






 Company Profile

璿智は食品科学および動物科学の専業職務履歴がある人材により構成された会社であり、市場競争力のある、そして優秀な品質な製品を開発す
る能力が必ずあります。
創立以来、璿智は製品開発において常に変化と開発を求め、従来の保守的な OEM( 受託製造 ) 思考から業界の先駆者になるよう期しております。
更に完璧且つ適した専業資源を提供することより、クライアントが市場チャンネルで絶対的な地位を確立できることを信じており、長期的なパートナ

ーシップの構築を期待しております。

会社紹介

Management philosophy

Guarding pets’ health is our mission
Pet – a loyal friend, family, lover and partner to human beings.  It is vital to guard their health.  In order to practice Rui-Chi’s faith in 
guarding pet’s health, we insisted and will continue to use natural, healthy and safe ingredients in all pet product development and 
manufacturing.
Achievement by profession
Wisdom has a group of think tank with strong professional backgrounds.  We have the necessary strength to develop charming 
products for our customers.
Innovation by whole-hearted effort
We understand the market trends and develop innovative products with whole-hearted effort.

ペットの健康守護を使命とする
ペット－我々人間の忠実な友達、家族、愛人、パートナーです。彼らの健康を守ることが一番重要であり、璿智はペットの健康を守ることを信念に、天然、健康且つ安全な素材

を使用することにこだわり、ペットに適した、そして使用に適した商品を研究、開発と製造します。

専業が事業を実現
璿智は専業職務履歴がるシンクタンクがり、お客様の為に魅力ある商品を開発する実力があります。

革新　それは念入りだから
市場発展傾向を洞察し、新商品の開発に努めます。

経営理念

  Wisdom is formed by a group of professionals with food science and animal science background.  We 
have the ability to develop absolute market competitive and quality products.  Ever since the establishment, 
Wisdom continued to integrate innovative ideas on product development, think outside of the box by escaping 
from the traditional OEM conservative concepts and expected itself to become the industry leader.
We firmly believe that only with better and more accurate professional resources provided will enable our 
customers to succeed in the market, and maintain a long-term partnership.

 About Us
璿智技について
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 Company Advantages

●Professional elite team
  The Wisdom R&D team is formed by a group of professionals with food research and animal science backgrounds.  They are familiar with the 
required nutrients for animal growth and characteristics of raw ingredients.  Therefore, they are able to develop the best palatable, nutritious and safe 
products.

●A world brand ODM with exclusive formula 

●Integrated services with professional OEM
  Managing a business is mind consuming and Wisdom is aware of that.  Therefore, with the extensive experience in OEM, we provide a one-stop 
full service to our customers.  Our professional R & D team is very experienced in formula development and they are able to help customers develop 
distinctive and competitive formulas.  Thus, customers can concentrate only on ideas such as marketing strategy, and worry nothing about product 
development, formula research, packaging and the overall design. in In order to provide customers quality products, Wisdom is a ISO22000 certified 
factory in 2012 and ISO22000 certified in 2005.  

●Transparent information service
  Consumer preferences change daily and therefore differentiation is the only opportunity to compete in the market.  Wisdom provides customized and 
professional services, and is equipped with extensive experiences in technology transfer and special formula application, which will create "exclusive 
formula and a world's brand" with our partnered customers.

● プロフェショナル・エリート・チーム
   璿智研究開発チームは食品研究開発および動物科学の専業職歴がある方々から構成されており、動物成長栄養のニーズおよび食品原料特性を熟知しています。食用に適した、そして栄養性と安全性   
   とも優れた商品を開発することができます。

● 専属配合成分　世界ブランドの ODM

● 専業受託製造の整合サービス OEM
   璿智は事業経営に心と念を配り、豊富な OEM 経験があります。お客様からの受託製造に関してはワンストップサービスのマルチサービスを提供しております。専業的な研究開発チームは豊富な配合開発
   の経験があり、お客様の為に特色ある、そして競争力がある配合を開発する協力ができます。お客様は市場策略家計画に専念することができ、製品生産の配合研究、包装材・容器、全体設計などの面に
   おいて心配することはありません。ISO22000 認証工場。璿智は西暦 2012 年に ISO22000:2005 認証を取得し、お客様により良い商品品質を提供致します。

● 情報の公開性による安全サービス
   消費習慣は日ごとに段々と異なります。差異性が市場で地位を確立する機会です。璿智技はカスタマイズおよび専業サービスを提供し、豊富な技術転移と特殊配合応用経験があり、お客様の為に「専属配
   合、世界ブランド」を作りあげることができます。

当社の優位性
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Teeth Cleaning Calcium Bones

Instant Packages

Natural Products

Shaped Meat Product 造造造造造造造形肉塊製品

天然商品

調味新鮮商品

歯磨きおやつ・カルシウム商品

ミートロールシリーズ

天然シリーズNatural Products

レトルト商品Instant Packages

Wraps and Rolls

ミートペーストMeat Mash

ミートジェリーMeat Jelly

カップシリーズSmall Cup Food

チキンChicken

ダックDuck

ビーフBeef

ラムLamb

ダチョウOstrich

鹿肉Venisonミックス・チキンブレストミートChicken breast combination

タラ造形商品Codfih-shaped Product

デザートシリーズSnack

ダブルサンド・シリーズDouble Fillings

ホットドックシリーズSausage

40

タラ＆チキン　シリーズCodfish Tender Chicken 8
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ビスケットWafer 14

ミートビスケットシリーズMeat Patty 15

スティックシリーズSticks 16

ミックス野菜Diced Vegetable Combination 18

おかしシリーズBiscuits 19

20Fruit Pastry フルーツ洋菓子

Freeze drying フリーズドライ

Canned dog food 犬缶

Teeth cleaning bone 歯磨きおやつ
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Health Care Drinks

Health Care Food

Cleaning Products

Cat Products

特別療法食

特別療法食品

お手入れ用品

キャットシリーズ商品

シャンプー

耳清浄剤

コラーゲンCollagen

鱉の卵Turtle eggs

Shampoo

Ear Cleaning Solution

グルコサミンGlucosamine

タウリンTaurine

49

49

52

53

47

45

45

45

52

54

55

56

Dried fish / meat roll 乾燥小魚 /ミートロール

Instant Packages for 
Cats/ Small Cups 猫のレトルト /カップシリーズ

Codf ish  f lakes  / 
Cheese / Flying fish 
eggs / Crab

スライスタラ / チーズ / トビウ
オ /カニ肉

Meat Mash ミートペースト

Meat Jelly      ミートジェリー

Canned cat food 猫缶
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Shaped Meat Product
造造造造造造造形肉塊製品
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Codfish Tender Chicken
Codfish tender chicken-Fruit

Fungus

Sesame

Wolfberry

Vegetable

This low-fat, calcium-riched and fruit-stuffed product is made from 
strictly selected fresh codfish and domestically grown tender chicken.  
It features a wealth of enzymes and fiber to help reduce trichobezoar 
(hairball), urethra stones, while smoothen digestion and increase pets’ 
health.

This low-fat, calcium-riched and black fungus added product is made 
from strictly selected fresh codfish and domestically grown tender 
chicken.  Black fungus contains a high volume of insoluble fiber that 
increases the amount of excrement, stimulates intestinal peristalsis 
and acts as the intestinal scavenger.  The polysaccharides contained in 
black fungus will also help support your pet’s immune system.

This low-fat and calcium-riched product is made from strictly selected 
fresh codfish and domestically grown tender chicken.  Sesame seeds 
are rich in vitamin E and B complex, potassium, magnesium, zinc and 
a variety of micro minerals.  Sesame also features a high volume of 
calcium that will strengthen bones, coat for shiny fur and increase your 
pet’s nutrient.

This low-fat, calcium-riched and wolfberry added product is made from 
strictly selected fresh codfish and domestically grown tender chicken.  
Wolfberry helps support immune system, prevents your pets from 
diseases and aging.  It can also enhance physical strength, protect 
stomach and intestines, increase digestion and bowel movements and 
brighten your pet’s eyes.

This low-fat, calcium-riched and vegetable added product is made from 
strictly selected fresh codfish and domestically grown tender chicken.  It 
is rich in dietary fibers, which will stimulate intestinal peristalsis, soften 
excrement and help bowel movement.

厳選した新鮮タラおよび国産チキンで作る、低脂肪、カルシウムが多いペットフードです。
豊富なフルーツが含まれている為、豊富な酵素と繊維があり、毛球症や尿路結石が発生する可

能性を低減することができます。また、ペットの消化を助け、体の健康の為になります。

厳選した新鮮タラおよび国産チキンで作る、低脂肪、カルシウムが多いペットフードです。
キクラゲを特別に添加しています。キクラゲは豊富な不溶性繊維が含まれており、便の量を
増加し、腸の蠕動を促進し、腸の環境を整える効果があります。キクラゲの多糖体はペットの
免疫力と抵抗力を高める効果があります。

厳選した新鮮タラおよび国産チキンで作る、低脂肪、カルシウムが多いペットフードです。
ゴマは豊富なビタミン B 群、ビタミン E およびマグネシウム、カリウム、亜鉛と多種類の微量栄養素
を含みます。また、カルシウムが多く含まれてあり、骨格を強化し、髪の毛の色素を補い、ペットの
栄養素を増加することができます。

厳選した新鮮タラおよび国産チキンで作る、低脂肪、カルシウムが多いペットフードです。特別に枸
杞子（くこし）を添加してあり、ペットの免疫機能を促進し、病症の抵抗力と衰弱への抵抗力を増
加します。また、体力を増加し、健胃消化整腸、消化と排便を促進し、ペットの両目を明るくする
こともできます。

厳選した新鮮タラおよび国産チキンで作る、低脂肪、カルシウムが多いペットフードです。豊富な食
物繊維が含まれており、腸の蠕動を促進し、便の量を増加し、排便を助けてくれます。

造造造造造造 タラ＆チキン　シリーズ

白身魚＆チキン - フルーツ

キクラゲ

ゴマ

枸杞子（くこし）

野菜
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Codfih-shaped Product
Codfish sushi

Codfish sandwich

Codfish toast

Chicken cheese sandwich

Codfish chicken roll

High quality chicken wrapped with strictly selected fresh codfish, the product 
brings double satisfaction to your pet.  It is rich in calcium, DHA and EPA.  
Calcium supplement helps support your pet’s immune system and maintain 
healthy bones and teeth.  Chicken is high in protein and low in fat and it 
contains a great amount of vitamin B1 and B2.  It also helps condition your pet’s 
skin, coat for healthy and shiny fur and increase metabolism. 

Made from fresh codfish and chicken, it is rich in protein, DHA, vitamin A, 
B and D.  The product brings double satisfaction to your pets visually and 
tastefully.  It is palatable for both dogs and cats.

Made from fresh codfish and chicken, it is rich in protein, DHA, vitamin A, 
B and D.  The product brings double satisfaction to your pets visually and 
tastefully.  It is palatable for both dogs and cats.

Made from fresh codfish and chicken, it is rich in protein, DHA, vitamin A, 
B and D.  Pets are delighted from not only the great taste but also pleasant 
visual satisfaction.  It is also palatable, calcium-enhanced and help maintain 
healthy bones and teeth of your pets.

Low-fat chicken wrapped with strictly selected fresh codfish, the product 
is rich in protein, vitamin B complex and DHA.  It is tasty, nutritious and 
palatable.  It also helps strengthen bones, coat for shiny fur and enhance 
nutrients.  An option of different taste. 

厳選した新鮮タラに高級鶏肉が包まれ、ペットに絶好のダブルグルメを楽しませます。豊富なカル
シウムおよび DHA と EPA が含まれており、カルシウムを補足し、免疫力を増加させ、骨格と歯の
健康を維持します。鶏肉は蛋白質が多く、低脂肪の食物であり、豊富なビタミン B1、B2 があり、

ワンちゃんの皮膚、被毛に健康と光沢さを与え、基礎新陳代謝を促進させます。

新鮮タラと鶏肉で作られた豊富な蛋白質、DHA、ビタミン A、B、Dを含むペットフードです。
ペットに視覚と味覚のダブルジョイを与えます。食べやすく、犬にも猫にも適しています。

新鮮タラと鶏肉で作られた豊富な蛋白質DHA、ビタミン A、B、D を含むペットフードです。
ペットに視覚と味覚のダブルジョイを与えます。食べやすく、犬にも猫にも適しています。

新鮮タラと鶏肉で作られた豊富な蛋白質DHA、ビタミン A、B、D を含むペットフードです。
ペットに視覚と味覚のダブルジョイを与えます。食べやすく、真ん中にカルシウム骨が包まれ
てあり、豊富なカルシウムはペットの歯と骨格の健康を守ります。

栄養値が高い低脂肪鶏肉厳選した新鮮タラを包んで作られた豊富な蛋白質、ビタミン
B 群、DHA が含まれています。栄養で美味しく、食べやすく、骨格を強化し、被毛を明る
くさせ、栄養素を増強させる異なる食感の選択です。

造造造造造造 タラ造形商品

タラ寿司 ( オリジナル味 )

タラ　サンドイッチ

タラ　トースト

チーズチキン

タラ巻きチキン
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Snack 造造造造造造造造造造造造造造造造 デザートシリーズ

Donut

Mini chicken burger

Sub

Made from strictly selected chicken.  The donut-shaped 
snack is low-fat, topped with thick chees and rich in protein, 
minerals and vitamins.  It helps coat for healthy and shiny fur.

Made from fresh chicken.  The burger-shaped snack contains 
nutritious and delicious ingredients such as chees, sliced 
meat and is topped with sesame, which brings a luxurious joy 
to your pet.  It is rich in protein, vitamins and calcium.  It also 
helps coat for shiny fur and maintain healthy bones and teeth.

Made from strictly selected fresh chicken, stuffed-bars and 
topped with thick cheese.  It is rich in protein, vitamins, 
minerals and calcium.  A palatable, nutritious and delicious 
snack, that brings double satisfaction to your pet.

厳選した新鮮鶏肉で作られたドーナツ形のペットフードです。香ばしい
濃厚なチーズソースをかけ、豊富な蛋白質、鉱物質、ビタミンが含まれ
た低脂肪ペットフードです。ペットの被毛の光沢を増します。

厳選した新鮮鶏肉で作る、スライスチーズや肉など栄養で美味しい具
を挟まれたペットフードです。その上にゴマをかけ、ハンバーグの形作られ
てあり、ペットに最高級のジョイを提供します。中は豊富な蛋白質、ビタ
ミン、カルシウムが含まれてあり、ペットの毛の光沢さを保ち、歯と骨格の
健康を維持します。

厳選した新鮮鶏肉で作られた、棒状をはさみ、濃厚なチーズをかけます。
豊富な蛋白質、ビタミン、鉱物質、カルシウムが含まれてあります。食べ
やすく、栄養で美味しさ満点のダブルプレミアムジョイです。

ポン・デ・リング

ミニ・チキンハンバーグ

サブウェイ・サンドイッチ
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Snack 造造造造造造造造造造造造造造造造 デザートシリーズ

4-inch pizza

Sushi roll combination

Cheese lollipop

Made from strictly selected fresh chicken, topped with 
nutritious ingredients including apple, purple sweet potato 
and sliced meat.  It is rich in high-quality protein, vitamins 
and dietary fiber.  It satisfies not only the appetite but also 
provides a variety of nutrients to your pet.

Roll-shaped snack made from strictly selected fresh codfish, 
pets are delighted from not only the great taste but also 
pleasant visual satisfaction.  It especially features cheese, 
vegetable and purple sweet potato.  The product is also rich 
in vitamins, minerals and fibers, which helps coat for shiny 
fur.

Lollipop-shaped snack made from strictly selected fresh 
chicken and calcium bones.  The calcium-riched ingredients 
help maintain healthy bones and teeth.  It provides not only 
a pleasant taste but also a complete oral care by cleaning 
tartar through the natural chewing action.

厳選した新鮮鶏肉で作られ、リンゴ、紫イモ、肉など栄養が豊富な
食材が具として加えられています。高級蛋白質、ビタミン、食物繊
維が含まれており、ペットに美味しく食べてもらう同時に豊富なビタミ
ン素を補充します。

特別に新鮮タラを使用し、寿司の形状に巻いてあります。視覚と味
覚の究極ダブルジョイです。チーズ、野菜、紫イモも特別に添加して
あり、豊富なビタミン、鉱物質と繊維質があり、ペットの毛色の光沢
さを増加します。

特別に新鮮鶏肉を厳選して作られ、カルシウム骨でキャンディーバ
ーの形につなげています。豊富なカルシウムは骨格と歯の健康を維
持し、ペットがグルメを味わう同時に歯磨き効果もあり、口腔内と歯
垢を清潔にします。

4“ピザ

総合巻き寿司

チーズ・キャンディーバー
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Double Fillings 造造造造造造造造造造造 ダブルサンド・シリーズ

Palm cheese and meat

Square cheese and meat

Heart carrot and meat

Heart vegetable and meat

Heart cheese and meat

Double satisfaction provided by the palm-shaped snack made from 
strictly selected chicken and cheese.  Cheese is rich in vitamin B 
complex and calcium; it helps maintain healthy skin and coat for 
shiny fur.  Calcium supports the growing of bones, teeth and physical 
development.

Double satisfaction made from strictly selected chicken and cheese.  
Cheese is rich in vitamin B complex and calcium; it helps maintain 
healthy skin and coat for shiny fur.  Calcium supports the growing of 
bones, teeth and physical development.

Double satisfaction provided by the heart-shaped snack made from 
strictly selected chicken and carrot fillings.  Carrot is rich in vitamin A, 
which will brighten your dog’s eyes.

Double satisfaction provided by the heart-shaped snack made from 
strictly selected chicken and vegetable fillings.  Vegetable is rich 
in fibers that will maintain healthy intestinal condition and increase 
softness of excrement.

Double satisfaction provided by the heart-shaped snack made from 
strictly selected chicken and cheese.  Cheese is rich in vitamin B 
complex and calcium; it helps maintain healthy skin and coat for 
shiny fur.  Calcium supports the growing of bones, teeth and physical 
development.

特選鶏肉に濃厚のチーズをまぶしてあります。ペットにダブルジョイを提供しま
す。足裏の形に作られているので美味しさが増します。チーズには豊富のビタ
ミン B 群とカルシウムが含まれており、ワンちゃんの皮膚を健康にし、毛色の
光沢度を増加し、カルシウムは骨格と歯の成長および発育を助けます。

特選鶏肉に濃厚のチーズをまぶしてあります。ペットにダブルジョイを提
供。チーズには豊富のビタミン B 群とカルシウムが含まれており、ワンちゃ
んの皮膚を健康にし、毛色の光沢度を増加し、カルシウムは骨格と歯
の成長および発育を助けます。

特選鶏肉にニンジンの具がまぶされており、ペットにダブルジョイを提供。ハー
ト型に作られているので美味しさとビジュアルジョイもあります。キャロットは豊
富のビタミン A があり、ワンちゃんの両目を明るくすることができます。

特選鶏肉に野菜の具がまぶされており、ペットにダブルジョイを提供をします。
ハート型に作られているので美味しさとビジュアルダブルジョイがあります。野
菜の中の繊維質はワンちゃんの胃腸の健康を保ち、糞便を軟らかくします。

特選鶏肉に濃厚のチーズをまぶしてあります。ペットにダブルジョイを提供しま
す。ハート型に作られてあり、美味しさとビジュアルダブルジョイがあります。チ
ーズには豊富のビタミン B 群とカルシウムが含まれており、ワンちゃんの皮膚
を健康にし、毛色の光沢度を増加し、カルシウムは骨格と歯の成長および
発育を助けます。

ダブルサンド・ソーレ・チーズミート

ダブルサンド・スクウェア・チーズミートボール

ダブルサンド・ハート・キャロットミート

ダブルサンド・ハート・ベジタブルミート

ダブルサンド・ハート・チーズミート
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Sausage 造造造造造造造造造造造 ホットドックシリーズ

Chicken sausage

Beef sausage

Duck sausage

Lamb sausage

Cute little hot dogs made from fresh chicken.  It helps maintain 
healthy skin and strengthen the liver function.  It is rich in calcium, 
nutritious and delicious.  It is also easy to be digested and suitable 
for all ages.

Cute little hot dogs made from fresh beef.  It is rich in iron, vitamin 
B, minerals and high quality calcium.  It is also delicious, easy to be 
digested and suitable for all ages.

Cute little hot dogs made from specially selected duck.  It is low fat, 
rich in vitamin A, B and C, high-quality protein and calcium.   It is 
also delicious, easy to be digested and suitable for all ages.

Cute little hot dogs made from fresh lamb.  It helps support the 
immune system.  A warm and detox snack that is nutritious, 
delicious, and rich in calcium.  It is also easy to be digested and 
suitable for all ages.

新鮮の鶏肉で作られた、超可愛いミニホットドックです。皮膚の健康を維持し、肝臓機能を強化改
善します。豊富なカルシウムが含まれてあり、非常に栄養で、味は濃く美味しいが、肥りにくく、消化
もし易いため、各年齢層のペットに適しています。

新鮮ビーフで作られた、美味しく超可愛いミニホットドックです。非常に良い鉄質、ビタミン B、鉱物
質が含まれております。豊富なカルシウムが含まれてあり、非常に栄養です。濃厚且つ美味しいが、
肥りにくく、消化もし易いため、各年齢層のペットに適しています。

特選鴨肉で作られた、超可愛いミニホットドックです。栄養は豊富で、ビタミンA、B、Cが含まれており、
低脂肪でありながら豊富な蛋白質があります。濃厚で美味しいが、肥りにくく、消化もし易いため、
各年齢層のペットに適しています。

新鮮ラムで作られた、超可愛いミニホットドックです。栄養は豊富で、温熱と毒を排出することができ
ます。豊富なカルシウムが含まれてあり、非常に栄養です。濃厚且つ美味しいが、肥りにくく、消化
もし易いため、各年齢層のペットに適しています。

チキン・ホットドック

ビーフ・ホットドック

ダック・ホットドック

ラム・ホットドック
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Wafer 造造造造造造造造造造 ビスケット

Chicken wafer

Beef wafer

Made from fine quality chicken breasts.  The delicious and low-fat 
snack is rich in quality protein.  It has no preservative, no coloring 
or other additives.  A carefully developed product that provides both 
delicious and nutritious enjoyment.  Through the natural chewing 
action, it helps release pets’ anxiety and pressure while cleaning their 
teeth and improving health condition.  It is the best helper for pet 
training, suitable for all ages.

Made from fresh beef.  It is rich protein, vitamins and minerals. 
Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety 
and pressure while cleaning their teeth and improving health 
condition.  It is the best helper for pet training, suitable for all ages.

新鮮で高級な鶏むね肉で加工された新鮮さと味が特色です。低脂肪で豊富な蛋白
質が含まれてあり、防腐剤と着色料は一切添加しておりません。工夫して研究開発
されたビスケットは栄養と美味しさのダブルジョイを兼具しており、咀嚼（そしゃく）を通じ
て圧力を釈放し、歯をきれいにする効果に達し、ワンちゃんの健康がアップグレードし
ます。また、ペットを訓練するベストヘルパーでもあり、各年齢のペットでも食べられるお
やつです。

純粋で天然な新鮮牛肉から作られた、豊富な蛋白質、ビタミン、鉱物質などが含ま
れているビスケットです。工夫して研究開発されたビスケットは栄養と美味しさのダブル
ジョイを兼具しており、咀嚼（そしゃく）を通じて圧力を釈放し、歯をきれいにする効果
に達し、ワンちゃんの健康がアップグレードします。また、ペットを訓練するベストヘルパ
ーでもあり、各年齢のペットでも食べられるおやつです。

チキンビスケット

ビーフビスケット

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
14
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Meat Patty 造造造造造造造造造造 ミートビスケットシリーズ

Palm chicken patty

Fish patty

Ostrich patty

Venison patty

Healthy patty (for joints, 
fur, vitality and stomach)

Palm duck patty

Palm lamb patty

Palm beef patty

Chicken is rich in quality nutrients, vitamins, minerals and essential 
fatty acids.  Chicken fat contains essential fatty acids and Omega3.  
These nutrients are helpful for healthy fur, skin, cardiovascular muscle 
and cells.  The high volume of meat is also suitable as soft type feed.

Fish is rich in protein, ω-3 fatty acids, DHA and other nutrients. It enhances the pets’ 
muscle development and leads to greater strength. The high volume of meat is also 
suitable as soft type feed.

Specially made from fresh ostrich meat.  It is an excellent ingredient for antioxidant and 
to enhance immune-related proteins. It can also improve the pets’ muscle development 
and lead to greater strength. The high volume of meat is also suitable as soft type feed.

Specially made from fresh venison.  It enhances the pets’ muscle development and 
leads to greater strength. The high volume of meat is also suitable as soft type feed.

Special-added ingredients include glucosamine, vitamin, DHA and Oligo.  It helps 
lubricate the pets’ joints, boost the immune system, improve digestion, brighten the 
eyes and coat for shiny fur.

Duck is rich in vitamin B complex and vitamin E.  It helps the 
nerve system circulate regularly, increase the immune system and 
protect the heart. Duck meat is high in potassium, and other trace 
elements such as iron, copper and zinc.  It helps maintain balanced 
body acid-base and regulate the circulation of cardiovascular 
system. The high volume of meat is also suitable as soft type feed.

Lamb is rich in protein, fat, carbohydrates, vitamins A1, B1, B2, 
niacin, calcium, phosphorus, iron and other nutrients. It is really 
helpful for muscle development, brain and fur growth.  Lamb is also 
a non-allergen to pets. The high volume of meat is also suitable as 
soft type feed.

Beef is rich in amino acids, iron, zinc, magnesium, B6, B12 and other 
nutrients.  It enhances muscle development and leads to greater 
strength, increases immune system and boosts the protein metabolism 
and synthesis. The high volume of meat is also suitable as soft type feed.

鶏肉は品質の高い栄養素、ビタミン、鉱物質および必須脂肪酸と Omega3 が含まれ
てあります。これらの栄養素は被毛、皮膚および心臓、血管と細胞の血管に非常に
良いです。肉の含量も非常に高いのでソフトタイプのペットフードに非常に適しています。

魚肉は豊富の蛋白質、ω -3 脂肪酸、DHA等の栄養素が含まれており、ペットの筋肉を強化し、体力を増加
します。肉の含量も非常に高いのでソフトタイプのペットフードに非常に適しています。

新鮮鴕鳥から特別に作られた、抗酸化物質と免疫関連の蛋白質を補充する良い食材であり、ペットの筋肉を
強化し、体力を増加します。肉の含量も非常に高いのでソフトタイプのペットフードに非常に適しています。

新鮮鹿肉で特別に作られた、ペットの筋肉と体力を強化することができます。肉の含量も非常に高いのでソフト
タイプのペットフードに非常に適しています。

特別にグルコサミン、ビタミン、DHA、オリゴを添加しており、ペットの関節を潤い、免疫力を向上させ、消化を促進し、
目を守り、被毛は明るく光沢度が増します。

鴨肉はビタミン B群、ビタミン E が比較的多い肉類であり、神経の正常循環を助け、
抵抗力を増加し、心臓を守る効果があります。鴨肉のカリウム量は多く、比較的多い
鉄、銅、亜鉛などの微量元素があり、体内の PH値をバランスし、心臓と血管システ
ムの正常作用を助けます。肉の含量も非常に高いのでソフトタイプのペットフードに非
常に適しています。

羊肉は豊富の蛋白質、脂肪、糖類、ビタミンA1およびB1、B2、ナイアシン、カルシウム、
リンおよび鉄などの栄養素があります。筋肉の発展、脳の成長と被毛にも非常によく、
羊肉はペットにとってのゼロ・アレルギー食物です。肉の含量も非常に高いのでソフトタ
イプのペットフードに非常に適しています。

牛肉は豊富のアミノ酸、鉄、亜鉛、マグネシウム、B6 および B12 などの栄養素があり、
ペットの筋肉を強化、体力を増加します。また、免疫力を向上させ、蛋白質の代謝と
合成を促進します。肉の含量も非常に高いのでソフトタイプのペットフードに非常に適
しています。

鶏肉ビスケット

魚肉ミートビスケット

鴕鳥ミートビスケット

鹿肉ミートビスケット

保健ミートビスケット ( 関節、皮膚・被
毛、活力、胃腸 )

鴨肉ビスケット

羊肉ビスケット

牛肉ビスケット
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Lamb stick

Venison stick

Ostrich stick

Fish stick

Made from fresh lamb. It is an excellent ingredient for antioxidant and to enhance 
immune-related proteins. It brings your pet not only tasty flavor but also nutritious 
enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety 
and pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also 
the best helper for pet training.

Made from fresh venison. It brings your pet not only tasty flavor but also 
nutritious enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ 
anxiety and pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  
It is also the best helper for pet training.

Made from fresh ostrich. It is an excellent ingredient for antioxidant and to enhance 
immune-related proteins. It brings your pet not only tasty flavor but also nutritious 
enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety and 
pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also the best 
helper for pet training.

Made from fresh fish. It is high in DHA and calcium. It brings your pet not only tasty flavor 
but also nutritious enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ 
anxiety and pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also 
the best helper for pet training.

厳選した羊肉で特別に作成されており、抗酸化物質および免疫関連の蛋白質を補足する優れた食
材です。栄養と美味しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を通じてプレッシャーを解消し、歯をきれいに
する効果もあり、ペットの健康がアップグレードし、ペットを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮鹿肉で作成、栄養と美味しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を通じてプレッシャーを解消し、歯
をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグレードし、ペットを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮鴕鳥で特別に作成されており、抗酸化物質および免疫関連の蛋白質を補足する優れた食材です。、栄養と美味
しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を通じてプレッシャーを解消し、歯をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグ
レードし、ペットを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮魚肉を採用して作成されており、豊富の DHA とカルシウムが含まれています。、栄養と美味しさを兼具したダブ
ルジョイです。咀嚼を通じてプレッシャーを解消し、歯をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグレードし、ペッ
トを訓練するベストヘルパーでもあります。

ラムスティック

鹿肉スティック

鴕鳥スティック

魚肉スティック

Sticks 造造造造造造造造造造 スティックシリーズ



Shaped M
eat P

roduct

造
形
肉
塊
製
品

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
17

Sticks 造造造造造造造造造造 スティックシリーズ

Beef stick

Chicken stick

Duck stick

Meat wrapped carrot stick

Meat wrapped vegetable stick

Made from fresh low fat beef.  It brings your pet not only tasty flavor but also nutritious 
enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety and 
pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also the best 
helper for pet training.

Made from fresh chicken. It brings your pet not only tasty flavor but also nutritious 
enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety and 
pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also the best 
helper for pet training.

Made from fresh duck. It brings your pet not only tasty flavor but also nutritious 
enjoyment.  Through the natural chewing action, it helps release pets’ anxiety and 
pressure while cleaning their teeth and improving health condition.  It is also the best 
helper for pet training.

Fresh carrot sticks wrapped with quality chicken.  It is low in fat, rich in protein, 
vitamin B and A.  A palatable, nutritious and delicious snack, that brings double 
satisfaction to your pet.

Fresh vegetable sticks wrapped with quality chicken.  It is low in fat, rich in protein 
and dietary fibers.  A palatable, nutritious and delicious snack that helps maintain 
your pet’s intestinal health and coat for shiny fur.

新鮮低脂肪牛肉で作られた、栄養と美味しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を
通じてプレッシャーを解消し、歯をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグレ
ードし、ペットを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮鶏肉で作成、栄養と美味しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を通じてプレッ
シャーを解消し、歯をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグレードし、ペッ
トを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮鴨肉で作成、栄養と美味しさを兼具したダブルジョイです。咀嚼を通じてプレッ
シャーを解消し、歯をきれいにする効果もあり、ペットの健康がアップグレードし、ペッ
トを訓練するベストヘルパーでもあります。

新鮮キャロットで作成されえたスティックの上に鶏肉が巻かれてあります。ペットに栄
養で美味しいダブルジョイを提供します。食べやすく、栄養は豊富です。高たんぱく質、
低脂肪、ビタミン B と A が含まれており、ペットの毛色は光沢で明るく、両目の輝き
も増します。

新鮮野菜を採用して作成されたスティックの上に鶏肉が巻かれてあります。ペットに
栄養で美味しいダブルジョイを提供します。食べやすく、栄養は豊富です。高たんぱ
く質、低脂肪、そして豊富の食物繊維が含まれてある為、ペットの胃腸の健康、そし
て被毛の光沢さと明るさを維持します。

ビーフスティック

チキンスティック

鴨肉スティック

胡蘿蔔スティックミート巻き

野菜スティック
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Diced Vegetable Combination 造造造造造造造造造造 ミックス野菜

Yam dice

Sweet potato dice

Cheese dice

Vegetable dice

Vegetable dice combination

Yam can smoothen the intestines, strengthen the stomach and protect 
the joints.  For those who have diarrhea often, yam will properly harden 
the excrement.  It is effective in eliminating exhaustion.  Yam’s potassium-
riched nature can also help release the extra sodium contained in the 
body.

Sweet potato is very rich in dietary fiber, which is a great help for healthy 
stomach.  It is also rich in vitamin C and B6; these ingredients are big 
supports for good health and can improve symptoms such urinary stones, 
and cystitis.

Cheese is rich in calcium and it is a great help for a dog's teeth and 
bones.  it is nutritious and delicious.  It can also protect the fur, improve a 
dog's immune system and boost metabolism.

Vegetable fibers increase the intestinal absorption of water and soften 
excrement, which is a great help for bowel movement.  The rich vitamins 
and minerals contained can balance the blood PH value; they are also 
important source of nutrients required for growth.

It is a combination of vegetable nutrients.  Pets are able to absorb a full 
range of nutrients that leads to a complete health improvement.  It is also 
the best helper for pet training, suitable for all ages.

山芋は整腸、健胃そして間接を保護する効果があります。下痢しやすいワンちゃんのために糞便
の硬度を強化することができ、疲労の解消効果もあります。また、山芋は豊富なカリウムを含むので、

体内の余分なナトリウムの排出を助けます。

サツマイモは非常に豊富の食物繊維があり、胃腸に非常にいいです。また、ビタミン C、B ６
は尿結石と膀胱炎なを改善し、健康を維持する効果があります。

チーズは豊富なカルシウムがあり、ワンちゃんの歯と骨格を多いに助けます。また、毛を守り、栄養
も豊富でワンちゃんの免疫力と新陳代謝を促進します。

野菜中の繊維質は腸が水分を吸収し、便の量を増加して軟らかくする同時に排便も助けます。
豊富なビタミンと鉱物質を含み、血液中の PH 値をバランスし、成長時の重要な栄養素でもあり
ます。

ミックス野菜の栄養素をまとめ、ペットがもっと全面的に各種栄養素を補充することができます。ワ
ンちゃんの健康を高め、ペット訓練のベストヘルパーでもあります。高齢犬、幼犬或は成犬の為の
おやつにもできます。

山芋角切

サツマイモ角切

チーズ角切

蔬菜角切

ミックス野菜角切
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Vegetable

Cheese

Milk

Vegetable flavor.  Vegetable fibers help maintain a dog’s intestinal condition, soften 
excrement, and improve interaction between dogs and their owners.

Cheese flavor.  Cheese is rich in calcium, which can help maintain healthy bones and 
teeth and create more interaction between dogs and their owners.

Milk flavor.  Milk is rich in B-complex and calcium, which will coat for healthy and 
shiny fur and maintain healthy bones and teeth.  It also increases the interaction 
between dogs and their owners.

野菜味を特別に添加しました。野菜の中の繊維質はワンちゃんの胃腸の健康を保ち、糞便の軟らかさを増し、ペッ
トと飼い主のふれあいを増やします。

チーズ味を特別に添加しました。チーズには豊富なカルシウムが含まれており、愛犬のカルシウムを補足し、骨格と
歯の健康を維持し、ペットと飼い主のふれあいを増やします。

ミルク味を特別に添加しました。ミルクには豊富のビタミン B群、カルシウムが含まれており、栄養を補足しま
す。愛犬の毛色を健康に、そして光沢があるようにさせ、骨格と歯の健康を維持し、ペットと飼い主のふれ
あいを増やします。

野菜味

チーズ味

牛乳味

Biscuits 造造造造造造造造造造 おかしシリーズ
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Fruit Pastry-Banana
Made from our country chicken and banana.It supplies 
the necessary nurtrients.
Banana is rich in resistant starch and oligosaccharides.
They are help to prevent or relieve constipation.

Fruit Pastry-Pumpkin
Made from our country chicken and pumpkin.It 
supplies the necessary nurtrients.
Pumpkin is rich inβ-carotene and vitamin C & E.

Fruit Pastry- Wolfberry
Made from our country chicken and wolfberry.It 
supplies the necessary nurtrients.
Wolfberry is rich in vitaminB1, vitaminB2 and 
vitaminC.

優れた国産鶏肉を使用し、新鮮なバナナを飾って作られたおやつで
す。栄養たっぷりで、必要な栄養素を補充します。バナナは、レジスタ
ントスターチとフラクトオリゴ糖が多く含まれていて、便秘を改善するの
に効果的です。

フルーツ洋菓子 -バナナ

優れた国産鶏肉を使用し、新鮮なカボチャを飾って作られたおやつで
す。栄養たっぷりで、必要な栄養素を補充します。カボチャは抗酸化
作用があるβ - カロテン、ビタミン C、ビタミン E などの栄養成分を豊
富に含みます

フルーツ洋菓子 - カボチャ

優れた国産鶏肉を使用し、新鮮なゴジベリーを飾って作られたおやつ
です。栄養たっぷりで、必要な栄養素を補充します。ゴジベリーはβカ
ロチン、アミノ酸やビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＣなども含みます。

フルーツ洋菓子 - ゴジベリー

Fruit Pastry 造造造造造造造造造造 フルーツ洋菓子
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Fruit Pastry-Pumpkin
Made from our country chicken and pumpkin.It supplies 
the necessary nurtrients.
Pumpkin is rich inβ-carotene and vitamin C & E.

優れたオーストラリア産牛肉を使用し、新鮮なカボチャを飾って作ら
れたおやつです。栄養たっぷりで、必要な栄養素を補充します。カボ
チャは抗酸化作用があるβ - カロテン、ビタミン C、ビタミン E などの
栄養成分を豊富に含みます。

フルーツ洋菓子 - カボチャ
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Natural Products
Chicken Chicken breast combination

造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造天然シリーズ

Chicken slice

Chicken gizzard

Chicken cartilage
Chicken breast combination

Turkey tendon ring

Made from strict selected fresh chicken.  It is palatable, 
high in protein, low in fat, chewy and tasty.  It helps clean 
a dog’s teeth and remove bad breath.

Made from strictly selected fresh chicken gizzards.  It is rich in 
protein, vitamins, minerals and others that can not only provide 
great nutrients but also clean teeth.  It also helps increase 
appetite and can be used as a reward during training.

Made from fresh chicken cartilage.  It is rich in natural glucosamine, 
chondroitin and also a supplement for joint fluids.  It helps support 
strong joints.  The snack is made by a unique baking technique 
and it brings a crispy and tasty enjoyment to your pet.  It does not 
have the sharpness or hardness as regular chicken cartilage does.

Made from strictly selected fresh chicken.  It is palatable, rich in protein, vitamins, 
minerals, calcium, iron and others.  A variety of flavors developed particularly to 
give your pet different enjoyments.  It also provides a full range of nutrients, pets 
are able to clean their teeth and remove bad breath through the natural chewing 
action.

Made from natural turkey tendon with fine chewy texture.  The 
ring-shaped snack brings both visual and tasting pleasure to 
your pets.  It is rich in protein and collagen protein, low in fat and 
cholesterol, which will not create additional burden to your dog.

新鮮鶏肉を厳選して作成されてあり、食べすく、蛋白質も非常に多く、低
脂肪です。香ばしく、噛みごたえがあるので、咀嚼することより歯垢を落とし、
口臭をなくすダブル効果があります。

新鮮砂肝を厳選して作成されており、豊富の蛋白質、ビタミン、鉱物質等
の栄養成分が含まれてあり、栄養を補充する同時に歯をきれいにする効
果もあります。食欲を高め、奨励や訓練時のおやつとして与えることができ
ます。

新鮮の鶏軟骨で作成されており、豊富の天然グルコサミンとコンドロイチン
硫酸が含まれています。関節液を補充し、関節を強化します。独特のベイ
キング技術より、弾力のあるすっぱりした食感に作り上げました。一般のドラ
イタイプの鶏軟骨のように尖りすぎたり、硬すぎたりする危険性はありません。

厳選した鶏肉で作られてあり、食べやすく、豊富な蛋白質、ビタミン、鉱物質、カルシウム、鉄などの栄養素
が含まれています。特別に研究開発された多種類の味はペットに異なる味覚の楽しさを与え、全面的に異
なる栄養素を補充することもできます。また、咀嚼を通じて歯垢を取り、口臭を解消ダブル効果があります。

天然のターキー筋肉を採用して特別に作成されました。筋は細かく、噛み
応えがあり、美味しさとビジュアルジョイを兼具したおやつです。豊富の蛋白
質およびコラーゲンが含まれてあり、低脂肪、低コレステロールなのでワンち
ゃんの負担になりません。

チキンスライス

すなぎも（砂肝）

鶏の軟骨

ミックス・チキンブレストミート

ターキー筋肉

チキン ミックス・チキンブレストミート
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Duck

Duck gizzard

Duck slice

Duck gizzard head

Made from strictly selected fresh duck gizzards.  It is rich in protein, 
vitamins, minerals and others. The high volume of iron contained 
has both great nutritional value and teeth cleaning function.  It 
also helps increase appetite and can be used as a reward during 
training.

Made from strictly selected fresh duck.  It is palatable, low in fat, 
tender, high in protein, chewy and tasty.  It can not only clean 
a dog’s teeth but also remove bad breath.  Duck is also rich 
in unsaturated fatty acids, which has the function of lowering 
cholesterol and antioxidant.

It is rich in vitamins and minerals, non-greasy, high in iron with great 
nutritional value.  It brings a unique tasty enjoyment to every pet.  
Pets are able to clean and exercise their teeth and gums through 
the chewing action, and improve the overall oral health.

新鮮鴨の砂肝を厳選して特別に作れられた、蛋白質、ビタミン、鉱物質が含
まれてあります。また、豊富の鉄と栄養価値は高く、歯をきれいにする効果もあ
り、食欲を高め、奨励や訓練時のおやとして与えることができます。

厳選した新鮮鴨肉で作られ、食べやすく、脂肪も少なく、肉質は軟らかく、蛋
白質が多く、香ばしく噛み応えがあります。ワンちゃんの歯をきれいにし、口臭を
解消するダブル効果があります。鴨肉の不飽和脂肪は高く、コレステロールを
下げ、抗酸化効果もあります。

多種類のビタミンおよび鉱物質を多く含み、油っぽい感じがなく、豊富な鉄が
含まれてあり、栄養価値は非常に高いです。ペットに一般」とは異なる美味し
さを与え、咀嚼を通じて歯と歯ぐきをきれいにし、訓練することより口腔を更に
健康にします。

鴨の砂肝

スライス・ダックミート

鴨胗頭

ダック
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Beef

Beef slice

Beef liver

Beef roll stick

Large cattle bones

Made from top quality sliced beef and presented in a savory crunchy 
tasty flavor.  It is rich in protein, iron and calcium, which helps maintain 
healthy physical condition and shiny fur.

It is highly nutritious and able to maintain great health.  It is also one of 
the best products to enrich blood.  Pets are able to clean and exercise 
their teeth and gums through the chewing action, and improve the 
overall oral health.

Without any additives, the product is made by a low-temperature 
drying process to ensure essential nutrition and excellent taste is kept.  
The long-lasting chewing texture is a dog's favorite.

Made from large imported cattle bones from Australia and by a low-
temperature baking technique, the product is able to clean teeth gaps, 
reduce odors, improve gum health and reduce dental calculus.

最高級ビーフスライドを採用し、香ばしくパリパリした牛肉の味が鼻に漂ってきます。豊富の蛋
白質、鉄、カルシウムなどが含まれており、ペットの健康を維持し、被毛をきれいにします。

豊富の栄養素が含まれてあり、栄養と保健効果がある一番理想な補血商品の一つです。
咀嚼を通じて、歯と歯ぐきをきれいにし、訓練することより口腔を更に健康にします。

添加物は一切添加しておりません。栄養を失わないよう、低温乾燥手順をふまえており、同
時に究極の美味しさをキープし、一番強い噛みこたえはワンちゃんの最愛です。

オーストラリアの牛大腿骨を厳選し、低温ベーキングの技術を採用しております。歯の隙間の
異臭を減少し、歯きぐを健全にし、歯石の発生を減少します。

スライス・ビーフミート

牛の砂肝

ビーフ巻きスティック

ビーフ

牛大腿骨
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Lamb ラム

Sheep bones Lamb ribs Lamb hamstring
Sheep bones are rich in calcium and bone marrow, 
which helps maintain strong bones. Its meat fatty 
can provide a wealth of vitamin B-complex, increase 
appet i te  and enhance metabo l ism.   The low-
temperature baking technique keeps the complete 
lamb nutrients contained.  It is a great product for teeth 
grinding and lower-jaw strength improving.A dog’s 
favorite.

Made from carefully selected fresh lamb ribs.  Lamb 
is rich in protein, fat, carbohydrates, vitamins A1, B1, 
B2, niacin, calcium, phosphorus and iron and other 
nutrients, which brings all nutrients needed of a pet 
closer to the level of completion.  It is also a great 
product for teeth grinding and lower-jaw strength 
improving.  A dog’s favorite.

Made fro strictly selected fresh lamb hamstring.  
Lamb is rich in protein, fat, carbohydrates, vitamins 
A1, B1, B2, niacin, calcium, phosphorus and iron and 
other nutrients, which brings all nutrients needed of 
a pet closer to the level of completion.  It is also a 
great product for teeth grinding and lower-jaw strength 
improving.  A dog’s favorite.

羊の骨のカルシウム成分は高く、骨の中に豊富な脊髄が含まれてあり、
骨格を強化します。その肉付きの脂身は豊富のビタミン B 群を提供し、
食欲を高め、代謝を促進します。低温ベーキング法を採用しているので、
ラムの栄養素を全部キープすることができ、ワンちゃんの歯と下あごの噛み
合いを訓練することができ、ワンちゃんが愛する一品です。

新鮮のラムリブを厳選して作られています。羊肉は豊富な蛋白質、
脂肪、糖類、ビタミン A １および B １、B2、ニコチンアミド、カルシウム、
リンと鉄などの栄養素が含まれてあり、ペットの栄養が全方面に整い
ます。また、ワンちゃんの歯と下あごの噛み合いを訓練することができ、
ワンちゃんが愛する一品です。

新鮮の羊足筋肉でで作られています。羊肉は豊富な蛋白質、脂肪、
糖類、ビタミン A １および B １、B2、ニコチンアミド、カルシウム、リンと鉄
などの栄養素が含まれてあり、ペットの栄養が全方面に整います。また、
ワンちゃんの歯と下あごの噛み合いを訓練することができ、ワンちゃんが
愛する一品です。

羊大骨 ラム・リブ 羊の足筋肉
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Ostrich Venisonダチョウ 鹿肉

Ostrich bones Venison tendon slice
Ostrich meat is low in fat, calorie and cholesterol.  It also features high iron and high 
calcium, which is a very healthy food from pets. Venison tendon slice

Venison tendon is low in fat, calorie and allergen.  It also features high iron and 
high calcium, which is a very healthy food from pets.

ダチョウ肉は低脂肪、低カロリー、低コレステロールの特性があります。また、ダチョウ肉自身が高い鉄分を含み、
豊富なカルシウム量の栄養成分はペットにとって非常に健康な食材です。

ベニソンシャンクは、低脂肪、低カロリー、低アレルギー性の特性があり、ベニソンシャンク自身が含む鉄量は
高く、高カルシウムの栄養成分があり、ペットにとって非常に健康な食材です。

ダチョウ骨 ベニソンシャンク
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Freeze drying フリーズドライ

Freeze drying
Made from 100% natural material by freeze drying process.
No additives ,no coloring. It is tasty and won't cause any burden to the body.
Recommended for pets.

100% 天然素材です。真空凍結乾燥技術を利用して乾燥させます。
素材の美味しさ・栄養がそのままに保ちます。
無添加・無着色で、お体の負担ない美味しさを提供します。
ペットに与えるおやつでおすすめです。

フリーズドライ
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Tender chicken

Instant packages

Cheery duck

Top quality scallop

Made from top quality ingredients.  It is rich in protein, copper, iodine, 
magnesium, iron, sodium, potassium, phosphorus and other minerals.  It is 
a wonderful combination of soup and ingredients and provides a pleasant 
taste to your pets.   It is also easy to be carried out, convenient to tear and 
serve.

最高級食材で作られており、豊富の蛋白質があります。それは銅、ヨ
ード、マグネシウム、鉄、ナトリウム、カリウム、リン等の鉱物が含まれて
います。絶妙にスープと食材の美味しさが融合されてあり、ペットに絶
好のグルメを提供します。外出時にも携帯が便利であり、すぐに開けて
食べられ、便利で手を汚すことはありません。

チキンミート

レトルト

チェリーダックミート

最高級ホタテ

Instant Packages レトルト商品
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Chicken mash

Beef mash

Fish mash

Made from strictly selected chicken.  It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

Made from strictly selected beef. It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

Made from strictly selected fish. It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

新鮮鶏肉を厳選してで作られています。。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

新鮮で厳選された牛肉で作られています。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

新鮮で厳選された魚肉で作られています。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

チキン・ミートペースト

牛肉泥

魚肉泥

Meat Mash ミートペースト
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Meat Jelly ミートジェリー

Dried fish

Scallop

Cheese

Vegetable

Made from strictly selected little fish and chicken.  It is rich in protein, DHA, vitamins, 
minerals and low in fat.  It is also easy to be absorbed, highly palatable, nutritious and 
suitable for dogs and cats. 

Made from strictly selected scallop and chicken.  Scallop is rich in protein, minerals, fat, 
carbohydrates, calcium, phosphorus, iron, and a small amount of iodine, etc. nutritious and 
suitable for dogs and cats. 

Made from carefully selected fresh chicken and cheese.  It is rich in protein, vitamins, 
minerals, calcium and other nutrients.   Suitable for dogs and cats. nutritious and suitable for 
dogs and cats. 

Made from strictly selected freshly chicken and vegetable.  It is rich in quality protein, 
vitamins, minerals and dietary fiber.  It helps coat for shiny fur of dogs and cats and maintain 
their intestinal health. nutritious and suitable for dogs and cats. 

新鮮鶏肉と乾燥小魚で作られています。豊富の蛋白質、DHA、ビタミン、鉱物
質が含まれてあり、低脂肪で吸収したすいです。食べやすく、栄養成分は高く、
犬にも猫いも適しています。

厳選した新鮮鶏肉とホタテで作られています。ホタテの栄養成分は蛋白質、鉱
物質、脂肪、炭水化物、カルシウム、リン、鉄および少量のヨードなどが含まれ
ています。栄養成分は高く、犬にも猫いも適しています。

厳選した鶏肉で作られたました。チーズを特別に添加してあり、豊富な蛋白質、
ビタミン、鉱物質、カルシウムなどの栄養素が含まれてあり、犬でも猫にも適した
食材です。栄養成分は高く、犬にも猫いも適しています。

厳選した新鮮鶏肉で作られました。野菜を特別に添加してあり、豊富な蛋白
質、ビタミン、鉱物質、食物繊維が含まれてあり、犬と猫の毛色および光沢を
維持し、胃腸の健康を維持します。栄養成分は高く、犬にも猫いも適していま
す。

小魚

ホタテ

チーズ

野菜
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Small Cup Food カップシリーズ

Beef and cheese cup

Small Cup Food

Beef and vegetable cup

Chicken chunk cup

Chicken and cheese cup Chicken and vegetable cup

Made from specially selected fresh meat and a variety of fresh 
ingredients. It is highly nutritious, which brings all nutrients needed closer 
to the level of completion.  The compact cup design keeps food fresh for 
each serving.  It is convenient to carry out and supplement the necessary 
nutrients for your pet at anytime.

厳選した新鮮鶏肉を使用してあり、多種類の新鮮食材と組み合わせて研究開発された、豊富
な栄養素がある、ペットの栄養を全面的に補充することができます。カップシリーズは小さいサイ
ズに設計されてあり、一つ一つのカップごとに新鮮に食べられ、外出時の携帯にも便利です。随
時ペットが必要する栄養を補足します。

ビーフ・チーズカップ 鶏肉塊カップ

チキン・チーズカップ

チキン・野菜カップ チキン・野菜カップ ( 缶詰 )

カップシリーズ



Instant Packages

調
味
新
鮮
商
品

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
36

Canned dog food 造造造造造造造造造造犬缶

Canned dog food-lamb

Canned dog food-beef
Made from juicy Australian beef and cantain dietary fiber and 
minerals. 
It is easy to be digested and can strengthen immunity.Give your 
dogs highly nutritious and delicious food.

Canned dog food-chicken
Made from juicy our country chicken and cantain dietary fiber and 
minerals. 
It is easy to be digested and can strengthen immunity.Give your 
dogs highly nutritious and delicious food.

Made from juicy Australian lamb and cantain dietary fiber and 
minerals. 
It is easy to be digested and can strengthen immunity.Give your 
dogs highly nutritious and delicious food.

肉汁あふれる優れたオーストラリア産ラム肉で、食物繊維とミネラルを配合し、理想的な
栄養のバランスをよく考えて作ったドッグフードです。消化しやすくて、抵抗力・免疫力を
アップします。栄養バランスを取れた美味しい食事を与えます。

肉汁あふれるオーストラリア産牛肉で、食物繊維とミネラルを配合し、理想的な栄養の
バランスをよく考えて作ったドッグフードです。消化しやすくて、抵抗力をアップします。栄
養バランスを取れた美味しい食事を与えます。

犬缶－ビーフ

肉汁あふれる優れた国産鶏肉で、食物繊維とミネラルを配合し、理想的な栄養のバラ
ンスをよく考えて作ったドッグフードです。消化しやすくて、抵抗力・免疫力をアップします。
栄養バランスを取れた美味しい食事を与えます。

犬缶－チキン

犬缶－ラム
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Prescription food-Joint 造造造造造造造造造造処方食ー関節ケア

Prescription food-Joint
It is a joint care food made of glucosamine and collagen. It brings 
about health recovery and prevention from joint damage and so on. 

グルコサミン・コラーゲンなど配合の関節ケアフードです。関節の損傷などからの健康回復、
予防をもたらします。

処方食ー関節ケア
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Teeth Cleaning Calcium 
Bones

歯磨きおやつ・カルシウム商品
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Shredded chicken and beef skin 
wraps / beef sticks

Calcium bone rolls

Biscuit rolls

Fresh chicken wrapped with beef skin to enhance texture.  It has no 
artificial colors added, can help your dog release stress, clean tartar 
and prevent from bad breath.  It can also improve healthy gums.

Made from strictly selected fresh chicken.  It is low in fat and high in 
protein.  Special vitamin complex and calcium phosphate is added to 
the ingredients to increase calcium absorption, better maintain healthy 
teeth and bone development, and strengthen the immune system and 
metabolism.  It is also highly palatable and able to clean teeth and 
reduce tartar.

Milk biscuits wrapped with strictly selected fresh chicken. It gives 
your dog a rich tasty texture and pleasant satisfaction.  It is also rich 
in quality protein, calcium, vitamins, minerals and other nutrients.  
Pets are able to remove tartar and reduce calculus during the natural 
chewing process.

新鮮の牛の皮を一枚丸ごと使用することにこだわり、鶏肉を中に巻き、豊富な食感に
作り揚げました。人工色素は一切添加していません。愛犬のプレッシャーを解消し、齒
垢を取り、口臭を予防し、歯クギの健康を強化することができます。

厳選した新鮮鶏肉は低脂肪で豊富な蛋白質が含まれてあり、特別に複合のビタミン
と酸鈣リン酸三カルシウムを添加してあります。カルシウムが良く吸収することより、ペット
の歯と骨格の発育をさらによくし、免疫力と代謝を増加します。食べやすく、ペットの齒
垢を取り、歯石の形成を減少することができます。

ミルクビスケットに厳選した新鮮鶏肉を巻き、愛犬に豊富で多層感のある食感を与え、
異なった味蕾の楽しさを提供します。豊富な蛋白質、カルシウム、ビタミン、鉱物質等
の栄養素が含まれており、咀嚼を通して、ペットの齒垢を取り、歯石の形成する可能
性を減少します。

牛の皮のチキンミートロール / 牛の太もも肉

カルシウム・ミートロール

ビスケット・ミートロール

Wraps and Rolls ミートロールシリーズ
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Chicken teeth cleaning stick

Beef teeth cleaning stick

Duck teeth cleaning stick

Made from fresh chicken.  It is rich in protein and other nutrients.  A 
product that has both functions in cleaning teeth and maintaining 
gum health.  It can also be used as a reward during training. 

Made from fresh beef. It is rich in protein and other nutrients.  A 
product that has both functions in cleaning teeth and maintaining 
gum health.  It can also be used as a reward during training.

Made from fresh duck.  It is rich in vitamin B-complex and vitamin 
E.  It helps support immune system. . It is rich in protein and other 
nutrients.  A product that has both functions in cleaning teeth and 
maintaining gum health.  It can also be used as a reward during 
training. 

新鮮鶏肉で特別に作られ、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みま
す。歯をきれいにする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時の
おやつとして与えることもできます。

新鮮牛肉て特製、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みます。歯を
きれいにする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時のおやつと
して与えることもできます。

新鮮鴨肉で特製された、豊富なビタミン B 群、ビタミン E が含まれて
あり、抵抗力を増加します。、豊富な蛋白質などの栄養成分を含み
ます。歯をきれいにする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時
のおやつとして与えることもできます。

雞肉歯磨きおやつ

牛肉歯磨きおやつ

鴨肉歯磨きおやつ
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Teeth cleaning bone 歯磨きおやつ

Teeth cleaning bone
Keep the pet's teeth clean by chewing. It can help your pet clean 
tartar and prevent from bad breath. It can also improve healthy 
gums. It can be used reward during training.

噛むことでお口の健康維持できます。
歯垢・歯石の除去、虫歯の予防と歯茎のマッサージ効果のあり、歯クギを強化し、
奨励や訓練時のおやつとして与えることもできます。

歯磨きおやつ
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Milk teeth cleaning bone
Made from whole milk powder.It is rich in protein an other nutrients.A 
product that has both functions in cleaning teeth and maintaining gum 
health.It can also be used reward during training.

Pumpkin teeth cleaning bone
Made from pumpkin.It is rich in protein an other nutrients.A product that 
has both functions in cleaning teeth and maintaining gum health.It can 
also be used reward during training.

Carrot teeth cleaning bone
Made from carrot.It is rich in protein an other nutrients.A product that 
has both functions in cleaning teeth and maintaining gum health.It can 
also be used reward during training.

Beef teeth cleaning bone
Made from fresh beef.It is rich in protein an other nutrients.A product 
that has both functions in cleaning teeth and maintaining gum health.
It can also be used reward during training.

全脂粉乳で作られ、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みます。
歯をきれいのする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時のおやつとして与え
ることもできます。

ミルク歯磨きおやつ

カボチャで作られ、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みます。
歯をきれいのする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時のおやつとして与え
ることもできます。

カボチャ歯磨きおやつ

にんじんで作られ、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みます。
歯をきれいのする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時のおやつとして与え
ることもできます。

にんじん歯磨きおやつ

新鮮な牛肉で作られ、豊富な蛋白質などの栄養成分を含みます。
歯をきれいのする効果があり、歯クギを強化し、奨励や訓練時のおやつとして与え
ることもできます。

ビーフ歯磨きおやつ



Health Care Drinks
特別療法食
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Health Care Drinks 特別療法食

Collagen

Glucosamine

Taurine

A must drink for beauty supplement. 
It keeps your dog’s skin elastic and shiny, improves immune 
function and activates cell functions.

A Move Free supplement drink.  
It takes care of a dog’s knees, prevents from bone friction and 
flexes the joints.  
It can also protect joints, maintain bone structure and its 
function.

This is a must drink for cardiac protection and to meet the 
nutritional needs of dogs.  
It normalizes blood circulation, effectively eliminates exhaustion 
and generates muscle energy.

美容栄養の必須ドリンクです。愛犬の肌の弾性と光沢性を維持し、免疫機能を
高め、細胞機能を活性化します。

グルコサミン補給ドリンクは愛犬の膝関節を守り、骨格の摩擦を防止し、弾性を高
め、関節の健康と骨格機能を守ります。

愛犬が必要する栄養を満足する、心臓を守る為に必須ドリンクです。血液の循環
を正常化し、有効的に疲労を解消し、筋肉のエネルギーが生まれます。

コラーゲン

コラーゲン

タウリン

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Turtle eggs 鱉の卵

Sight brighten formula

Bone strengthen formula

Beauty formula

High unit B-complex supplement drops

Specially added turtle egg extracts, millet Flavin, lutein, lecithin and other 
nutrients.  It helps maintain vision, enhance fur growth, improve absorption 
and physical condition.

Specially added turtle egg extracts, glucosamine, shark cartilage, eel oil 
and other bone strengthen formulas.  It helps protect joints, enhance fur 
growth, improve absorption and physical condition.

Specially added turtle egg extracts, astaxanthin, eel oil, lecithin and other 
nutrients that can coat for shiny and beautiful fur.  It also helps brighten fur 
color, enhance fur growth, improve absorption and physical condition.

It is a combination of comprehensive vitamins including high unit vitamin 
B-complex, iron, copper and liver extract, etc.  The best nutritional 
supplement for anemia, weakness and recovery.  Suitable for dogs and 
cats.

特別に鱉の卵のエキス、ゼアキサンチン、ルテイン、レシチンなどの栄養素を添加して
あり、視力を守り、毛量を増やし、吸収を改善して体質を調整します。

グルコサミン補給ドリンクは愛犬の膝関節を守り、骨格の摩擦を防止し、弾性を高
め、関節の健康と骨格機能を守ります。

特別に鱉の卵のエキス、アスタキサンチン、ウナギオイル、レシチンなど被毛をきれい
にする栄養素が含まれています。鮮やかさを増し、毛量も増加させ、吸収を改善し、
体質を調整することができます。

総合ビタミンおよび高単位 B 群、鉄、銅、肝臓摘出物等の総合栄養素を添加し
てあり、貧血衰弱、療養のベストサプリメントです。犬や猫にも適した最高の栄養
品です。

目の霞や乾燥減少を減少する配合

骨・筋力を許可する配合

ビューティフル配合

高単位のビタミン B群　補充液剤

*上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Cleaning Products
お手入れ用品
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Ear Cleaning Solution

シャンプー

耳清浄剤

●Dander cleaning→ tar prevents from skin hyperkeratosis and reduce dander produced

Antibacteria→ Fragrant antibacterial ingredients from natural plant extracts
Cleaning→ Natural pineapple enzymes and protein enzymes will dissolve dirt and ear wax 
accumulated in the ear canal and relieve itching and inflammation
Deodorant → Remove odor from ear canal of dogs and cats, leaving a fresh fragrance

皮屑清浄―＞タールオイルは皮膚の角化症をおさえ、皮屑の形成を減少します。
脱油→特殊のスキンケア配合は余分の脂を清浄した後、皮膚を潤い、過度の油分の分泌を抑えます。
消臭→油分の分泌をバランスし、自然に体臭を低減させ、清浄後は淡々とした香が漂います。

殺菌・消毒→天然植物から摘出された殺菌と消毒成分。清く香ばしいです。
清潔→天然パイナップル酵素鳳梨酵素と蛋白分解酵素で作りました。確実に耳の中にたまっている汚れと耳垢を
溶解し、炎症とかゆみを緩和します。
除臭→犬や猫の耳の中による発生する異臭を消臭し、清いいい香だけを残します。

シャンプー

酵素耳清浄剤

●Degreasing → special skin care formula that will moisturize the skin and slow down 
  secretion after washing off excessive skin oil.
●Deodorant → balance oil secretion, reduce body odor with delicate fragrance 

Shampoo

Enzyme ear cleaning solution

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Cat Products
キャットシリーズ商品

51



C
at P

roducts

キ
ャ
ッ
ト
シ
リ
ー
ズ
商
品

* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Dried fish / meat roll

Codfish flakes / Cheese / Flying fish eggs / Crab

乾燥小魚 / ミートロール

スライスタラ / チーズ / トビウオ / カニ肉

Dried fish is low in fat, salt, high in protein, calcium and DHA.  Wrapped meat enhances 
the sense of taste through rich texture and chewiness.  Tartar is also removed while pets 
enjoying this delightful snack.

Made from fresh codfish and chicken.  It is rich in protein, DHA, vitamin A, B, D and it brings double enjoyments to your pets visually and tastefully.  It is 
also highly palatable, suitable for dogs and cats.  Flakes are especially convenient for consumption in all ages.  

乾燥小魚は低脂肪、低塩であり、豊富な蛋白質とカルシウムと DHA が含まれています。一番外側に肉が巻かれてあり、豊
富な食感と咀嚼感があり、美味しさを楽しむ同時に歯垢をきれになくします。

新鮮タラと鶏肉で作られた、豊富な蛋白質、DHA、ビタミン A、B、D を含み、ペットに視覚と味覚のダブルジョイを提供します。食べやすく、犬の食用にも猫の食用にも適しています。特別に薄く切られてあり、どの
年齢の猫や犬の食用に適しています。

乾燥小魚 / ミートロール

スライスタラ ( チーズ ) スライスタラ ( トビウオ ) スライスタラ ( カニ肉 )

Dried fish / meat roll

Codfish flakes(Flying fish eggs)Codfish flakes(Cheese) Codfish flakes(Crab)
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Instant Packages for Cats

Instant Packages for Cats

猫のレトルト

猫のレトルト

Made from top quality ingredients.  It is rich in protein, copper, iodine, magnesium, iron, 
sodium, potassium, phosphorus and other minerals.  It is a wonderful combination of soup 
and ingredients and provides a pleasant taste to your pets.   It is also easy to be carried 
out, convenient to tear and serve.

Made from specially selected fresh meat and a variety of fresh ingredients. It is highly nutritious, which brings all nutrients needed closer to the level 
of completion.  The compact cup design keeps food fresh for each serving.  It is convenient to carry out and supplement the necessary nutrients for 
your pet at anytime.

最高級食材で作られており、豊富の蛋白質があります。それは銅、ヨード、マグネシウム、鉄、ナトリウム、カリウム、リン等の
鉱物が含まれています。絶妙にスープと食材の美味しさが融合されてあり、ペットに絶好のグルメを提供します。外出時にも
携帯が便利であり、すぐに開けて食べられ、便利で手を汚すことはありません。

厳選した新鮮鶏肉を使用してあり、多種類の新鮮食材と組み合わせて研究開発された、豊富な栄養素がある、ペットの栄養を全面的に補充することができます。カップシリーズは小さいサイズに設計
されてあり、一つ一つのカップごとに新鮮に食べられ、外出時の携帯にも便利です。随時ペットが必要する栄養を補足します。

猫のレトルト

シャケ＆野菜カップ

カップシリーズ - 小魚＆野菜 /綜合野菜 / シャケ＆野菜 / シャケ＆鶏肉

小魚＆野菜カップ 綜合＆野菜カップ シャケ＆鶏肉カップ

Instant packages for cats

Salmon and vegetable cup

Small Cups-Small fish and vegetable/Vegetable combination/Salmon and vegetable/Salmon and chicken

Small fish and vegetable cup Vegetable combination cup Salmon and chicken cup
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Chicken mash

Beef mash

Fish mash

Made from strictly selected chicken.  It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

Made from strictly selected beef. It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

Made from strictly selected fish. It is low in fat, rich in protein, vitamins, minerals, and 
other nutrients.  Suitable for both cats and dogs.  It is also a healthy low- salt substitution 
for meat and the most direct nutritional supplement.  Highly nutritious, delicious and 
palatable.

新鮮鶏肉を厳選してで作られています。。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

新鮮で厳選された牛肉で作られています。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

新鮮で厳選された魚肉で作られています。高蛋白質が含まれており、低
脂肪、ビタミン、鉱物質等豊富な栄養素が含まれています。猫にも犬に
も適しており、低塩の健康機能補助肉品です。一番直接な栄養補給
ができ、栄養で美味しく、食べやすいです。

チキン・ミートペースト

牛肉泥

魚肉泥

Meat Mash ミートペースト
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Meat Jelly ミートジェリー

Dried fish

Scallop

Cheese

Vegetable

Made from strictly selected little fish and chicken.  It is rich in protein, DHA, vitamins, 
minerals and low in fat.  It is also easy to be absorbed, highly palatable, nutritious and 
suitable for dogs and cats. 

Made from strictly selected scallop and chicken.  Scallop is rich in protein, minerals, fat, 
carbohydrates, calcium, phosphorus, iron, and a small amount of iodine, etc. nutritious and 
suitable for dogs and cats. 

Made from carefully selected fresh chicken and cheese.  It is rich in protein, vitamins, 
minerals, calcium and other nutrients.   Suitable for dogs and cats. nutritious and suitable for 
dogs and cats. 

Made from strictly selected freshly chicken and vegetable.  It is rich in quality protein, 
vitamins, minerals and dietary fiber.  It helps coat for shiny fur of dogs and cats and maintain 
their intestinal health. nutritious and suitable for dogs and cats. 

新鮮鶏肉と乾燥小魚で作られています。豊富の蛋白質、DHA、ビタミン、鉱物
質が含まれてあり、低脂肪で吸収したすいです。食べやすく、栄養成分は高く、
犬にも猫いも適しています。

厳選した新鮮鶏肉とホタテで作られています。ホタテの栄養成分は蛋白質、鉱
物質、脂肪、炭水化物、カルシウム、リン、鉄および少量のヨードなどが含まれ
ています。栄養成分は高く、犬にも猫いも適しています。

厳選した鶏肉で作られたました。チーズを特別に添加してあり、豊富な蛋白質、
ビタミン、鉱物質、カルシウムなどの栄養素が含まれてあり、犬でも猫にも適した
食材です。栄養成分は高く、犬にも猫いも適しています。

厳選した新鮮鶏肉で作られました。野菜を特別に添加してあり、豊富な蛋白
質、ビタミン、鉱物質、食物繊維が含まれてあり、犬と猫の毛色および光沢を
維持し、胃腸の健康を維持します。栄養成分は高く、犬にも猫いも適していま
す。

小魚

ホタテ

チーズ

野菜
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Canned cat food 猫缶

Canned cat food-Salmon
Made from specially selected salmon and vegetables and fruit. It combined 
taste and nutrition It is best food for cats.

Canned cat food-Tuna
Made from specially selected tuna and vegetables and fruit. It combined 
taste and nutrition It is best food for cats.

Canned cat food- Bonito
Made from specially selected tuna and vegetables and fruit. It combined 
taste and nutrition It is best food for cats.

厳選された新鮮なサーモンを使い、新鮮な野菜と果物を配合して、食材の自
然な旨味と栄養が溶け込みました。猫のために作った絶品料理です。

猫缶 - サーモン

厳選された新鮮なマグロを使い、新鮮な野菜と果物を配合して、食材の自然
な旨味と栄養が溶け込みました。猫のために作った絶品料理です。

猫缶 - マグロ

厳選された新鮮なかつおを使い、新鮮な野菜と果物を配合して、食材の自然
な旨味と栄養が溶け込みました。猫のために作った絶品料理です。

猫缶 - かつお
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* 上記商品は全てカスタマイズ製作ができます

* All products listed above can be customized
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Prescription food-Joint 造造造造造造造造造造処方食ー関節ケア

Prescription food-Joint
It is a joint care food made of glucosamine and collagen. It brings 
about health recovery and prevention from joint damage and so on. 

グルコサミン・コラーゲンなど配合の関節ケアフードです。関節の損傷などからの健康回復、
予防をもたらします。

処方食ー関節ケア








