ホワイトフィッシュとは信濃雪鱒

（シナノユキマス）です
ビタミンD3補助食品 ビオチン

※ミックストコフェロールで保存 黒麹菌 酸化防止剤（ミックストコフェロール）

*ミックストコフェロールで保存 ビタミンA補助食品 ビタミンD3補助食品

枯草菌） *ミックストコフェロールで保存 乳酸菌 枯草菌） ※ミックストコフェロールで保存

酸化防止剤（ミックストコフェロール） リボフラビン補助食品 ビタミンA補助食品

糸状菌 酸化防止剤（ミックストコフェロール） プロバイオティクス微生物（イースト菌 糸状菌 枯草菌）

枯草菌） ビタミンB6 リボフラビン補助食品

黒麹菌 枯草菌） セレニウム酵母 黒麹菌 糸状菌

糸状菌 D-パントテン酸カルシウム ビタミンB6

乳酸菌 糸状菌 塩化コリン 乳酸菌 黒麹菌

黒麹菌 ビタミンB1硝酸塩 D-パントテン酸カルシウム

プロバイオティクス微生物（イースト菌 黒麹菌 ユッカフォーム抽出物 プロバイオティクス微生物（イースト菌 乳酸菌

乳酸菌 ナイアシン補助食品 ビタミンB1硝酸塩

葉酸） 乳酸菌 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） 塩化コリン） プロバイオティクス微生物（イースト菌

プロバイオティクス微生物（イースト菌 ビタミンE補助食品 ナイアシン補助食品

ビタミンＢ１２補助食品 プロバイオティクス微生物（イースト菌 乳酸
L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源）
葉酸）

L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（ビタ

ミンC源））
ビタミン類（塩化コリン ビタミンE補助食品

ビオチン
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）
葉酸 ビタミンＢ１２補助食品

葉酸 プロテイネイテッドマンガン） ビタミン類（塩化コリン

ビタミンＤ３補助食品 葉酸 タウリン ビタミンB12補助食品 ビオチン

ビタミンB12補助食品 プロテイネイテッド銅 プロテイネイテッドマンガン）

ビタミンＡ補助食品 ビタミンB12補助食品
乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）
ビオチン ビタミンＤ３補助食品

ビオチン セレニウム酵母 プロテイネイテッド銅

リボフラビン補助食品 ビオチン 葉酸） ビタミンD3補助食品 ビタミンＡ補助食品

ビタミンD3補助食品 プロテイネイテッド鉄 セレニウム酵母

ビタミンＢ６ ビタミンD3補助食品 ビタミンＢ１２補助食品 ビタミンA補助食品 リボフラビン補助食品

ビタミンA補助食品 プロテイネイテッド亜鉛 プロテイネイテッド鉄

d-パントテン酸カルシウム ビタミンA補助食品 ビオチン リボフラビン補助食品 ビタミンＢ６

硝酸チアミン リボフラビン補助食品 ビタミンB6 d-パントテン酸カルシウム

ビタミンB6 乳酸 ミネラル類（食塩

ナイアシン補助食品 ビタミンB6 ビタミンＡ補助食品 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 L-カルニチン 乳酸

ビタミンＥ補助食品 D-パントテン酸カルシウム リボフラビン補助食品 ビタミンB1硝酸塩 ナイアシン補助食品

ビタミンB1硝酸塩 乾燥ターメリック L-カルニチン

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B1硝酸塩 ビタミンＢ６ ナイアシン補助食品 ビタミンＥ補助食品

ナイアシン補助食品 乾燥パセリ 乾燥ターメリック

ビタミン類（塩化コリン ナイアシン補助食品 ｄ-パントテン酸カルシウム ビタミン類（ビタミンE補助食品
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E補助食品 乾燥ビルベリー 乾燥パセリ

亜セレン酸ナトリウム） ビタミンE補助食品 硝酸チアミン プロテイネイテッドマンガン） ビタミン類（塩化コリン

ビタミン類（塩化コリン DL-メチオニン 乾燥ビルベリー

ヨウ素酸カルシウム ビタミン類（塩化コリン ナイアシン補助食品 プロテイネイテッド銅 亜セレン酸ナトリウム）

プロテイネイテッドマンガン） ユッカフォーム抽出物 DL-メチオニン

マンガン プロテイネイテッドマンガン） ビタミン類（ビタミンＥ補助食品 セレニウム酵母 ヨウ素酸カルシウム

プロテイネイテッド銅 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） ユッカフォーム抽出物

コバルト プロテイネイテッド銅 塩化カリウム プロテイネイテッド鉄 マンガン

セレニウム酵母 コンドロイチン硫酸 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）

銅 セレニウム酵母 亜セレン酸ナトリウム） プロテイネイテッド亜鉛 コバルト

プロテイネイテッド鉄 グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸

鉄 プロテイネイテッド鉄 ヨウ素酸カルシウム 食塩 銅

プロテイネイテッド亜鉛 β-カロテン グルコサミン塩酸塩

亜鉛 プロテイネイテッド亜鉛 マンガン ミネラル類（リン酸一水素カルシウム 鉄

ミネラル類（食塩 タウリン β-カロテン

食塩 ミネラル類（食塩 コバルト ユッカフォーム抽出物 亜鉛

ユッカフォーム抽出物 フラクトオリゴ糖源） タウリン

ミネラル類（塩化カリウム ユッカフォーム抽出物 銅 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） リン酸一水素カルシウム

加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） 乾燥チコリ根（イヌリン フラクトオリゴ糖源）

ユッカフォーム抽出物 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） 鉄 乳酸 塩化カリウム

乳酸 サーモンオイル* 乾燥チコリ根（イヌリン

加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源） 乳酸 ミネラル類（亜鉛
乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）
食塩

乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）
塩化カリウム サーモンオイル*

乳酸
乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）
サーモンオイル※ タウリン ミネラル類（炭酸カルシウム

タウリン 挽き割りフラックスシード 塩化カリウム

タウリン タウリン 食塩 塩化カリウム ユッカフォーム抽出物

塩化カリウム 乾燥トマト繊維 挽き割りフラックスシード

乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）
塩化カリウム 挽き割りフラックスシード サーモンオイル* 加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）

乾燥ジャガイモ 乾燥ビートパルプ 乾燥トマト繊維

挽き割りフラックスシード 挽き割りフラックスシード 乾燥ビール酵母 挽き割りフラックスシード
乾燥チコリ根（イヌリン、フラクトオリ

ゴ糖源）

乾燥サツマイモ 乾燥ビール酵母 乾燥ビートパルプ

乾燥ビール酵母 乾燥ビール酵母 リン酸-水素カルシウム 乾燥ビール酵母 乳酸

挽き割りフラックスシード ヒマワリ油* 乾燥ビール酵母

乾燥サツマイモ 乾燥サツマイモ 乾燥サツマイモ 乾燥サツマイモ 乾燥ビール酵母

乾燥トマト繊維 乾燥サツマイモ 乾燥サツマイモ

乾燥トマト繊維 乾燥トマト繊維 乾燥トマト繊維 乾燥トマト繊維 タピオカ粉

乾燥ビール酵母 乾燥ジャガイモ ヒマワリ油*

ヒマワリ油※ ヒマワリ油* 天然フレーバー 天然フレーバー 乾燥トマト繊維

乾燥ヒヨコ豆 天然フレーバー 天然フレーバー

天然フレーバー 天然フレーバー 乾燥ジャガイモ 乾燥ジャガイモ 乾燥サツマイモ

天然フレーバー 乾燥ヒヨコ豆 乾燥ジャガイモ

乾燥ジャガイモ 乾燥ジャガイモ ヒマワリ油※ ヒマワリ油* 天然フレーバー

赤レンズ豆 乾燥エンドウ豆 乾燥ヒヨコ豆

乾燥ヒヨコマメ 乾燥ヒヨコ豆 ジャガイモプロテイン ジャガイモプロテイン ヒマワリ油※

ヒマワリ油* 赤レンズ豆 乾燥エンドウ豆

赤レンズマメ 赤レンズ豆 乾燥エンドウマメ 乾燥エンドウ豆 乾燥エンドウマメ

エンドウ豆プロテイン 乾燥ラム 赤レンズ豆

乾燥エンドウマメ 乾燥エンドウ豆 エンドウマメプロテイン エンドウ豆プロテイン 乾燥ジャガイモ

乾燥エンドウ豆 エンドウ豆プロテイン 乾燥ターキー

乾燥ラム 乾燥ラム 乾燥ヒヨコマメ 乾燥ヒヨコ豆 赤レンズマメ

乾燥ホワイトフィッシュ 乾燥サーモン 乾燥サーモン

エンドウマメプロテイン エンドウ豆プロテイン 赤レンズマメ 赤レンズ豆 乾燥ヒヨコマメ

ホワイトフィッシュ生肉 ラム生肉 ターキー生肉

乾燥サーモン 乾燥サーモン 乾燥ターキー 乾燥ターキー 乾燥ホワイトフィッシュ

原材料

ラム生肉 ラム生肉 ターキー生肉 ターキー生肉 ホワイトフィッシュ生肉

新 - -

サイズ/価格

（税込）

 リガロ ターキー
リガロ ハイプロテインレシピ ター

キー 子犬・成犬用
リガロ フィッシュ

リガロ ハイプロテインレシピ フィッ

シュ ホワイトフィッシュ 全年齢用

旧 新 旧 新 旧

パッケージ

画像

リガロ ラム
リガロ ハイプロテインレシピ ラム

子犬・成犬用

リニューアルレシピ 新発売レシピ


