
オリジン　新旧一覧表
変更箇所：パッケージ / 原材料（一部） / 保証成分（一部）

商品名 オリジン　キャット＆キトゥン オリジン オリジナル キャット

旧/新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新

新鮮鶏肉(13％) 新鮮鶏肉(25%) 新鮮鶏肉(11％) 新鮮鶏肉(23%) 新鮮鶏肉(14％) 新鮮鶏肉(21%) 新鮮アンガスビーフ(11%) 生牛肉(12%) 新鮮鶏肉(13％) 新鮮鶏肉(18%) 新鮮鶏肉(18%) 新鮮鶏肉(20%) 新鮮アンガスビーフ(8%) 生牛肉(11%)

新鮮七面鳥肉(7％) 新鮮七面鳥肉(8%) 新鮮七面鳥肉(7％) 生七面鳥肉(10%) 新鮮七面鳥肉(7％) 生七面鳥肉(11%) 新鮮イノシシ肉(4%) 生イノシシ肉(5%) 新鮮全卵(7％) 生七面鳥肉(10%) 新鮮七面鳥肉(7%) 生七面鳥肉(10%) 新鮮イノシシ肉(4%) 生の丸ごとイワシ(11%)

新鮮全卵(7％) 新鮮鶏内臓(レバー心臓)(7%) 新鮮全卵(6％) 新鮮鶏内臓（レバー心臓)(8%) 新鮮全卵(7％) 新鮮鶏内臓(レバー心臓)(10%) 新鮮ヘイゲンバイソン肉(4%) 生バイソン(5%) 新鮮七面鳥肉(7％) 新鮮鶏内臓（レバー心臓)(10%) 新鮮全卵(5%) 生の丸ごとニシン(9%) 新鮮ヘイゲンバイソン肉(4%) 生イノシシ肉(5%)

新鮮鶏レバー(6％) 生の丸ごとニシン(6%) 新鮮丸ごとニシン(6％) 生の丸ごとニシン(6%) 新鮮鶏レバー(6％) 生の丸ごとヘイク(5%) 新鮮または生のロムニー種ラム肉(4%)生ラム肉(5%) 新鮮丸ごとニシン(7％) 生の丸ごとニシン(6%) 新鮮鶏レバー(5%) 新鮮鶏内臓(レバー心臓)(6%) 新鮮または生のロムニー種ラム肉(4%)生バイソン肉(5%)

新鮮丸ごとニシン(6％) 生の丸ごとヘイク(5%) 新鮮鶏レバー(5％) 生の丸ごとヘイク(5%) 新鮮丸ごとカレイ(5％) 生の丸ごとニシン(5%) 新鮮ヨークシャー種豚肉(4%) 生豚肉(5%) 新鮮鶏レバー(6％) 生の丸ごとヘイク(5%) 新鮮丸ごとカレイ(4%) 生の丸ごとヘイク(5%) 新鮮ヨークシャー種豚肉(4%) 生ラム肉(5%)

新鮮丸ごとカレイ(5％) 新鮮卵(5%) 新鮮丸ごとカレイ(5％) 新鮮卵(5%) 新鮮丸ごとニシン(5％) 新鮮卵(5%) 新鮮牛レバー(4%) 生牛レバー(4%) 新鮮丸ごとカレイ(4％) 新鮮卵(5%) 新鮮丸ごとニシン(4%) 生七面鳥レバー(5%) 新鮮牛レバー(4%) 生豚肉(5%)

新鮮七面鳥レバー(5％) 生七面鳥レバー(5%) 新鮮七面鳥レバー(5％) ディハイドレート鶏肉(4%) 新鮮七面鳥レバー(5％) 生の七面鳥レバー(5%) 新鮮牛トライプ(4%) 生の丸ごとイワシ(4%) 新鮮七面鳥レバー(4％) 生七面鳥レバー(5%) 新鮮七面鳥レバー(4%) 新鮮卵(5%) 新鮮イノシシレバー(4%) 生牛レバー(4%)

新鮮鶏ネック(4％) ディハイドレート鶏肉(4%) 新鮮鶏心臓(4％) ディハイドレート七面鳥肉(4%) 新鮮鶏ネック(4％) ディハイドレート鶏肉(5%) 新鮮丸ごとイワシ(4%) 新鮮卵(4%) 新鮮鶏ネック(4％) ディハイドレート鶏肉(5%) 新鮮鶏心臓(4%) ディハイドレート鶏肉(4%) 新鮮牛トライプ(4%) 生豚レバー(4%)

新鮮鶏心臓(4％) ディハイドレート七面鳥肉(4%) 新鮮七面鳥心臓(4％) ディハイドレートサバ(4%) 新鮮鶏心臓(4％) ディハイドレートサバ(5%) 新鮮全卵(4%) 生豚レバー(4%) 新鮮鶏心臓(4％) ディハイドレート七面鳥肉(5%) 新鮮七面鳥心臓(4%) ディハイドレート七面鳥肉(4%) 新鮮丸ごとイワシ(4%) 新鮮卵(4%)

新鮮七面鳥心臓(4％) ディハイドレートサバ(4%) 新鮮鶏ネック(4％) ディハイドレートイワシ(4%) 新鮮七面鳥心臓(4％) ディハイドレートイワシ(4.5%) 新鮮イノシシレバー(4%) ディハイドレートラム肉(4%) 新鮮七面鳥心臓(4％) ディハイドレートサバ(4%) 新鮮鶏ネック(4%) ディハイドレートサバ(4%) 新鮮全卵(4%) ディハイドレートラム肉(4%)

ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレートイワシ(4%) ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレートラム肉(4%) ディハイドレート牛肉(4%) ディハイドレート鶏肉(4％) ディハイドレートイワシ(4%) ディハイドレート鶏肉(4%) ディハイドレートイワシ(4%) ディハイドレートラム肉(4%) ディハイドレート牛肉(4%)

ディハイドレート七面鳥肉(4％) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレート七面鳥肉(4％) 鶏脂肪(4%) ディハイドレート七面鳥肉(4％) 丸ごと赤レンズ豆 ディハイドレート牛肉(4%) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレート七面鳥肉(4％) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレート七面鳥肉(4%) ディハイドレートニシン(4%) ディハイドレート牛肉(4%) ディハイドレートニシン(4%)

ディハイドレート丸ごとサバ(4％) 丸ごと赤レンズ豆 ディハイドレート丸ごとサバ(4％) 丸ごと赤レンズ豆 ディハイドレート丸ごとサバ(4％) 丸ごと緑レンズ豆 ディハイドレート丸ごとニシン(4%) ディハイドレートマトン肉(4%) ディハイドレート丸ごとサバ(4％) 丸ごと赤レンズ豆 ディハイドレート丸ごとサバ(4%) 鶏脂肪(4%) ディハイドレート丸ごとニシン(3.5%) ディハイドレートイワシ(4%)

ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) 丸ごとヒヨコ豆 ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) 丸ごとエンドウ豆 ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) 丸ごとエンドウ豆 ディハイドレートマトン肉(4%) ディハイドレート豚肉(4%) ディハイドレート丸ごとイワシ(4％) 丸ごと緑レンズ豆 ディハイドレート丸ごとイワシ(4%) 丸ごと赤レンズ豆 ディハイドレート丸ごとイワシ(3.5%) ディハイドレートマトン肉(4%)

ディハイドレート丸ごとニシン(4％) 丸ごとエンドウ豆 ディハイドレート丸ごとニシン(4％) 丸ごと緑レンズ豆 ディハイドレート丸ごとニシン(4％) レンズ豆繊維 ディハイドレート豚肉(4%) ディハイドレートイワシ(4%) ディハイドレート丸ごとニシン(4％) 丸ごとエンドウ豆 ディハイドレート丸ごとニシン(4%) 丸ごとエンドウ豆 ディハイドレートマトン肉(3.5%) ディハイドレート豚肉(4%)

丸ごと赤レンズ豆 鶏脂肪(3%) 鶏脂肪(4％) 丸ごとヒヨコ豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆 新鮮ラムレバー(3.5%) 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆 レンズ豆繊維 鶏脂肪(3%) 丸ごと緑レンズ豆 牛脂肪(3.5%) キャノーラ油

丸ごと緑レンズ豆 丸ごと緑レンズ豆 ニシン油(2％) レンズ豆繊維 丸ごと緑レンズ豆 丸ごとピント豆 新鮮ラムトライプ(3.5%) 丸ごとエンドウ豆 丸ごと緑レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆 新鮮牛腎臓(3.5%) 丸ごと赤レンズ豆

丸ごとグリーンピース 丸ごとピント豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごとピント豆 丸ごとグリーンピース エンドウ豆スターチ ディハイドレート丸ごとイワシ(3%) 丸ごとヒヨコ豆 丸ごとグリーンピース 丸ごとピント豆 丸ごとグリーンピース レンズ豆繊維 新鮮牛心臓(3.5%) 丸ごとエンドウ豆

レンズ豆繊維 丸ごと白インゲン豆 丸ごとグリーンピース 丸ごと白インゲン豆 レンズ豆繊維 ディハイドレート七面鳥肉(2%) 新鮮豚レバー(3%) 丸ごと緑レンズ豆 レンズ豆繊維 エンドウ豆スターチ 丸ごと緑レンズ豆 丸ごとピント豆 ディハイドレート豚肉(3.5%) 丸ごとヒヨコ豆

丸ごとヒヨコ豆 レンズ豆繊維 丸ごと緑レンズ豆 生七面鳥レバー(2%) 丸ごとヒヨコ豆 鶏脂肪(2%) 丸ごと赤レンズ豆 丸ごとピント豆 丸ごとヒヨコ豆 ポロック油(2%) 丸ごとヒヨコ豆 エンドウ豆スターチ 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと緑レンズ豆

丸ごとイエローピース ポロック油(1%) 丸ごとヒヨコ豆 ポロック油(2%) 丸ごとイエローピース 丸ごと白インゲン豆 丸ごと緑レンズ豆 レンズ豆繊維 丸ごとイエローピース 鶏脂肪(2%) 丸ごとイエローピース 丸ごと白インゲン豆 丸ごと緑レンズ豆 エンドウ豆スターチ

丸ごとピント豆 エンドウ豆スターチ 丸ごとイエローピース エンドウ豆スターチ 丸ごとピント豆 ポロック油(0.5%) 丸ごとグリーンピース エンドウ豆スターチ 丸ごとピント豆 丸ごと白インゲン豆 レンズ豆繊維 ポロック油(1%) 丸ごとグリーンピース 生ラムレバー(2%)

丸ごと白インゲン豆 乾燥ケルプ レンズ豆繊維 乾燥ケルプ 丸ごと白インゲン豆 乾燥ケルプ レンズ豆繊維 ポロック油(2%) 鶏軟骨(1％) 乾燥ケルプ 丸ごとピント豆 乾燥ケルプ レンズ豆繊維 ディハイドレート白身魚(2%)

ニシン油(1％) 新鮮丸ごとカボチャ 丸ごとピント豆 新鮮丸ごとカボチャ ニシン油(1％) 新鮮丸ごとカボチャ 丸ごとヒヨコ豆 生ラムレバー(2%) 丸ごと白インゲン豆 新鮮丸ごとカボチャ 丸ごと白インゲン豆 新鮮丸ごとカボチャ 丸ごとヒヨコ豆 ポロック油(2%)

鶏脂肪(1％) 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 丸ごと白インゲン豆 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 鶏軟骨(1％) 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 丸ごとイエローピース 牛脂肪(2%) ニシン油(1％) 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ ディハイドレート鶏軟骨(1%) 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 丸ごとイエローピース 丸ごとピント豆

鶏軟骨(1％) 新鮮丸ごとズッキーニ 骨・軟骨(鶏)(1％) 新鮮丸ごとズッキーニ 鶏脂肪(1％) 新鮮丸ごとズッキーニ 丸ごとピント豆 生イノシシレバー(2%) 鶏脂肪(1％) 新鮮丸ごとズッキーニ ニシン油(1%) 新鮮丸ごとズッキーニ 丸ごとピント豆 丸ごと白インゲン豆

フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとニンジン フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとニンジン 日干しアルファルファ 新鮮丸ごとニンジン 牛脂肪(1%) 生牛腎臓(2%) 七面鳥軟骨(1％) 新鮮丸ごとニンジン フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとニンジン 新鮮豚レバー(1.5%) レンズ豆繊維

フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとリンゴ フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとリンゴ フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとリンゴ 豚脂肪(1%) 生牛トライプ(1%) フリーズドライ鶏レバー 新鮮丸ごとリンゴ フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮ラムレバー(1.5%) 生ラム腎臓(0.5%)

新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごと洋梨 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごと洋梨 フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごと洋梨 ニシン油(1%) 生ラム腎臓(1%) フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごと洋梨 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごと洋梨 ディハイドレートスケトウダラ(1.5%) 生ラムトライプ(0.5%)

新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとカボチャ 乾燥チコリールート ディハイドレート牛軟骨(1%) 生ラムトライプ(1%) 新鮮丸ごとカボチャ 乾燥チコリールート 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 乾燥チコリールート ニシン油(1%) 乾燥ケルプ

新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ケール 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ケール 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮ケール フリーズドライ牛レバー 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮ケール 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ケール ラムトライプ(1%) 新鮮丸ごとカボチャ

新鮮丸ごとパースニップ 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ホウレン草 フリーズドライ牛トライプ 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ホウレン草 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮ホウレン草 ディハイドレート牛軟骨(1%) 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ

新鮮ニンジン 新鮮ビートの葉 新鮮ニンジン 新鮮ビートの葉 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮ビートの葉 フリーズドライラムレバー 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 新鮮ビートの葉 新鮮ニンジン 新鮮ビートの葉 日干しアルファルファ 新鮮丸ごとズッキーニ

新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 新鮮カブラ菜 新鮮ニンジン 新鮮カブラ菜 フリーズドライラムトライプ 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ニンジン 新鮮カブラ菜 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 新鮮カブラ菜 フリーズドライ牛レバー 新鮮丸ごとニンジン

新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとニンジン 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 丸ごとクランベリー 新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとクランベリー フリーズドライ牛トライプ 新鮮丸ごとリンゴ

新鮮ケール 丸ごとブルーベリー 新鮮ケール 丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとブルーベリー 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮丸ごとリンゴ 新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとブルーベリー 新鮮ケール 丸ごとブルーベリー フリーズドライラムレバー 新鮮丸ごと洋梨

新鮮ホウレン草 丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮ホウレン草 丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮ケール 丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮丸ごと洋梨 新鮮ケール 丸ごとサスカトゥーンベリー 新鮮ホウレン草 丸ごとサスカトゥーンベリー フリーズドライラムトライプ 乾燥チコリールート

新鮮ビートの葉 ターメリック 新鮮ビートの葉 ターメリック 新鮮ホウレン草 ターメリック 新鮮丸ごとパースニップ 乾燥チコリールート 新鮮ホウレン草 ターメリック 新鮮ビートの葉 ターメリック 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮ケール

新鮮カブラ菜 オオアザミ 新鮮カブラ菜 オオアザミ 新鮮ビートの葉 オオアザミ 新鮮ニンジン 新鮮ケール 新鮮ビートの葉 オオアザミ 新鮮カブラ菜 オオアザミ 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ 新鮮ホウレン草

ブラウンケルプ ゴボウ ブラウンケルプ ゴボウ 新鮮カブラ菜 ゴボウ 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 新鮮ホウレン草 新鮮カブラ菜 ゴボウ ブラウンケルプ ゴボウ 新鮮丸ごとズッキーニ 新鮮ビートの葉

丸ごとクランベリー ラベンダー 丸ごとクランベリー ラベンダー ブラウンケルプ ラベンダー 新鮮丸ごとバートレット梨 新鮮ビートの葉 ブラウンケルプ ラベンダー 丸ごとクランベリー ラベンダー 新鮮丸ごとパースニップ 新鮮カブラ菜

丸ごとブルーベリー マシュマロルート 丸ごとブルーベリー マシュマロルート 丸ごとクランベリー マシュマロルート 新鮮ケール 新鮮カブラ菜 丸ごとクランベリー マシュマロルート 丸ごとブルーベリー マシュマロルート 新鮮ニンジン 丸ごとクランベリー

丸ごとサスカトゥーンベリー ローズヒップ 丸ごとサスカトゥーンベリー ローズヒップ. 丸ごとブルーベリー ローズヒップ 新鮮ホウレン草 丸ごとクランベリー 丸ごとブルーベリー ローズヒップ. 丸ごとサスカトゥーンベリー ローズヒップ 新鮮丸ごとレッドデリシャスリンゴ 丸ごとブルーベリー

チコリールート
酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg
チコリールート

酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg
丸ごとサスカトゥーンベリー

酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg
新鮮ビートの葉 丸ごとブルーベリー 丸ごとサスカトゥーンベリー

酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg
チコリールート

酸化防止剤:植物油から抽出したトコフェ

ロール:121mg
新鮮丸ごとバートレット梨 丸ごとサスカトゥーンベリー

ターメリック クエン酸:40mg ターメリック クエン酸:40mg. チコリールート クエン酸:40mg 新鮮カブラ菜 丸ごとサスカトゥーンベリー チコリールート クエン酸:40mg. ターメリックルート クエン酸:40mg 新鮮ケール ターメリック

オオアザミ
ローズマリーエキス:80mg添加栄養

素(1kgあたり):3b606(亜
オオアザミ ローズマリーエキス:80mg. ターメリック ローズマリーエキス:80mg. ブラウンケルプ ターメリック ターメリック ローズマリーエキス:80mg. オオアザミ ローズマリーエキス:80mg 新鮮ホウレン草 オオアザミ

ゴボウ
添加栄養素(1kgあたり):3b606(亜

鉛:105mg)
ゴボウ

添加栄養素(1kgあたり):3b606(亜

鉛:105mg)
オオアザミ

添加栄養素(1kgあたり):3a370タウ

リン:400mg
丸ごとクランベリー オオアザミ オオアザミ

添加栄養素(1kgあたり):3b606(亜

鉛:105mg)
ゴボウ

添加栄養素:3a890塩化コリン(コリ

ン):1190mg
新鮮ビートの葉 ゴボウ

ラベンダー 3b406(銅:11mg) ラベンダー 3b406(銅:11mg) ゴボウ 3b406(銅:11mg) 丸ごとブルーベリー ゴボウ ゴボウ 3b406(銅:5.5mg) ラベンダー 3b606(亜鉛:105mg) 新鮮カブラ菜 ラベンダー

マシュマロルート 3a821ビタミンB1:10mg マシュマロルート 3a821ビタミンB1:14.7mg ラベンダー 3a821ビタミンB1:9.8mg 丸ごとサスカトゥーンベリー ラベンダー ラベンダー 3a821ビタミンB1:9.8mg マシュマロルート 3b406(銅:11mg) ブラウンケルプ マシュマロルート

ローズヒップ 3a672aビタミンA:3750IU ローズヒップ 3a841ビタミンB5:12.5mg マシュマロルート 3a700ビタミンE:120IU. チコリールート マシュマロルート マシュマロルート 3a841ビタミンB5:12.5mg ローズヒップ 3a821ビタミンB1:12.5mg 丸ごとクランベリー ローズヒップ

酸化防止剤：天然成分から抽出し

たトコフェロール
3a671ビタミンD3:500IU

酸化防止剤：天然成分から抽出し

たトコフェロール
3a672aビタミンA:3750IU ローズヒップ

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

ターメリックルート ローズヒップ ローズヒップ 3a700ビタミンE:120IU.
添加栄養素(1kgあたり)：天然成分から

抽出したトコフェロール
3a825iビタミンB2:10mg 丸ごとブルーベリー

酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg

添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キ

レート:100mg
3a700ビタミンE:80IU

添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キ

レート:100mg
3a671ビタミンD3:500IU

酸化防止剤：天然成分から抽出し

たトコフェロール
オオアザミ

酸化防止剤:植物油から抽出したトコ

フェロール:121mg

酸化防止剤：天然成分から抽出し

たトコフェロール

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

亜鉛キレート100mg 3a314ビタミンB3:50mg 丸ごとサスカトゥーンベリー クエン酸:40mg

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600ｘ10＾

6CFU

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600ｘ10＾

6CFU

3a700ビタミンE:110IU.
添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キ

レート:100mg
ゴボウ クエン酸:40mg

添加栄養素(1kg当たり):亜鉛キレー

ト100mg
銅キレート11mg 3a841ビタミンB5:8mg チコリールート ローズマリーエキス:80mg.

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600ｘ10＾

6CFU

ラベンダー ローズマリーエキス:80mg.

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600ｘ10＾

6CFU

塩化コリン1200mg 3a831ビタミンB6:6.5mg ターメリックルート
添加栄養素(1kgあたり):3a890塩

化コリン(コリン):1190mg

マシュマロルート
添加栄養素(1kgあたり):3b606(亜

鉛:105mg)

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウム

NCIMB10415:600x10^6CFU
3a316ビタミンB9:0.75mg オオアザミ 3b606(亜鉛:105mg)

ローズヒップ 3a821ビタミンB1:10mg 3a880ビタミンB7:0.13mg ゴボウ 3b406(銅:11mg)

酸化防止剤：天然成分から抽出し

たトコフェロール
3a700ビタミンE:100IU. ビタミンB12:0.1mg ラベンダー 3a821ビタミンB1:12.5mg

添加栄養素(1kg当たり)：亜鉛キ

レート：100mg

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

3a710ビタミンK3:0.5mg マシュマロルート 3a825iビタミンB2:10mg

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600ｘ10＾
3a672aビタミンA:3750IU ローズヒップ 3a314ビタミンB3:50mg

3a671ビタミンD3:500IU
添加栄養素(1kgあたり)：天然成分

から抽出したトコフェロール
3a841ビタミンB5:8mg

3a700ビタミンE:290IU 亜鉛キレート100mg 3a831ビタミンB6:6.5mg

3a300ビタミンC:12.5IU. 銅キレート11mg 3a316ビタミンB9:0.75mg

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカスフェ

シウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

塩化コリン1200mg 3a880ビタミンB7:0.13mg

添加腸球菌：エンテロコッカスフェシウ

ムNCIMB10415:600x10^6CFU
ビタミンB12:0.1mg

3a710ビタミンK3:0.5mg

3a672aビタミンA:3750IU

3a671ビタミンD3:500IU

3a700ビタミンE:290IU

3a300ビタミンC:12.5IU.

添加腸球菌:4b1707エンテロコッカス

フェシウム菌

NCIMB10415:1x10^9CFU.

粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 変更なし 粗たんぱく質38% 粗たんぱく質38% 変更なし 変更なし

脂肪分18% 脂肪分18% 脂肪分20% 脂肪分20% 脂肪分16% 脂肪分16% 脂肪分15% 脂肪分15%

粗灰分8% 粗灰分9% 粗灰分8% 粗灰分8% 粗灰分7% 粗灰分8% 粗灰分8% 粗灰分8%

粗繊維5% 粗繊維5% 粗繊維5% 粗繊維5% 粗繊維6% 粗繊維6% 粗繊維8% 粗繊維6%

水分12% 水分12% 水分12% 水分12% 水分12% 水分12% 水分12% 水分12%

カルシウム1.4% カルシウム1.4% カルシウム1.4% カルシウム1.4% カルシウム1.3% カルシウム1.3% カルシウム1.3% カルシウム1.3%

リン1.1% リン1.1% リン1.1% リン1.1% リン1.1% リン1.1% リン1.1% リン1.1%

DHA0.3% DHA0.3% オメガ-3/オメガ-6　1.1%/3.0% オメガ-3/オメガ-6　1.1%/3.0% オメガ-3/オメガ-6　0.9%/2.8% オメガ-3/オメガ-6　0.9%/2.8% オメガ3　0.9% オメガ3　0.9%

EPA0.2% EPA0.2% DHA/EPA　0.35%/0.25% DHA/EPA　0.35%/0.25% DHA/EPA　0.3%/0.2% DHA/EPA　0.3%/0.2% オメガ6　2.3% オメガ6　2.3%

グルコサミン1400mg/kg グルコサミン1500mg/kg グルコサミン1400mg/kg DHA/EPA　0.3%/0.2% DHA/EPA　0.3%/0.2%

コンドロイチン1200mg/kg コンドロイチン1200mg/kg コンドロイチン1200mg/kg

カロリー エネルギー (ME) 3900 kcal/kg エネルギー(ME)　3860kcal/kg エネルギー (ME) 4000 kcal/kg エネルギー(ME)4000kcal/kg エネルギー (ME) 3720 kcal/kg エネルギー(ME)3760kcal/kg 変更なし エネルギー(ME)3630kcal/kg エネルギー(ME)3710kcal/kg 変更なし エネルギー (ME) 4120 kcal/kg エネルギー (ME) 4100 kcal/kg
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