
フェレットフード
フェレットセレクション

パフォーマンス
フェレットセレクション

シニア
セレクションプラス肉食小動

物用クランブル
ニチドウ フェレット

グロース
ニチドウ フェレット

アダルト
ニチドウ フェレット
シニアダイエット

NEWウェルバランス
フェレットフード

フェレットプラス
ダイエットメンテナンス

森の小動物
フェレットフード

森の小動物
フェレットフード 高齢期用

NEW動物村
フェレットＦメンテナンス

NEW動物村
フェレットＦシニア

フェレットフード
ジャパンプレミアム

マーシャル
プレミアムダイエットフード

シェパード＆グリーン
アダルトフォーミュラー

原材料 肉類 穀類 肉類 チキンミール チキンミール トウモロコシ 肉類 国産鶏肉 肉類 穀類 肉類 肉類 チキンミール チキン副産物（臓器のみ） 鶏

  （チキンミール、   （小麦粉、小麦発芽、   （チキンミール、 コーングルテンミール 小麦粉 小麦粉 (チキンミール・ポークミール) 脱脂豚肉   （チキンミール、   （とうもろこし、   （チキンミール、   （チキンミール、 小麦粉 鶏肉 コーングルテン

    ポークミール、   コーングルテンミール）     ポークミール、 とうもろこし とうもろこし チキンミール 小麦粉 サツマイモ     ミートミール、    コーングルテンミール、    ポークミール、    ポークミール、 ポークミール 鶏肉副産物 鶏脂

    フェザーミール） 肉類     フェザーミール） チキンオイル グルテンミール グルテンミール 脱脂大豆 大麦全粒粉    ビーフパウダー）   等）    フェザーミール、    フェザーミール、 動物性油脂 コーンミール   （混合トコフェロール、

穀類   （チキンミール、 小麦粉 チキンダイジェスト 動物性油脂 動物性油脂 乾燥おから 魚粉 穀類 肉類    鶏レバーエキス）    鶏レバーエキス）   （豚脂、牛脂、鶏脂） 乾燥ビートパルプ    天然ビタミンＥで保存）

  （小麦粉、     ポークミール、 コーングルテンミール 全卵粉 脱脂大豆 大麦荒ぬか 米糠 玄米   （とうもろこし、   （チキンミール、 小麦粉 小麦粉 グルテンミール ビール酵母 コーン

  コーングルテンミール）     フェザーミール） 牛脂 ＤＬ－メチオニン セルロース セルロース 動物性油脂 動物性脂肪    とうもろこし胚芽、     ミートミール、 コーングルテンミール 米糠 脱脂大豆 DL-メチオニン 天然香料

油脂類 油脂類 豚脂 天然トコフェロール ビートパルプ フィッシュミール フィッシュミール ホエイタンパク    コーングルテンミール、    ビーフパウダー） 牛脂 脱脂大豆 ビートパルプ L-リジン 粉末卵

   （動物性油脂、   （牛脂、豚脂、 ビール酵母 ビタミンC 海藻粉末 ビートパルプ ビー ル酵母 キャノーラ油   等） 豆類（おから） タピオカ澱粉 牛脂 植物性油脂 塩化コリン 乾燥ピート

    植物性油脂、   菜種・大豆油、 菜種・大豆油 タウリン ビール酵母 海藻粉末 ゼオライト ビール酵母 油脂類 魚介類 豚脂 タピオカ澱粉 カツオ粉末 プロピオン酸ナトリウム 乾燥セルロース

    精製魚油     精製魚油 脱脂大豆 硫酸鉄 パパイヤ抽出物 ビール酵母 酵母エキス 豚レバー   （動物性油脂、   （フィッシュミール、 脱脂大豆 精製魚油 ビール酵母   （防腐剤） 亜麻

    (DHA・EPA源)）     (DHA・EPA源)） かつお・まぐろエキス 酸化亜鉛 米糖醗酵物 えん麦 消化酵素 ゴマ    ガンマ‐リノレン酸）    フィッシュエキス） 精製魚油   （DHA・EPA源） 酵母エキス リン酸モノカルシウム 塩化カリウム

ビール酵母 ビール酵母 卵黄粉末 酸化マンガン ミネラル類 パパイヤ抽出物  (リパーゼ、 プロテアーゼ) 魚油 魚介類 油脂類   （DHA・EPA源） ゼオライト ＧＭＴセンスパウダー カルシウムビタミンE 塩

豆類 魚介類 精製魚油（DHA・EPA源） 硫酸銅 ビタミン類 米糖醗酵物 ミネラル類 全卵   （フィッシュミール、   （動物性油脂、 ビール酵母 ビール酵母   （米胚芽、   サプリメント コリン塩化物

  （脱脂大豆、   （かつお・まぐろエキス、 酵母エキス ヨード アミノ酸 ミネラル類    (食塩、硫酸亜鉛、 第二リン酸カルシウム    フィッシュエキス）    ガンマ‐リノレン酸） ゼオライト 植物抽出発酵エキス    大豆発酵抽出物、 ビオチン ビタミンＥ

  大豆たん白）   かつお粉末、 大豆たん白 炭酸コバルト   （タウリン、メチオニン） ビタミン類     硫酸銅、 L-リジン 豆類（おから） 糖類（フラクトオリゴ糖） フィッシュミール 酵母細胞壁    樹木抽出物） 亜セレン酸ナトリウム ビタミンＡ

かつお・まぐろエキス   フィッシュミール） 植物抽出発酵エキス 炭酸カルシウム 酸化防止剤 アミノ酸     ヨウ素酸カルシウム) DL-メチオニン 糖類（フラクトオリゴ糖） シャンピニオン 植物抽出発酵エキス    （β-グルカン源） パパイヤ抽出物 D-カルシウムパントテン ビタミンＤ３

卵類（卵黄粉末） 豆類（脱脂大豆） ゼオライト ミネラルオイル   （ミックストコフェロール、   （タウリン、メチオニン） クエン酸 ビタミン類 シャンピニオン ビタミン類 オリゴ糖 オリゴ糖 黒酵母培養液混合粉末   酸塩（ビタミンCの供給源）ビタミンＢ１２

酵母エキス 酵母エキス オリゴ糖 塩化コリン    ハーブエキス） 酸化防止剤 ビタミン類   （A D E K B群 H） ビタミン類   （Ａ、Ｅ、Ｋ３、Ｂ１、 酵母細胞壁 ミネラル類 クランベリーパウダー 炭酸カルシウム リボフラビン

植物抽出発酵エキス 植物抽出発酵エキス 酵母抽出物 ビタミンE   （ミックストコフェロール、   (コリン、 ナイアシン、 硫酸鉄   （Ａ、Ｅ、Ｋ３、Ｂ１、    Ｂ２、パントテン酸、    （β-グルカン源）   （食塩、塩化カリウム、 ビタミン類 ビタミンEサプリメント カルシウム

ゼオライト ゼオライト   （ヌクレオチド源） パントテン酸カルシウム    ハーブエキス）    E、B1、B2、A、B6、 硫酸銅    Ｂ２、パントテン酸、    ナイアシン、Ｂ６、 ミネラル類    硫酸亜鉛、硫酸銅、  (塩化コリン、 L-アスコルビル-2- パトテン酸塩

糖類（オリゴ糖） 糖類（オリゴ糖） 殺菌処理乳酸 ビオチン    葉酸、パントテン酸、 酸化亜鉛炭酸コバルト    ナイアシン、Ｂ６、    葉酸、ビオチン、   （食塩、塩化カリウム、    ヨウ素酸カルシウム）   酢酸dl-α-トコフェ   ポリリン酸（ビタミンC源） ナイアシン

酵母抽出物 きのこ類 ミネラル類 塩化ピリドキシン    K、D3) ヨウ化カリウム    葉酸、ビオチン、    Ｂ１２、コリン、    硫酸亜鉛、硫酸銅、 アミノ酸類   ロール、ニコチン酸、 亜鉛プロテイン 単硝塩酸

  （ヌクレオチド源）   （アガリクス   （Cl、Na、K、Zn、Cu、I） ビタミンK3 セレンナトリウム    Ｂ１２、コリン、    イノシトール）    ヨウ素酸カルシウム）   （DL-メチオニン、タウリン）   L-アスパラギン酸-２-リン 酸化亜鉛 葉酸

殺菌処理乳酸菌   （β-グルカン源）） ビタミン類 葉酸    イノシトール） ミネラル類 ビタミン類 酸味料   酸エステルナトリウムカル タウリン メナジオン

ミネラル類 酵母抽出物   （コリン、E、ナイアシン、 ビタミンD ミネラル類   （カルシウム、リン、    （コリン、E、C、    （クエン酸）   シウム、リボフラビン、 銅プロテイン ナトリウム

  （食塩、   （ヌクレオチド源）   B2、A、B6、B1、葉酸、   （カルシウム、リン、    ナトリウム、塩素、    ナイアシン、B1、B2、 ビタミン類   塩酸ピリドキシン、ビタ ビタミンAアセテート 亜硫酸水素塩化合物

   塩化カリウム、 殺菌処理乳酸菌   パントテン酸、K、B12、    ナトリウム、塩素、    鉄、コバルト、銅、    A、B6、葉酸、    （コリン、E、C、   ミンＡ、硝酸チアミン、 ビタミンB12サプリメント タウリン

   硫酸亜鉛、 ミネラル類   D3）    鉄、コバルト、銅、    マンガン、亜鉛、    パントテン酸、K、    ナイアシン、B1、B2、   Ｄ-パントテン酸カルシウ ピリドキシン塩酸塩 硫酸鉄

   硫酸銅、   （食塩、 香料    マンガン、亜鉛、    ヨウ素）    B12、D3）    A、B6、葉酸、   ム、葉酸、メナジオン亜   （ビタミンB6） 酸化亜鉛

   ヨウ素酸カルシウム）    塩化カリウム、   （チキンフレーバー、    ヨウ素） アミノ酸類（タウリン） アミノ酸類    パントテン酸、K、   硫酸水素ナトリウム、ビタ 混合トコフェロール ２価マンガン酸化物

ビタミン類    硫酸亜鉛、   バターオイル） アミノ酸類 酸化防止剤   （DL-メチオニン、タウリン）    B12、D3）   ミンＤ３）   およびBHA（防腐剤） 硫酸銅

  （コリン、E、ナイアシン、    硫酸銅、 アミノ酸類（タウリン）   （メチオニン、タウリン）   （ローズマリー抽出物、 酸味料 香料 アミノ酸類 マンガン酸化物 コバルト単酸塩

  B1、B2、A、B6、    ヨウ素酸カルシウム） 酸味料（クエン酸） 酸化防止剤    ミックストコフェロール）    （クエン酸）    （バターオイル）   （ＤＬ-メチオニン、タウリン） コバルトプロテインナート エチレンジアミン

  葉酸、パントテン酸、 ビタミン類   （ローズマリー抽出物、 香料 豆類 ミネラル類 炭酸コバルト ナトリウムセレナイト

  K、B12、D3）   （コリン、E、ナイアシン、    ミックストコフェロール）    （バターオイル）    （脱脂大豆）   （塩化ナトリウム、塩化 ビタミンD3サプリメント 混合トコフェロール

アミノ酸類（タウリン）   B1、B2、A、B6、   カリウム、硫酸亜鉛、 ヨウ化カリウム ベーターカロチン

香料   葉酸、パントテン酸、   硫酸銅、ヨウ素酸カル 葉酸 ユッカシディゲラ

  （チキンフレーバー、   K、B12、D3）   シウム） ローズマリーエキス

  バターオイル） アミノ酸類（タウリン） 消化酵素

酸味料（クエン酸） 香料

  （チキンフレーバー、

  バターオイル） フェレットボックスでは

酸味料（クエン酸） マーシャル社のサイト

及び商品裏面を翻訳した

原材料を記載しております

商品裏面に原材料の

日本語表記はございま

せんのでご注意、ご了承

願います



原材料

キャットフード
トータリー

グロース＆メンテナンス
トータリー

コンプリート
トータリー

低アレルギー
ズプリームプレミアム
フェレットダイエット

ズプリームグレインフリー
フェレットダイエット

ワイソン フェレット
アーキタイパル２

ワイソン フェレット
エピゲン９０

オリジン
キャット＆キティ

オリジン
６フィッシュキャット

オリジン
レジオナルレッドキャット

オリジン
フィット＆トリム

リニューアルACANA
ワイルドプレイリーキャット

リニューアルACANA
グラスランドキャット

リニューアルナウ フレッシュ
グレインフリーキトン

リニューアルナウ フレッシュ
グレインフリーアダルトキャッ

鶏副産物 鶏肉 七面鳥肉 鶏肉あらびき 鶏肉 オーガニックチキン チキンミール 新鮮鶏肉 新鮮丸ごと大西洋サバ 新鮮アンガスビーフ 新鮮鶏肉 新鮮鶏肉(9%) 新鮮鴨肉(11%) ターキー生肉(骨抜き) ターキー生肉(骨抜き)

米粉 小麦粉 乾燥全卵 動物性脂肪 スイートポテト チキンミール オーガニックチキン 新鮮七面鳥肉 新鮮丸ごと大西洋ニシン 新鮮イノシシ肉 新鮮鶏レバー 新鮮七面鳥肉(9%) 新鮮鶏肉(11%) 乾燥鶏卵 エンドウ豆

鶏卵 コーン 玄米 小麦粉 エンドウ豆 ポテトプロテイン ミートプロテインアイソ 新鮮イエローテイルカレイ 新鮮丸ごと大西洋カレイ 新鮮ヤギ肉 新鮮七面鳥レバー 新鮮鶏レバー(9%) 巣に産み落とされた エンドウ豆 ポテト

鶏脂 鶏脂 鶏脂肪 小麦 チキンファット 玄米   レート 新鮮全卵 新鮮丸ごとアカディアン 新鮮ラム肉 新鮮七面鳥肉 ディハイドレート鶏肉(8.5%)     新鮮卵(8%) ポテト 乾燥鶏卵

  （ミックス・トコフェロール   （ミックス・トコフェロール   （ミックス・トコフェロール 鶏肉の副産物 ジャガイモ蛋白質 ひきわりオーツ麦 鶏脂 新鮮丸ごと大西洋サバ    レッドフィッシュ 新鮮ラムレバー 新鮮全卵 ディハイドレート七面鳥肉 ディハイドレート鶏肉(7%) ポテト粉 エンドウ豆粉

  にて保存）   にて保存）   にて保存） 鶏 サーモン 鶏脂 ゼラチン 新鮮鶏レバー 新鮮大西洋アンコウ 新鮮牛レバー アブラガレイ    '(8%) ディハイドレート七面鳥肉 エンドウ豆粉 ポテト粉

家禽脂肪 玄米 鯰肉 卵製品 鹿肉 亜麻仁 ナチュラルフレーバー 新鮮七面鳥レバー 新鮮丸ごとシルバーヘイク 新鮮牛トライプ 新鮮七面鳥心臓 ディハイドレートニシン(8%)     '(7%) ナチュラルフレーバー ナチュラルフレーバー

  （ミックス・トコフェロール ポテト 米粉 レバー チキンフレーバー ビートファイバー ココナッツオイル 新鮮丸ごと大西洋ニシン 乾燥丸ごとサバ 新鮮イノシシレバー 新鮮丸ごと大西洋ニシン 丸ごとピント豆 ディハイドレート白身魚(7%)    （チキン由来）    （チキン由来）

  にて保存） 鶏卵 コーンミール 液状ピート 魚肉 ナチュラルフレーバー チアシード 新鮮鶏心臓 乾燥丸ごとニシン 新鮮マトン肉 新鮮鶏心臓 丸ごとエンドウ豆 丸ごとピント豆 キャノーラ油 キャノーラ油

小麦粉 鯰 ポテト イースト DL-メチオニン モンモリロナイトクレイ 炭酸カルシウム 新鮮七面鳥心臓 乾燥アオギス 新鮮牛心臓 新鮮タラレバー 鶏脂肪(6%) 丸ごとエンドウ豆 フラックスシード ココナッツ油

とうもろこし粉 チキンレバーミール レバーミール 動物性肉粉 塩化コリン カニミール タウリン ディハイドレート鶏肉 ニシン油 新鮮丸ごと大西洋サバ ディハイドレート鶏レバー 丸ごと赤レンズ豆 新鮮七面鳥肉(6%) ココナッツ油 サーモン生魚（骨抜き）

魚粉 米粉 鹿肉 塩化カリウム タウリン 乳清 プロピオン酸カルシウム ディハイドレート七面鳥肉 丸ごとグリーンピース 新鮮ヘリテージ豚肉 ディハイドレート 丸ごとヒヨコ豆 鶏脂肪(5%) サーモン生魚（骨抜き） ダック生肉（骨抜き）

乾燥ビートパルプ 乾燥醸造酵母 ラム肉 コリン塩化物 乾燥チコリ根 塩      （保存料） ディハイドレート丸ごとサバ 丸ごとシロインゲン豆 乾燥ヤギ肉     七面鳥レバー 丸ごと緑レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆 ダック生肉（骨抜き） フラックスシード

チキンレバーミール 亜麻仁（種）粉 小麦粉 ヨウ素 トマト トマトポマス 塩化コリン ディハイドレート鶏レバー 丸ごと赤レンズ豆 乾燥イノシシ肉 ディハイドレートイワシ 巣に産み落とされた 丸ごとヒヨコ豆 アルファルファ エンドウ豆繊維

乾燥醸造酵母 トマト 大麦 タウリン タウリン 炭酸カルシウム クエン酸（保存料） ディハイドレート 乾燥スケトウダラ 乾燥ラム肉 ディハイドレート鶏肉     新鮮卵(4%) 丸ごと緑レンズ豆 エンドウ豆繊維 アルファルファ

レシチン ビートパルプ 乾燥醸造酵母 ＤＬメチオニン ブルーベリー タウリン アップルペクチン     七面鳥レバー 乾燥アラスカポロック 乾燥丸ごとサバ ディハイドレート七面鳥肉 生の天然白身魚(4%) 生ウズラ肉(4%) トマト トマト

フィッシュオイル フィッシュオイル 亜麻仁（種）粉  （天然ビタミン、 キイチゴ プロピオン酸カルシウム フィッシュオイル 丸ごとグリーンピース ヒマワリ油 丸ごとグリーンピース ディハイドレートニシン 生の天然ニジマス(4%) 新鮮鶏内臓 リンゴ リンゴ

  （ミックス・トコフェロール   （ミックス・トコフェロール フィッシュオイル   天然トコフェロールと ユッカ抽出物      （保存料） イーストエキス 丸ごとシロインゲン豆 丸ごとピント豆 丸ごと赤レンズ豆 丸ごと赤レンズ豆 新鮮七面鳥内臓     (レバー、心臓) (2%) ニンジン ニンジン

  にて保存）   にて保存）   （ミックス・トコフェロール   ローズマリーで酸化防止） 乾燥発酵乳酸球菌 塩化コリン チコリー根 赤レンズ豆 丸ごとヒヨコ豆 丸ごとピント豆 丸ごとヒヨコ豆    (レバー、心臓) (2%) ポロック油(2%) カボチャ カボチャ

食塩 レシチン   にて保存） クエン酸 アシドフェルス菌 DL-メチオニン 酸化防止剤(ミックス 新鮮チキンネック 天然魚風味 新鮮牛腎臓 丸ごとグリーンピース レンズ豆繊維 新鮮七面鳥内臓 スイートポテト スイートポテト

亜麻仁（種）粉 炭酸カリウム     　他 硫酸鉄 ガゼイ菌 ココナッツオイル   トコフェロール、ローズ 新鮮鶏腎臓 丸ごとグリーンレンズ豆 新鮮豚レバー 丸ごとグリーンレンズ豆 ポロック油(1%)     (レバー、心臓)(2%) スクワッシュ（カボチャ類） スクワッシュ（カボチャ類）

植物油脂 DL-メチオニン 酸化亜鉛 ラクトパチルス菌 オーガニック大麦若葉   マリーエキス) 鶏肉脂肪 丸ごとイエローピース 乾燥牛肉 丸ごとピント豆 新鮮鶏心臓(1%) レンズ豆繊維 バナナ バナナ

炭酸カリウム   （必須アミノ酸） 酸化銅 乾燥トリコデルマロンギ ブルーベリー イーストカルチャー ピント豆 ベニバナ油 乾燥マトン肉 丸ごとシロインゲン豆 鶏軟骨(1%) ディハイドレート鴨肉(7%) ブルーベリー ブルーベリー

Lリジン（必須アミノ酸） Lリジン 二酸化マンガン   ブラチアタム発酵抽出物 乾燥ケルプ ミネラル類（塩化カリウ ヒヨコ豆 レンズ豆繊維 牛肉脂肪 天然鶏肉風味 フリーズドライレバー 鴨レバー(1%) クランベリー クランベリー

DL-メチオニン   （必須アミノ酸） カルシウム・ヨウ素酸塩 ビタミンEサプリ ヨーグルト（乳清、乳固形   ム、キレート亜鉛、硫 グリーンレンズ豆 フリーズドライタラレバー 乾燥丸ごとニシン リンゴ繊維    （鶏,七面鳥）(0.5%) 鴨軟骨(0.5%) ブラックベリー ブラックベリー

  （必須アミノ酸） タウリン ナトリウム透明 ナイアシン   分、ヨーグルト培養物）   酸亜鉛、硫酸鉄、キ 天然鶏肉風味 新鮮丸ごとカボチャ 丸ごとイエローピース レンズ豆繊維 乾燥ケルプ フリーズドライレバー ザクロ ザクロ

塩化カリウム 塩 ビタミンＡ マンガン蛋白質 クエン酸（保存料）   レート鉄、硫酸銅、 キ レンズ豆繊維 新鮮丸ごとバターナッツ 丸ごとヒヨコ豆 丸ごとイエローピース 新鮮丸ごとカボチャ    （鶏,七面鳥）(0.5%) パパイヤ パパイヤ

タウリン 塩化カリウム ビタミンＥ 銅蛋白塩 乾燥ケール   レート銅、硫酸マンガン、 ニシン油    スクワッシュ 新鮮豚心臓 ディハイドレートカボチャ 新鮮丸ごとバターナッツ 乾燥ケルプ レンズ豆 レンズ豆

硫酸亜鉛    　他 チアミン 硫酸亜鉛 乾燥ほうれん草   キレートマンガン、亜セ 粉砕鶏骨 新鮮ケール 新鮮豚腎臓 ディハイドレート   スクワッシュ 新鮮丸ごとカボチャ ブロッコリー ブロッコリー

亜鉛たんぱく質化合物 ナイアシン 硫酸マンガン 乾燥ニンジン   レン酸ナトリウム、ヨウ 鶏軟骨 新鮮ホウレン草 天然豚肉風味   バターナッツスクワッシュ 新鮮ケ―ル 新鮮丸ごとバターナッツ カッテージチーズ カッテージチーズ

ビタミンE カルシウム・パントテン酸塩 硫酸銅 アップルペクチン   素酸カルシウム） 七面鳥軟骨 新鮮カラシ菜 丸ごとグリーンレンズ豆 鶏軟骨 新鮮ホウレン草    スクワッシュ 乾燥チコリ根 乾燥チコリ根

硫酸第一鉄 ピリドキシン塩酸 チアミン フィッシュオイル 炭酸カルシウム ドライケルプ 新鮮コラードグリーン 丸ごとシロインゲン豆 乾燥ケルプ 新鮮カブラ菜 新鮮ケ―ル 乾燥ローズマリー 乾燥ローズマリー

アスコルビン酸 塩 ビタミンB１ イーストエキス ビタミン類（アスコルビン酸 フリーズドライ鶏レバー 新鮮カブラ菜 ニシン油 フリーズドライ鶏レバー 新鮮ニンジン 新鮮ホウレン草 炭酸カルシウム 炭酸カルシウム

  （ビタミンC源） リボフラビン ビタミンAサプリ 酸化防止剤(ミックス   ／ビタミンC、ビタミンE、 フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮丸ごとニンジン 新鮮ラムトライプ フリーズドライ七面鳥レバー 新鮮リンゴ 新鮮カブラ菜 リン酸カルシウム 塩化ナトリウム

硫酸マンガン 葉酸 ビオチン   トコフェロール、ローズ   ナイアシン、パントテン 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとリンゴ レンズ豆繊維 フリーズドライタラレバー 新鮮洋梨 新鮮ニンジン リン酸 DL-メチオニン

イノシトール ビオチン（ビタミンＢ１２） ヨウソ塩カリウム   マリーエキス)   酸カルシウム、ビタミンA、 新鮮丸ごとバターナッツ 新鮮丸ごと梨 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとカボチャ 新鮮丸ごとクランベリー 新鮮リンゴ 塩化ナトリウム リン酸

ナイアシン パンテトン酸カリウム チコリー根   チアミン硝酸塩、塩酸ピ     スクワッシュ 乾燥ケルプ 新鮮丸ごとバターナッツ 新鮮丸ごとバターナッツ 新鮮丸ごとブルーベリー 新鮮洋梨 塩化コリン タウリン

鉄たんぱく質化合物 カルシウム イーストカルチャー   リドキシン、リボフラビン、 新鮮ケール カボチャの種    スクワッシュ     スクワッシュ チコリールート 新鮮丸ごとクランベリー DL-メチオニン 塩化コリン

マンガン ビタミンB2 ミネラル類（塩化カリウ   ビタミンD3、ビオチン、 新鮮ホウレン草 ヒマワリの種 新鮮ケール 新鮮ケール ターメリックルート 新鮮丸ごとブルーベリー タウリン ビタミン類

たんぱく質化合物 ビタミンB6   ム、キレート亜鉛、硫   ビタミンB12、葉酸） 新鮮カラシ菜 塩化コリン 新鮮ホウレン草 新鮮ホウレン草 オオアザミ チコリールート 塩化カリウム   （ビタミンEサプリメント、

酸化亜鉛（ビタミンB6源） ビタミンB12サプリ   酸亜鉛、硫酸鉄、キ プロバイオティクス類 新鮮コラードグリーン 亜鉛タンパク化合物 新鮮カラシ菜 新鮮カラシ菜 ゴボウ ターメリックルート ビタミン類    ナイアシン、L-アスコル

銅たんぱく質化合物 酸化マンガン   レート鉄、硫酸銅、 キ （乾燥バチルス‐リケニフォ 新鮮カブラ菜 ミックストコフェロール 新鮮コラードグリーン 新鮮コラードグリーン ラベンダー オオアザミ   （ビタミンEサプリメント、    ビン酸-2-ポリリン酸塩

ビタミンA 亜セレン酸ナトリウム   レート銅、硫酸マンガン、   ルミス発酵物、乾燥 新鮮丸ごとニンジン    （天然酸化防止剤） 新鮮カブラ菜 新鮮カブラ菜 マシュマロルート ゴボウ    ナイアシン、L-アスコル    （ビタミンC源）、

酸化マンガン ビタミンDサプリ   キレートマンガン、亜セ   アスペルギルス‐オリー 新鮮丸ごとリンゴ 銅タンパク化合物 新鮮丸ごとニンジン 新鮮丸ごとニンジン ローズヒップ ラベンダー    ビン酸-2-ポリリン酸塩    硝酸チアミン、ビオチン、

ビタミンB12 葉酸   レン酸ナトリウム、ヨウ   ゼ発酵物、乾燥アス 新鮮丸ごと梨 チコリー根 新鮮丸ごとリンゴ 丸ごとレッドデリシャスリンゴ マシュマロルート    （ビタミンC源）、    ビタミンAサプリメント、

セレンナトリウム   素酸カルシウム）   ぺルギルスニガー発酵 カボチャの種 ターメリック 新鮮丸ごと梨 丸ごとバートレット梨 ローズヒップ    硝酸チアミン、ビオチン、    d-パントテン酸カルシウ

ビタミンD3 ビタミン類（アスコルビン酸   物、乾燥エンテロコッカ ヒマワリの種 サルサ根 乾燥ケルプ カボチャの種    ビタミンAサプリメント、    ム、β-カロテン、リボフ

メナジオン   ／ビタミンC、ビタミンE、   ス‐フェシウム発酵物、 塩化コリン アルテア根 フリーズドライ牛レバー ヒマワリの種 添加栄養素 添加栄養素    d-パントテン酸カルシウ    ラビン、塩酸ピリドキシン、

ジメチルピリミジノール・バ   ナイアシン、パントテン   乾燥ラクトバチルスカゼ 亜鉛タンパク化合物 ローズヒップ フリーズドライ牛トライプ 塩化コリン 塩化コリン 塩化コリン    ム、β-カロテン、リボフ    ビタミンB12サプリメント、

  イサルファイト   酸カルシウム、ビタミンA、   イ発酵物、ラクトバチル 銅タンパク化合物 ジュニパーベリー フリーズドライラムレバー 亜鉛タンパク化合物 タウリン タウリン    ラビン、塩酸ピリドキシン、   ビタミンD３サプリメント、

  （活性化ビタミンK源）   チアミン硝酸塩、塩酸ピ   ス・アシドフィルス発酵 ミックストコフェロール 乾燥ラクトバチルス フリーズドライラムトライプ ミックストコフェロール 亜鉛（アミノ酸水和物の 亜鉛（アミノ酸水和物の    ビタミンB12サプリメント、    葉酸）

葉酸   リドキシン、リボフラビン、   物、乾燥バシラス・サ    （天然酸化防止剤）     アシドフィルス菌 カボチャの種    （天然酸化防止剤）       亜鉛キレート）       亜鉛キレート）    ビタミンD３サプリメント、 ミネラル類

   　他   ビタミンD3、ビオチン、   ブティリス発酵物、乾 チコリー根     発酵生成物 ヒマワリの種 チアミン硝酸塩 ビタミンB1 ビタミンB1    葉酸）    （タンパク質キレート亜鉛、

  ビタミンB12、葉酸）   燥ラクトバチラス‐プラン ターメリック 乾燥プロバイオティクス 亜鉛タンパク化合物 チコリー根 ビタミンB2 ビタミンB2 ミネラル類     硫酸第一鉄、酸化亜

プロバイオティクス類   タルム発酵物、ラクトバ サルサ根     発酵生成物 ミックストコフェロール ターメリック ナイアシン ナイアシン    （タンパク質キレート亜鉛、    鉛、タンパク質キレート

（乾燥バチルス‐リケニフォ   チルス・ラクティス発酵物） アルテア根 乾燥ラクトバチルスカゼイ    （天然酸化防止剤） サルサ根 ビタミンB5 ビタミンB5     硫酸第一鉄、酸化亜     鉄、硫酸銅、亜セレン

  ルミス発酵物、乾燥 ローズヒップ     発酵生成物 チコリー根 アルテア根 ビタミンB6 ビタミンB6     鉛、タンパク質キレート     サンナトリウム、タンパク

  アスペルギルス‐オリー ジュニパーベリー ターメリック ローズヒップ 葉酸 葉酸     鉄、硫酸銅、亜セレン     質キレート銅、タンパク

  ゼ発酵物、乾燥アス 乾燥ラクトバチルス サルサ根 ジュニパーベリー ビオチン ビオチン     サンナトリウム、タンパク     質キレートマンガン、

  ぺルギルスニガー発酵     アシドフィルス菌 アルテア根 ドライラクトバチルス ビタミンB12 ビタミンB12     質キレート銅、タンパク     酸化マンガン、ヨウ素

  物、乾燥エンテロコッカ     発酵生成物 ローズヒップ   アシドフィルス菌 ビタミンE ビタミンE     質キレートマンガン、     酸カルシウム）

  ス‐フェシウム発酵物、 乾燥プロバイオティクス ジュニパーベリー   発酵生成物 銅（アミノ酸水和物の 銅（アミノ酸水和物の     酸化マンガン、ヨウ素 乾燥ラクトバチルス・アシド

  乾燥ラクトバチルスカゼ     発酵生成物 乾燥ラクトバチルス ドライプロバイオティクス     銅キレート）     銅キレート）     酸カルシウム）   フィルス発酵生成物

  イ発酵物、ラクトバチル 乾燥ラクトバチルスカゼイ     アシドフィルス菌   発酵生成物 DL-メチオニン DL-メチオニン 乾燥ラクトバチルス・アシド 乾燥エンテロコッカス・フェシ

  ス・アシドフィルス発酵     発酵生成物     発酵生成物 ドライラクトバチルスカゼイ   フィルス発酵生成物   ウム発酵生成物

  物、乾燥バシラス・サ 乾燥プロバイオティクス   発酵生成物 乾燥エンテロコッカス・フェシ L-リジン

  ブティリス発酵物、乾     発酵生成物 添加腸球菌 添加腸球菌   ウム発酵生成物 塩化カリウム

  燥ラクトバチラス‐プラン 乾燥ラクトバチルスカゼイ  エンテロコッカス  エンテロコッカス L-リジン ユッカシジゲラ抽出物

  タルム発酵物、ラクトバ     発酵生成物  フェシウム菌  フェシウム菌 ユッカシジゲラ抽出物 L-カルニチン

  チルス・ラクティス発酵物） L-カルニチン 酸化防止剤

ペッパー 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）



原材料

ソリッドゴールド
インディゴムーン

ソリッドゴールド
カッツフラッケン

アーテミス フレッシュ
ミックス フィーライン

アズミラ クラシックキャット
フォーミュラ

ニュートロ ワイルドレシピ
キトン チキン

ニュートロ ワイルドレシピ
アダルト チキン

ニュートロ ワイルドレシピ
アダルト サーモン

ワイソン
エピゲン

ワイソン
アナジェン

ワイソン
バイタリティ

ワイソン
ユーレティック

ワイソン
ジュリアトリクス

ドライチキン ラム フレッシュチキン チキンミール チキン（肉） チキン（肉） サーモン（すり身） オーガニックチキン ラムミール チキン チキン チキン

ポテト ドライチキン ドライチキン 全粒ひきわり玄米 チキンミール チキンミール チキンミール チキンミール 玄米 チキンミール チキンミール チキンミール

カノラオイル えんどう豆 えんどう豆 全粒ひきわり大豆 エンドウタンパク エンドウタンパク エンドウタンパク ターキーミール スイートポテト フィッシュミール ミートプロテイン フィッシュミール

   （混合トコフェロールに 玄米 大麦 全粒ひきわり小麦 鶏脂（ミックストコフェロ エンドウマメ 鶏脂（ミックストコフェロ ポテトプロテイン 亜麻仁 ターキーミール   アイソレート ターキーミール

    よる保存処理） ドライオーシャンフィッシュ 米糠 全粒ひきわりコーン   ールで保存） 鶏脂（ミックストコフェロ   ールで保存） ミートプロテイン 大豆オイル 玄米 ポテトプロテイン 玄米

えんどう豆 挽割り精製大麦 鶏脂肪（混合トコフェロー 鶏脂肪（ミックストコフェ エンドウマメ   ールで保存） エンドウマメ   アイソレート ドライプレーンビート えんどう豆 玄米 えんどう豆

チキン 豆タンパク質   ルによる保存処理済）   ロールにて保存） ポテトタンパク タピオカ タピオカ 鶏脂   パルプ ポテトプロテイン えんどう豆 ひきわりオーツ麦

乾燥卵 カノラオイル チキンスープ（天然風味 脱果汁トマト（リコピンの ビートパルプ ビートパルプ ポテトタンパク ゼラチン モンモリロナイトクレイ 鶏脂 鶏脂 えんどう豆プロテイン

ドライオーシャンフィッシュ    （混合トコフェロールに   料）   供給源） タピオカ ポテトタンパク ビートパルプ ドライプレーンビートパルプ カニミール 亜麻仁 亜麻仁 鶏脂

天然風味料     よる保存処理） ドライ魚肉 ひきわりフラックスシード サーモンミール フィッシュミール フィッシュミール ナチュラルフレーバー ココナッツオイル ドライプレーンビートパルプ ドライプレーンビートパルプ 亜麻仁

ニンジン フラックスシード フラックスシード ナチュラルフレーバー フィッシュミール サーモンミール アルファルファミール ココナッツオイル 塩 卵 ナチュラルフレーバー ドライプレーンビートパルプ

塩化コリン 乾燥卵 硫酸水素ナトリウム   （チキン由来） タンパク加水分解物 アルファルファミール タンパク加水分解物 チアシード 米糠油 モンモリロナイトクレイ ゴマ 卵

パンプキン 天然風味料 塩化コリン メンハーデンフィッシュ アルファルファミール タンパク加水分解物 レンズマメ 塩 炭酸カルシウム ナチュラルフレーバー チーズ モンモリロナイトクレイ

サーモンオイル 硫酸カルシウム タウリン   ミール 亜麻仁 亜麻仁 亜麻仁 炭酸カルシウム トマトポマス カニミール 卵 カニミール

   （混合トコフェロールに ニンジン 乾燥チコリ根 塩化コリン ユッカ抽出物 ユッカ抽出物 ユッカ抽出物 トマトポマス カルシウム・プロピオン ゴマ 乳清 ゴマ

    よる保存処理） パンプキン ケルプ 塩 ビタミン類（A、B1、B2、 ビタミン類（A、B1、B2、 ビタミン類（A、B1、B2、 カルシウム・プロピオン   酸塩 乳清 DL-メチオニン ナチュラルフレーバー

ビタミン類 サーモンオイル 人参 乾燥乳タンパク質   B6、B12、C、D3、E、   B6、B12、C、D3、E、   B6、B12、C、D3、E、   酸塩 タウリン 塩 塩   (チキン・フィッシュ)

   （・ビタミンE    （混合トコフェロールに リンゴ 乾燥チコリー（根）   コリン、ナイアシン、パン   コリン、ナイアシン、パン   コリン、ナイアシン、パン タウリン 塩化コリン 炭酸カルシウム 炭酸カルシウム 乳清

     ・Ｌ-アスコルビン酸-2-     よる保存処理） トマト ミネラル（炭酸カルシウ   トテン酸、ビオチン、葉   トテン酸、ビオチン、葉   トテン酸、ビオチン、葉 塩化コリン オーガニック大麦若葉 トマトポマス トマトポマス 塩

      ポリリン酸（ビタミンC源）塩化コリン ブルーベリー   ム、酸化亜鉛、タンパ   酸）   酸）   酸） オーガニック大麦若葉 ブルーベリー カルシウム・プロピオン カルシウム・プロピオン 炭酸カルシウム

   ・ナイアシン 塩化カリウム ほうれん草   ク質化合亜鉛、硫酸 ミネラル類（カリウム、クロ ミネラル類（カリウム、クロ ミネラル類（カリウム、クロ ブルーベリー ヨーグルト（乳清、乳固   酸塩   酸塩 トマトポマス

   ・パントテン酸カルシウム ブルーベリー クランベリー   鉄、酸化マンガン、硫   ライド、セレン、ナトリウ   ライド、セレン、ナトリウ   ライド、セレン、ナトリウ 乾燥ケルプ   形分、ヨーグルトカル タウリン クランベリーエキス カルシウム・プロピオン

   ・リボフラビン クランベリー ローズマリーエキス   酸銅、タンパク質化合   ム、マンガン、ヨウ素、   ム、マンガン、ヨウ素、   ム、マンガン、ヨウ素、 ヨーグルト（乳清、乳固   チャー） 塩化コリン タウリン   酸塩

   ・ピリドキシン塩酸塩 ビタミン類 パセリフレーク   マンガン、ヨウ素酸カル   亜鉛、鉄、銅）   亜鉛、鉄、銅）   亜鉛、鉄、銅）   形分、ヨーグルトカル クエン酸 ココナッツオイル 塩化コリン タウリン

   ・チアミン硝酸塩   （・ビタミンE グリーンティエキス   シウム、タンパク質化合 アミノ酸類（タウリン、メチ アミノ酸類（タウリン、メチ アミノ酸類（タウリン、メチ   チャー） アップルペクチン オーガニック大麦若葉 ココナッツオイル 鶏軟骨

   ・ビタミンＡ    ・Ｌ-アスコルビン酸-2- 大麦エキス   銅、亜セレン酸ナトリウ   オニン）   オニン）   オニン） アップルペクチン フィッシュオイル ブルーベリー オーガニック大麦若葉 塩化コリン

   ・ビタミンB12    ポリリン酸（ビタミンC源） Ｌ‐カルニチン   ム、炭酸コバルト） 酸化防止剤（ミックストコ 酸化防止剤（ミックストコ 酸化防止剤（ミックストコ フィッシュオイル イーストエキス 乾燥ケルプ ブルーベリー オーガニック大麦若葉

   ・ビタミンD3    ・ナイアシン ラクトバチルスアシド DL-メチオニン   フェロール、ローズマリー   フェロール、ローズマリー   フェロール、ローズマリー イーストエキス 酸化防止剤(ミックス ヨーグルト（乳清、乳固 乾燥ケルプ ブルーベリー

   ・ビオチン    ・パントテン酸カルシウム   フィルス ビタミン（ビタミンE、ナイア   抽出物、クエン酸）   抽出物、クエン酸）   抽出物、クエン酸） クエン酸   トコフェロール、ローズ   形分、ヨーグルトカル ヨーグルト（乳清、乳固 乾燥ケルプ

   ・葉酸）    ・リボフラビン ビフィドバクテリウム   シン（ビタミンB3）、Lアス チコリ根   マリーエキス)   チャー）   形分、ヨーグルトカル ヨーグルト（乳清、乳固

タウリン    ・ピリドキシン塩酸塩   アニマリス   コルビル-2-ポリリン酸 ヘミセルロースエキス チコリ根 クエン酸   チャー）   形分、ヨーグルトカル

ミネラル類    ・チアミン硝酸塩 ラクトバチルスロイテリ   塩（ビタミンC）、ビタミン 酸化防止剤(ミックス ヘミセルロースエキス アップルペクチン クエン酸   チャー）

   （・硫酸亜鉛    ・ビタミンＡ キレート亜鉛   A、D-パントテン酸カル   トコフェロール、ローズ イーストカルチャー フィッシュオイル アップルペクチン クエン酸

    ・硫酸第一鉄    ・ビタミンB12 ビタミンE   シウム、硝酸チアミン（   マリーエキス) 乾燥にんじん イーストエキス フィッシュオイル アップルペクチン

    ・硫酸銅    ・ビタミンD3 ナイアシン   ビタミンB1）、リボフラビ イーストカルチャー 乾燥セロリ 酸化防止剤(ミックス イーストエキス フィッシュオイル

    ・硫酸マンガン    ・ビオチン キレートマンガン   ン、塩酸ピリドキシン（ビ 乾燥にんじん 乾燥パセリ   トコフェロール、ローズ 酸化防止剤(ミックス イーストエキス

    ・キレート亜鉛    ・葉酸） キレート銅   タミンB6）、ビタミンD3、 乾燥セロリ 乾燥レタス   マリーエキス)   トコフェロール、ローズ イーストカルチャー

    ・キレートマンガン ・ミネラル類 硫酸亜鉛   葉酸、イノシトール、ビオ 乾燥パセリ 乾燥クレソン チコリ根   マリーエキス) 酸化防止剤(ミックス

    ・キレート銅    （・硫酸亜鉛 硫酸マンガン   チン、メナジオン重亜硫 乾燥レタス 乾燥ほうれん草 ヘミセルロースエキス チコリ根   トコフェロール、ローズ

    ・亜セレン酸ナトリウム     ・硫酸第一鉄 硫酸銅   酸ナトリウム複合体（ 乾燥クレソン ミネラル類（塩化カリウ イーストカルチャー ヘミセルロースエキス   マリーエキス)

    ・ヨウ化カルシウム）     ・硫酸銅 チアミン硝酸塩   ビタミンK活性源）、ビタ 乾燥ほうれん草   ム、キレート亜鉛、硫 乾燥にんじん イーストカルチャー チコリ根

ブルーベリー     ・硫酸マンガン ビタミンA   ミンB12） ミネラル類（塩化カリウ   酸亜鉛、硫酸鉄、キ 乾燥セロリ 乾燥にんじん ヘミセルロースエキス

クランベリー     ・キレート亜鉛 ビオチン タウリン   ム、キレート亜鉛、硫   レート鉄、硫酸銅、 キ 乾燥パセリ 乾燥セロリ イーストカルチャー

DLメチオニン     ・キレートマンガン ヨウ化カリウム 塩化カリウム   酸亜鉛、硫酸鉄、キ   レート銅、硫酸マンガン、 乾燥レタス 乾燥パセリ 乾燥にんじん

塩化カリウム     ・キレート銅 パントテン酸カルシウム パセリフレーク   レート鉄、硫酸銅、 キ   キレートマンガン、亜セ 乾燥クレソン 乾燥レタス 乾燥セロリ

乾燥チコリ根     ・亜セレン酸ナトリウム リボフラビン 乾燥ケルプ   レート銅、硫酸マンガン、   レン酸ナトリウム、ヨウ 乾燥ほうれん草 乾燥クレソン 乾燥パセリ

ローズマリーエキス     ・ヨウ化カルシウム） ピリドキシン塩酸塩 ユッカシディゲラ抽出物   キレートマンガン、亜セ   素酸カルシウム） ミネラル類（塩化カリウ 乾燥ほうれん草 乾燥レタス

ラクトバチルスアシドフィルス タウリン   （ビタミンB6） ミックストコフェロール   レン酸ナトリウム、ヨウ ビタミン類（アスコルビン酸   ム、キレート亜鉛、硫 ミネラル類（塩化カリウ 乾燥クレソン

エンテロコッカスフェシウム DLメチオニン ビタミンB12   （保存料）   素酸カルシウム）   ／ビタミンC、ビタミンE、   酸亜鉛、硫酸鉄、キ   ム、キレート亜鉛、硫 乾燥ほうれん草

ラクトバチルスカゼイ 乾燥チコリ根 酸化マンガン ベジタブルオイル ビタミン類（アスコルビン酸   ナイアシン、パントテン   レート鉄、硫酸銅、 キ   酸亜鉛、硫酸鉄、キ ミネラル類（塩化カリウ

ローズマリーエキス 亜セレン酸塩ナトリウム クエン酸   ／ビタミンC、ビタミンE、   酸カルシウム、ビタミンA、   レート銅、硫酸マンガン、   レート鉄、硫酸銅、 キ   ム、キレート亜鉛、硫

ラクトバチルスアシドフィルス ビタミンD レシチン   ナイアシン、パントテン   チアミン硝酸塩、塩酸ピ   キレートマンガン、亜セ   レート銅、硫酸マンガン、   酸亜鉛、硫酸鉄、キ

   （タンパク質キレート亜鉛、 エンテロコッカスフェシウム 葉酸 ローズマリー抽出物   酸カルシウム、ビタミンA、   リドキシン、リボフラビン、   レン酸ナトリウム、ヨウ   キレートマンガン、亜セ   レート鉄、硫酸銅、 キ

ラクトバチルスカゼイ   チアミン硝酸塩、塩酸ピ   ビタミンD3、ビオチン、   素酸カルシウム）   レン酸ナトリウム、ヨウ   レート銅、硫酸マンガン、

  リドキシン、リボフラビン、   ビタミンB12、葉酸） ビタミン類（アスコルビン酸   素酸カルシウム）   キレートマンガン、亜セ

  ビタミンD3、ビオチン、 プロバイオティクス類   ／ビタミンC、ビタミンE、 ビタミン類（アスコルビン酸   レン酸ナトリウム、ヨウ

  ビタミンB12、葉酸） （乾燥バチルス‐リケニフォ   ナイアシン、パントテン   ／ビタミンC、ビタミンE、   素酸カルシウム）

プロバイオティクス類   ルミス発酵物、乾燥   酸カルシウム、ビタミンA、   ナイアシン、パントテン ビタミン類（アスコルビン酸

（乾燥バチルス‐リケニフォ   アスペルギルス‐オリー   チアミン硝酸塩、塩酸ピ   酸カルシウム、ビタミンA、   ／ビタミンC、ビタミンE、

  ルミス発酵物、乾燥   ゼ発酵物、乾燥アス   リドキシン、リボフラビン、   チアミン硝酸塩、塩酸ピ   ナイアシン、パントテン

  アスペルギルス‐オリー   ぺルギルスニガー発酵   ビタミンD3、ビオチン、   リドキシン、リボフラビン、   酸カルシウム、ビタミンA、

  ゼ発酵物、乾燥アス   物、乾燥エンテロコッカ   ビタミンB12、葉酸）   ビタミンD3、ビオチン、   チアミン硝酸塩、塩酸ピ

  ぺルギルスニガー発酵   ス‐フェシウム発酵物、 プロバイオティクス類   ビタミンB12、葉酸）   リドキシン、リボフラビン、

  物、乾燥エンテロコッカ   乾燥ラクトバチルスカゼ （乾燥バチルス‐リケニフォ プロバイオティクス類   ビタミンD3、ビオチン、

  ス‐フェシウム発酵物、   イ発酵物、ラクトバチル   ルミス発酵物、乾燥 （乾燥バチルス‐リケニフォ   ビタミンB12、葉酸）

  乾燥ラクトバチルスカゼ   ス・アシドフィルス発酵   アスペルギルス‐オリー   ルミス発酵物、乾燥 プロバイオティクス類

  イ発酵物、ラクトバチル   物、乾燥バシラス・サ   ゼ発酵物、乾燥アス   アスペルギルス‐オリー （乾燥バチルス‐リケニフォ

  ス・アシドフィルス発酵   ブティリス発酵物、乾   ぺルギルスニガー発酵   ゼ発酵物、乾燥アス   ルミス発酵物、乾燥

  物、乾燥バシラス・サ   燥ラクトバチラス‐プラン   物、乾燥エンテロコッカ   ぺルギルスニガー発酵   アスペルギルス‐オリー

  ブティリス発酵物、乾   タルム発酵物、ラクトバ   ス‐フェシウム発酵物、   物、乾燥エンテロコッカ   ゼ発酵物、乾燥アス

  燥ラクトバチラス‐プラン   チルス・ラクティス発酵物）   乾燥ラクトバチルスカゼ   ス‐フェシウム発酵物、   ぺルギルスニガー発酵

  タルム発酵物、ラクトバ ペッパー   イ発酵物、ラクトバチル   乾燥ラクトバチルスカゼ   物、乾燥エンテロコッカ

  チルス・ラクティス発酵物）   ス・アシドフィルス発酵   イ発酵物、ラクトバチル   ス‐フェシウム発酵物、

ペッパー   物、乾燥バシラス・サ   ス・アシドフィルス発酵   乾燥ラクトバチルスカゼ

  ブティリス発酵物、乾   物、乾燥バシラス・サ   イ発酵物、ラクトバチル

  燥ラクトバチラス‐プラン   ブティリス発酵物、乾   ス・アシドフィルス発酵

  タルム発酵物、ラクトバ   燥ラクトバチラス‐プラン   物、乾燥バシラス・サ

  チルス・ラクティス発酵物）   タルム発酵物、ラクトバ   ブティリス発酵物、乾

ペッパー   チルス・ラクティス発酵物）   燥ラクトバチラス‐プラン

ペッパー   タルム発酵物、ラクトバ

  チルス・ラクティス発酵物）

ペッパー


