
ACANA レジオナルシリーズ　新旧一覧表

商品名

340g 0064992540357 340g  0064992541354 340g  0064992542351 340g  0064992543341

2kg 0064992540210 2kg 0064992541200 2kg 0064992542207 2kg 0064992543204

6kg 0064992540616 6kg 0064992541606 6kg 0064992542603 6kg 0064992543600

11.4kg 0064992540111 11.4kg 0064992541118 11.4kg 0064992542115 11.4kg 0064992543112

旧/新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新

新鮮鶏肉（8%） 新鮮鶏肉 (11%) 新鮮丸ごと太平洋ニシン（14%）  生の丸ごとサバ (11%)
草を与えられて育った生ラム肉

（8%）
生ラム肉 (8.5%) 新鮮アンガス牛肉(8%) 生牛肉 (9%)

新鮮七面鳥肉（8%）  生七面鳥肉 (9%) 新鮮丸ごと太平洋イワシ（12%）  生カレイ (9%) 新鮮鴨肉（8%）  生鴨肉 (8.5%)
草を与えられて育った生ラム肉

(7%)
 生ラム肉 (8%)

新鮮鶏内臓(レバー、ハツ、腎

臓)(8%）
 新鮮鶏内臓 (レバー 心臓) (9%) 新鮮丸ごとアブラカレイ（8%)  乾燥ニシン (7%) 新鮮全卵（8%）  卵 (8%) 新鮮ヨークシャー種豚肉(7%)  生豚肉(8%)

鶏肉ミール（8%）  乾燥鶏肉 (9%) 丸ごとニシンミール（8%）  乾燥サバ (7%) ラム肉ミール（8%）  乾燥ラム肉 (8%) 牛肉ミール(7%)  乾燥牛肉 (8%)

七面鳥肉ミール（8%）  乾燥ニシン (9%) 太平洋タラミール（7%）  乾燥アオギス (7%) 丸ごとニシンミール（7%）  乾燥ニシン (7%) ラム肉ミール(7%)  乾燥ラム肉 (8%)

丸ごとニシンミール（8%）  丸ごとグリーンピース 丸ごとシロガネダラミール（7%）  丸ごとグリーンピース 七面鳥ミール（7%）  乾燥七面鳥肉 (7%) 豚肉ミール(7%)  乾燥豚肉 (7%)

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

丸ごと赤レンズ豆  丸ごとヒヨコ豆 丸ごと赤レンズ豆  丸ごとヒヨコ豆 丸ごと赤レンズ豆  丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆  丸ごと赤レンズ豆

丸ごとヒヨコ豆
 湖で漁獲された生の淡水魚*

(6%)
丸ごとヒヨコ豆  丸ごと緑レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆  丸ごとヒヨコ豆 丸ごとヒヨコ豆  丸ごとヒヨコ豆

新鮮全卵(4%）  乾燥七面鳥肉 (6%) 丸ごと緑レンズ豆  フィッシュオイル (6%)
新鮮天然ノーザンパイク

（4％）

 湖で漁獲された生の淡水魚*

(5%)
牛脂肪(5%)  牛脂肪 (5%)

新鮮天然ウォールアイ（4%）  卵 (4%) タラ油（6%）  生の丸ごとヘイク (4.5%) 生ラムレバー（4%）  フィッシュオイル (4%) 新鮮牛レバー(4%)  生牛レバー (4%)

新鮮天然トラウト（4%）  鶏脂肪 (4%) 新鮮丸ごとシルバーヘイク（4%）  生の丸ごとメバル (4.5%)
新鮮鴨内臓(レバー、ハツ、腎

臓)(4%）
 生ラムレバー (4%) 新鮮豚レバー(4%)  生豚レバー (4%)

鶏脂肪（4%）  丸ごと緑レンズ豆
新鮮丸ごとレッドストライプメバル

（4%）
 丸ごとピント豆 新鮮七面鳥肉(4%)  鴨レバー (4%) 新鮮バイソン(4%)

 湖で漁獲された生の淡水魚*

(4%)

新鮮七面鳥内臓（レバー、ハ

ツ、腎臓）(3%）
 丸ごとピント豆 丸ごとピント豆  丸ごとイエローピース ラム脂肪(4%)  生七面鳥肉 (4%) 新鮮天然ウォールアイ(4%)  丸ごと緑レンズ豆

丸ごと緑レンズ豆  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 丸ごと緑レンズ豆  丸ごと緑レンズ豆 丸ごと緑レンズ豆  丸ごとピント豆

丸ごとピント豆  レンズ豆繊維 日干しアルファルファ  ヒマワリオイル 丸ごとピント豆  丸ごとピント豆 丸ごとピント豆  丸ごとイエローピース

丸ごとイエローピース  フィッシュオイル (2%) コールドプレスヒマワリ油  レンズ豆繊維 丸ごとイエローピース  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

日干しアルファルファ  エンドウ豆スターチ レンズ豆繊維  乾燥ケルプ 日干しアルファルファ  レンズ豆繊維 日干しアルファルファ  生バイソン肉 (2%)

タラ油(2%)  生七面鳥レバー (1%) 乾燥ブラウンケルプ  フリーズドライタラ・タラレバー タラ油(2%)  鴨脂肪 (2%) 新鮮牛腎臓(2%)  フィッシュオイル (2%)

レンズ豆繊維  乾燥ケルプ 新鮮カボチャ  新鮮丸ごとカボチャ レンズ豆繊維  エンドウ豆スターチ タラ油(2%)  レンズ豆繊維

乾燥鶏軟骨(1%）  塩 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
乾燥ラム軟骨(1%)  乾燥ケルプ レンズ豆繊維  生ラムレバー (0.5%)

乾燥ブラウンケルプ  フリーズドライ鶏肉・鶏レバー 新鮮パースニップ  新鮮丸ごとニンジン 生ラムトライプ(1%)  新鮮丸ごとカボチャ 乾燥牛軟骨(1%)  生ラムトライプ (0.5%)

新鮮カボチャ  新鮮丸ごとカボチャ 新鮮グリーンケール  新鮮丸ごとリンゴ 乾燥ブラウンケルプ
 新鮮丸ごとバターナッツスクワッ

シュ
生のラムトライプ(1%)  乾燥ケルプ

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 新鮮ホウレン草  新鮮丸ごと洋梨 新鮮カボチャ  新鮮丸ごとニンジン 乾燥ブラウンケルプ  塩

新鮮パースニップ  新鮮丸ごとニンジン 新鮮カラシ菜  新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮バターナッツスクワッシュ  新鮮丸ごとリンゴ 新鮮カボチャ  フリーズドライ牛肉と牛レバー

新鮮グリーンケール  新鮮丸ごとリンゴ 新鮮カブラ菜  乾燥チコリールート 新鮮パースニップ  新鮮丸ごと洋梨 新鮮バターナッツスクワッシュ  新鮮丸ごとカボチャ

新鮮ホウレン草  新鮮丸ごと洋梨 新鮮ニンジン  新鮮ケール 新鮮グリーンケール  新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮パースニップ
 新鮮丸ごとバターナッツスクワッ

シュ

新鮮カラシ菜  新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮レッドデリシャスリンゴ  新鮮ホウレン草 新鮮ホウレン草  乾燥チコリールート 新鮮グリーンケール  新鮮丸ごとニンジン

新鮮カブラ菜  乾燥チコリールート 新鮮バートレット梨  新鮮カブラ菜 新鮮カラシ菜  フリーズドライ鴨肉・鴨レバー 新鮮ホウレン草  新鮮丸ごとリンゴ

新鮮ニンジン  新鮮ケール フリーズドライタラレバー（0.1%）  新鮮ビートの葉 新鮮カブラ菜 フリーズドライラム肉・ラムレバー 新鮮カラシ菜  新鮮丸ごと洋梨

新鮮レッドデリシャスリンゴ  新鮮ホウレン草 新鮮クランベリー  丸ごとクランベリー 新鮮ニンジン  新鮮ケール 新鮮カブラ菜  新鮮丸ごとズッキーニ

新鮮バートレット梨  新鮮カブラ菜 新鮮ブルーベリー  丸ごとブルーベリー 新鮮レッドデリシャスリンゴ  新鮮ホウレン草 新鮮ニンジン  乾燥チコリールート

フリーズドライレバー（鶏と七面

鳥）(0.1%)
 新鮮ビートの葉 チコリ―根  丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮バートレット梨  新鮮カブラ菜 新鮮レッドデリシャスリンゴ  新鮮ケール

塩  丸ごとクランベリー ターメリックルート  ターメリック
フリーズドライレバー(ラムと

鴨)(0.1%)
 新鮮ビートの葉 新鮮バートレット梨  新鮮ホウレン草

新鮮クランベリー  丸ごとブルーベリー オオアザミ  オオアザミ 新鮮クランベリー  丸ごとクランベリー
フリーズドライレバー(牛、羊、

豚)(0.1％)
 新鮮カブラ菜

新鮮ブルーベリー  丸ごとサスカトゥーンベリー ごぼう  ゴボウ 新鮮ブルーベリー  丸ごとブルーベリー 新鮮クランベリー  新鮮ビートの葉

チコリ―根  ターメリック ラベンダー  ラベンダー チコリ―根  丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮ブルーベリー  丸ごとクランベリー

ターメリックルート  オオアザミ マシュマロルート  マシュマロルート ターメリックルート  ターメリック チコリー根  丸ごとブルーベリー

オオアザミ  ゴボウ ローズヒップ  ローズヒップ オオアザミ  オオアザミ ターメリックルート  丸ごとサスカトゥーンベリー

ごぼう  ラベンダー 天然濃厚トコフェロール
酸化防止剤: 植物油から抽出し

たトコフェロール: 308mg
ごぼう  ゴボウ オオアザミ  ターメリック

ラベンダー  マシュマロルート ビタミンE  クエン酸: 40mg ラベンダー  ラベンダー ごぼう  オオアザミ

マシュマロルート  ローズヒップ アミノ酸水和物亜鉛キレート  ローズマリーエキス: 105mg マシュマロルート  マシュマロルート ラベンダー  ゴボウ

ローズヒップ
*生のタルビー、白身魚、ノーザンパイ

ク、ボラを混ぜたもの
アミノ酸水和物銅キレート

 添加栄養素(1kgあたり):

3b606 (亜鉛: 150mg)
ローズヒップ  ローズヒップ*生のタルビー マシュマロルート  ラベンダー

天然濃厚トコフェロール
酸化防止剤:植物油から抽出したト

コフェロール: 121mg

エンテロコッカス・フェシウム菌

（NCIMB10415)
 3b406 (銅: 11mg) 天然濃厚トコフェロール  白身魚 ローズヒップ  マシュマロルート

ビタミンE  クエン酸: 40mg  3a821 ビタミンB1: 25mg ビタミンE  ノーザンパイク
添加栄養素（1kg中）：天然濃

厚トコフェロール
 ローズヒップ

アミノ酸水和物亜鉛キレート  ローズマリーエキス: 80mg  3a841 ビタミンB5: 8mg アミノ酸水和物亜鉛キレート  ボラを混ぜたもの ビタミンE（100IU）
*生のタルビー、白身魚、ノーザ

ンパイク、ボラを混ぜたもの

アミノ酸水和物銅キレート
添加栄養素: 3b606 (亜鉛: 150

mg)
 3a831 ビタミンB6: 7.5mg アミノ酸水和物銅キレート

酸化防止剤:植物油から抽出し

たトコフェロール: 308mg

アミノ酸水和物亜鉛キレート

（100mg）

酸化防止剤:植物油から抽出し

たトコフェロール: 121mg

エンテロコッカス・フェシウム菌

（NCIMB10415)
 3b406 (銅: 11mg)  3a700 ビタミンE: 100 IU

エンテロコッカス・フェシウム菌

（NCIMB10415)
 クエン酸: 40mg

アミノ酸水和物銅キレート

（10mg）
 クエン酸: 40mg

 3a821 ビタミンB1: 25mg

添加腸球菌: 4b1707 エンテロ

コッカスフェシウム菌NCIMB

10415 2.2x10^6 CFU.

 ローズマリーエキス: 105mg タウリン（500mg）  ローズマリーエキス: 80mg

 3a841 ビタミンB5: 8mg
添加栄養素: 3b606 (亜鉛:

150 mg)

添加腸球菌：エンテロコッカス・フェ

シウム菌NCIMB10415<br />

※ビタミンEで天然保存

添加栄養素:3a370 タウリン:

500mg

 3a831 ビタミンB6: 7.5mg  3b406 (銅: 11mg)  3b606 (亜鉛: 150 mg)

 3a700 ビタミンE: 50 IU  3a821 ビタミンB1: 25mg  3b406 (銅: 11mg)

添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカ

スフェシウム NCIMB 10415

2.2x10^6CFU.

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

 3a831 ビタミンB6: 7.5mg  3a841 ビタミンB5: 8mg

 3a700 ビタミンE: 50 IU  3a831 ビタミンB6: 7.5mg

添加腸球菌: 4b1707 エンテロ

コッカスフェシウムNCIMB

10415 2.2x10^6CFU.

 3a700 ビタミンE: 50 IU

 添加腸球菌: 4b1707 エンテ

ロコッカスフェシウム菌NCIMB

10415 2.2x10^6 CFU.

原材料

※粒の大きさや形、成分値、カロリーは変更ありません。

アカナ　ワイルドプレイリードッグレシピ アカナ　パシフィカドッグレシピ アカナ　グラスランドドッグレシピ アカナ　ランチランドレシピ

商品
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