
 

 

（別紙 1/3） 
対象 対象 
ホリスティックブレンド 
 

【規格】 

1㎏／3㎏／6㎏  

【変更時期】 

2021年 12月 13日期限分より 

（2020年 9月下旬予定） 

ウィービット 

 
【規格】 

1㎏／3㎏ 
【変更時期】 

2021年 10月 30日期限分より 

（2020年 11月上旬予定） 

旧原材料・成分 旧原材料・成分 
オートミール・挽き割り精製大麦・えんどう豆・ドライオーシャンフィ

ッシュ・鶏脂肪（混合トコフェロールによる保存処理）・天然風味料・

リン酸二カルシウム・トマト搾り粕（リコピン）・乾燥卵・フラックスシ

ード・塩化カリウム・塩・DL メチオニン・塩化コリン・サーモンオイル

（混合トコフェロールによる保存処理）・乾燥チコリ根・人参・パンプ

キン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サ

トウダイコン・クレソン・ほうれん草・ブロッコリー・スペアミント・アー

モンドオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル

（混合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥

ケルプ・タイム・ヒラマメ・ビタミン A・ビタミン D3・ビタミン E・硫酸亜

鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタ

ミンC源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフ

ラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨ

ウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウ

ム・ビオチン・ビタミン B12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシ

ドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 18.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 6.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.0％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.75％以上 

粗灰分 6.0％以下          

 代謝カロリー 3,330kcal/㎏ 

 

バイソン・ドライオーシャンフィッシュ・玄米・えんどう豆・カノラオイ

ル（混合トコフェロールによる保存処理）・オートミール・豆タンパク

質・乾燥卵・米ぬか・挽き割り精製大麦・ドライサーモン・トマト搾り

粕（リコピン）・天然風味料・フラックスシード・塩・塩化コリン・DL メ

チオニン・塩化カリウム・サーモンオイル（混合トコフェロールによる

保存処理）・タウリン・L-カルニチン・人参・パセリ・リンゴ・クランベリ

ー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ほうれん

草・乾燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル（混

合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコフェロー

ルによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒ

ラマメ・ビタミン A・ビタミン D3・ビタミン E・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫

酸第一鉄・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテ

ン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシ

ン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キ

レートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタミ

ン B12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテ

ロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 28.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 18.0％以上         オメガ 6脂肪酸 2.75％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 1.25％以上 

粗灰分 9.0％以下          

 代謝カロリー 3,745kcal/㎏ 

新原材料・成分 新原材料・成分 
オートミール・挽き割り精製大麦・えんどう豆・ドライオーシャンフィ

ッシュ・乾燥卵・鶏脂肪（混合トコフェロールによる保存処理）・天然

風味料・トマト搾り粕（リコピン）・リン酸二カルシウム・人参・パンプ

キン・塩化カリウム・DL メチオニン・サーモンオイル（混合トコフェロ

ールによる保存処理）・ブルーベリー・クランベリー・ビタミン類（ビタ

ミン E・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C源）・ナイアシン・

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・チアミ

ン硝酸塩・ビタミン A・ビタミン B12・ビタミン D3・ビオチン・葉酸）・

塩・塩化コリン・ミネラル類（硫酸亜鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸

マンガン・キレート亜鉛・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸

ナトリウム・ヨウ化カルシウム）・乾燥チコリ根・タウリン・ローズマリ

ーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウ

ム・ラクトバチルスカゼイ 

 

 

粗タンパク質 18.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 6.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.0％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.1％以上 

粗灰分 5.4％以下          

 代謝カロリー 3,265kcal/㎏ 

 

バイソン・ドライオーシャンフィッシュ・オートミール・えんどう豆・鶏

脂肪（混合トコフェロールによる保存処理）・豆タンパク質・玄米・挽

き割り精製大麦・乾燥卵・ドライサーモン・トマト搾り粕（リコピン）・フ

ラックスシード・天然風味料・人参・サーモンオイル（混合トコフェロ

ールによる保存処理）・塩・塩化カリウム・パンプキン・ブルーベリ

ー・クランベリー・ミネラル類（硫酸亜鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸

マンガン・キレート亜鉛・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸

ナトリウム・ヨウ化カルシウム）・ビタミン類（ビタミン E・L-アスコルビ

ン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C 源）・ナイアシン・パントテン酸カルシ

ウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・チアミン硝酸塩・ビタミン

A・ビタミン B12・ビタミン D3・ビオチン・葉酸）・塩化コリン・乾燥チコ

リ根・タウリン・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・

エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

 

粗タンパク質 28.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 18.0％以上         オメガ 6脂肪酸 2.5％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.5％以上 

粗灰分 9.0％以下          

 代謝カロリー 3,900kcal/㎏ 

 
※赤字：旧商品より追加になった原材料  ※青字：旧商品より使用されなくなった原材料   ※緑字：変更箇所 



 

 

（別紙 2/3） 
対象 対象 
マイティミニ 

 
【規格】 

1㎏／3㎏  

【変更時期】 

2021年 11月 14日期限分より 

（2020年 10月下旬予定） 

カッツフラッケン 

 
【規格】 

500ｇ／1㎏／2㎏ 
【変更時期】 

2021年 12月 19日期限分より 

（2020年 11月上旬予定） 

旧原材料・成分 旧原材料・成分 
ラム・ドライラム・オーシャンフィッシュミール・豆タンパク質・スィート

ポテト・えんどう豆粉・ガルバンゾー豆・鶏脂肪（混合トコフェロール

による保存処理）・クランベリー・天然風味料・フラックスシード・乾 

燥卵・塩化カリウム・塩・塩化コリン・サーモンオイル（混合トコフェ

ロールによる保存処理）・DL-メチオニン・乾燥チコリ根・人参・パン

プキン・リンゴ・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソ

ン・ ほうれん草・ブロッコリー・パセリ・スペアミント・アーモンドオイ

ル（混合トコフェロールによる 保存処理）・セサミオイル（混合トコフ

ェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タ 

イム・ヒラマメ・ビタミンＡ・ビタミン D3・ビタミン E・硫酸亜鉛・ナイア

シン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C 

源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビ 

ン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化

カルシウム・キレートマンガン・キ レート銅・亜セレン酸ナトリウム・

ビオチン・ビタミン B12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシド 

フィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 30.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 18.0％以上         オメガ 6脂肪酸 3.0％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 1.0％以上 

粗灰分 8.6％以下          

 代謝カロリー 3,880kcal/㎏ 

 

ラム・ドライチキン・えんどう豆・玄米・豆タンパク質・オーシャンフィ

ッシュミール・挽割り精製大麦・カノラオイル（混合トコフェロールに

よる保存処理）・乾燥卵・天然風味料・フラックスシード・塩化コリ

ン・タウリン・塩化カリウム・DL メチオニン・サーモンオイル（混合ト

コフェロールによる保存処理）・乾燥チコリ根・人参・パンプキン・パ

セリ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイ

コン・クレソン・ほうれん草・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオ

イル（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコ

フェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タ

イム・ヒラマメ・L-カルニチン・ビタミン A・ビタミン D3・ビタミン E・硫

酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸

（ビタミン C 源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・

リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉

酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナ

トリウム・ビオチン・ビタミン B12・ローズマリーエキス・ラクトバチル

スアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 34.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 12.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.6％以上 

粗繊維 3.0％以下         オメガ 3脂肪酸 1.0％以上 

粗灰分 7.0％以下          

 代謝カロリー 3,525kcal/㎏ 

新原材料・成分 新原材料・成分 
ラム・ドライラム・ドライオーシャンフィッシュ・ガルバンゾー豆・えん

どう豆・スィートポテト・豆タンパク質・乾燥卵・鶏脂肪（混合トコフェ

ロールによる保存処理）・人参・フラックスシード・天然風味料・塩・

サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・パンプキン・

ブルーベリー・クランベリー・塩化カリウム・ビタミン類（ビタミン E・Ｌ

-アスコル ビン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C 源）・ナイアシン・パント

テン酸カルシウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・チアミン硝酸

塩・ビタミンＡ・ビタミン B12・ビタミン D3・ビオチン・葉酸）・ミネラル

類（硫酸亜鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸マンガン・キレート亜鉛・

キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ヨウ化カルシ

ウム）・塩化コリン・DL メチオニン・乾燥チコリ根・タウリン・ローズマ

リーエキス・ラクトバチルスアシド フィルス・エンテロコッカスフェシ

ウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

 

粗タンパク質 30.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 18.0％以上         オメガ 6脂肪酸 2.0％以上 

粗繊維 4.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.5％以上 

粗灰分 7.3％以下          

 代謝カロリー 3,750kcal/㎏ 

 

 

ラム・ドライチキン・えんどう豆・玄米・ドライオーシャンフィッシュ・挽

割り精製大麦・豆タンパク質・カノラオイル（混合トコフェロールによ

る保存処理）・フラックスシード・乾燥卵・天然風味料・硫酸カルシウ

ム・人参・パンプキン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保

存処理）・塩化コリン・塩化カリウム・ブルーベリー・クランベリー・ビ

タミン類（ビタミン E・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C

源）・ナイアシン・パントテン酸カルシウム・リボフラビン・ピリドキシ

ン塩酸塩・チアミン硝酸塩・ビタミン A・ビタミン B12・ビタミン D3・ビ

オチン・葉酸）・ミネラル類（硫酸亜鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸マ

ンガン・キレート亜鉛・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナト

リウム・ヨウ化カルシウム）・タウリン・DL メチオニン・乾燥チコリ根・

ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカ

スフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

 

粗タンパク質 34.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 12.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.25％以上 

粗繊維 3.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.75％以上 

粗灰分 7.0％以下          

 代謝カロリー 3,525kcal/㎏ 

 

※赤字：旧商品より追加になった原材料  ※青字：旧商品より使用されなくなった原材料   ※緑字：変更箇所 



 

 

（別紙 3/3） 
対象 対象 
フィットアズアフィドル 

 
【規格】 

500ｇ／1㎏／2㎏  
【変更時期】 

2021年 11月 18日期限分より 

（2020年 11月中旬予定） 

インドアキャット 

 
【規格】 

500ｇ／1㎏／2㎏ 
【変更時期】 

2021年 11月 06日期限分より 

（2020年 10月中旬予定） 

旧原材料・成分 旧原材料・成分 
スケトウダラ・えんどう豆・タピオカ・ガルバンゾー豆・ドライターキ

ー・豆繊維・ドライスケトウダラ・ドライチキン・ポテト・乾燥卵・鶏脂

肪（混合トコフェロールによる保存処理）・天然風味料・カノラオイル

（混合トコフェロールによる保存処理）・塩化カリウム・塩化コリン・

DL メチオニン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処

理）・タウリン・硫酸カルシウム・人参・パンプキン・パセリ・リンゴ・ク

ランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・

ほうれん草・乾燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオ

イル（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコ

フェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タ

イム・ヒラマメ・L-カルニチン・ビタミン A・ビタミン D3・ビタミン E・硫

酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸

（ビタミン C 源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・

リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉

酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナ

トリウム・ビオチン・ビタミン B12・ローズマリーエキス・ラクトバチル

スアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 30.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 8.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.25％以上 

粗繊維 9.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.3％以上 

粗灰分 8.0％以下          

 代謝カロリー 3,110kcal/㎏ 

 

サーモン・ドライサーモン・ヒラマメ・えんどう豆・ドライターキー・豆タ

ンパク質・豆繊維・鶏脂肪（混合トコフェロールによる保存処理）・リ

ンゴ・天然風味料・フラックスシード・乾燥卵・塩化カリウム・塩化 コ

リン・タウリン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処

理）・硫酸カルシウム・人参・パンプキン・パセリ・クランベリー・ブル

ーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ほうれん草・ 乾

燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル（混合トコ

フェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコフェロールによ

る保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ビタミン 

A・ビタミン D3・ビタミン E・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・L-

アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテン酸カルシウ

ム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫

酸 マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キレートマン

ガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウ ム・ビオチン・ビタミン B12・

ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカ

スフ ェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

 

粗タンパク質 36.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 16.0％以上         オメガ 6脂肪酸 2.8％以上 

粗繊維 8.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.9％以上 

粗灰分 7.6％以下          

 代謝カロリー 3,525kcal/㎏ 

 
新原材料・成分 新原材料・成分 
スケトウダラ・ドライターキー・えんどう豆・タピオカ・ガルバンゾー

豆・豆繊維・ドライオーシャンフィッシュ・ドライチキン・鶏脂肪（混合

トコフェロールによる保存処理）・天然風味料・乾燥卵・ポテト・人

参・塩化カリウム・パンプキン・塩化コリン・ブルーベリー・クランベリ

ー・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・DL メチ

オニン・タウリン・ビタミン類（ビタミン E・L-アスコルビン酸-2-ポリリ

ン酸（ビタミン C 源）・ナイアシン・パントテン酸カルシウム・リボフラ

ビン・ピリドキシン塩酸塩・チアミン硝酸塩・ビタミン A・ビタミン B12・

ビタミン D3・ビオチン・葉酸）・硫酸カルシウム・乾燥チコリ根・ミネラ

ル類（硫酸亜鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸マンガン・キレート亜

鉛・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ヨウ化カ

ルシウム）・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エン

テロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 31.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 9.0％以上         オメガ 6脂肪酸 1.25％以上 

粗繊維 9.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.25％以上 

粗灰分 7.5％以下          

 代謝カロリー 3,300kcal/㎏ 

 

サーモン・ドライサーモン・ヒラマメ・えんどう豆・ドライターキー・豆タ

ンパク質・豆繊維・鶏脂肪（混合トコフェロールによる保存処理）・リ

ンゴ・フラックスシード・天然風味料・ドライオーシャンフィッシュ・乾

燥卵・人参・塩化カリウム・塩化コリン・パンプキン・硫酸カルシウ

ム・ブルーベリー・クランベリー・サーモンオイル（混合トコフェロー

ルによる保存処理）・タウリン・ビタミン類（ビタミン E・L-アスコルビ

ン酸-2-ポリリン酸（ビタミン C 源）・ナイアシン・パントテン酸カルシ

ウム・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・チアミン硝酸塩・ビタミン

A・ビタミン B12・ビタミン D3・ビオチン・葉酸）・ミネラル類（硫酸亜

鉛・硫酸第一鉄・硫酸銅・硫酸マンガン・キレート亜鉛・キレートマン

ガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ヨウ化カルシウム)・乾燥チ

コリ根・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロ

コッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ 

 

粗タンパク質 36.0％以上     水分 10.0％以下 

粗脂肪 16.0％以上         オメガ 6脂肪酸 2.0％以上 

粗繊維 8.0％以下         オメガ 3脂肪酸 0.5％以上 

粗灰分 7.5％以下          

 代謝カロリー 3,700kcal/㎏ 

 
※赤字：旧商品より追加になった原材料  ※青字：旧商品より使用されなくなった原材料   ※緑字：変更箇所 


