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新鮮なターキーの生肉を主原料に消化酵素や善玉菌を配合。新鮮素材がつくる自然の栄養バランスが、全身の健康を守ります。
●素材(アダルト)：
骨抜き七面鳥、ジャガイモ粉、豆、リンゴ、乾燥卵、豆繊維、トマ
ト、ジャガイモ、アマニ、キャノーラ油（ミックストコフェロール
類で保存）、天然香味料、鮭、骨抜き鴨肉、天日干しアルファルフ
ァ、ココナツオイル（ミックストコフェロール類で保存）、ニンジ
ン、カボチャ、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、
ブラックベリー、パパイヤ、パイナップル、グレープフルーツ、レ
ンズ豆、ブロッコリー、ホウレンソウ、カッテージチーズ、発芽ア
ルファルファ、乾燥ケルプ、炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウ
ム、レシチン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミンEサプリ
メント、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンCの素）、ナイ
アシン、イノシトール、ビタミンAサプリメント、硝酸チアミン、
D-パントテン酸カルシウム、塩化ピリドキシン、リボフラビン、ベ
ータカロチン、ビタミンD3サプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミ
ンB12サプリメント、亜鉛タンパク化合物、硫酸鉄、酸化亜鉛、鉄
タンパク化合物、硫酸銅、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化
合物、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母、タウリン、
DL-メチオニン、L-リシン、乾燥チコリ根、乾燥ラクトバチルス・
アシドフィラス発酵産物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵
産物、乾燥黒色アスペルギルス発酵産物、乾燥アスペルギルス・オ
リゼー発酵産物、酵母エキス、ユッカ根エキス、マリーゴールド、
L-カルニチン、乾燥ローズマリー

DOG
新鮮素材たっぷり！
人気のフレッシュ
ドライフード。
DN0011C
NOW FRESH（ナウ フレッシュ）【アダルト】
・100%フレッシュミート使用
・20種以上の新鮮なベリー類、野菜、フルーツ配合
・新鮮なオイルだけを使用
・素材のチカラを壊さない、こだわりのSCSB(低温)製法
●価格：227g(525円/税込)、1.36kg(2,105円)
2.72㎏(3,790円)、※5.44㎏(6,630円)、
11.34kg(11,760円) ※発売予定

DOG

おススメ♪
DOG
カロリーが気になる･･･
運動量の少なくなった･･･
内臓機能や消化機能が衰えは
じめる7歳以降のパートナーに♪
DN0012C
２０１２０１１NOW FRESH（ナウ フレッシュ）
【低カロリー】(ダイエット＆シニア)
新鮮な生肉でおいしく健康に！低カロリーフードのイメ
ージを一新するドライフード。健康を維持のために大切な
タンパク質はしっかり摂りながら、低脂肪を実現した低カ
ロリーフード。
●価格：227g(525円)1.36kg(2,105円）2.72㎏(3,790円)
※5.44㎏(6,630円)、11.34kg(11,760円) ※発売予定

DOG

成長に必要な
良質のタンパク質が豊富。
健全な身体をつくります！
DN0013C

DN0014C

NOW FRESH（ナウ フレッシュ）【パピー】
子犬用の成長に必要な良質のタンパク質が豊富。
健全な身体をつくります。
●価格：227g(525円/税込)、1.36kg(2,105円)
2.72㎏(3,790円)、※5.44㎏(6,630円)、
11.34kg(11,760円) ※発売予定

NOW FRESH（ナウ フレッシュ）
【スモールブリード】小型犬用(小粒)
口が小さな小型犬でも食べやすい小粒サイズ。さらに、
歯と口内の健康も考慮しています。
●価格：227g(577円/税込)、227g x4個セット(1,873円)
※1.36㎏発売予定

DOG

DB0031G
バロンシリーズ
オリジナルドライフード【ホース/パウダー】
新鮮な生肉と野菜、全て人間用の食材を使用。スープや
ミルクを加えて、体調不良時や病中病後、シニア期、食
いつきアップや栄養素プラスのトッピングなど使い方イ
ロイロです♪
●素材：馬肉、砂肝、玄米、うるち米、大豆おから、小麦、
さつまいも、かぼちゃ、にんじん、すりごま、米ぬか
鰹節、米油、菜種油、卵殻カルシウム、ビール酵母
●価格：400g(945円/税込)

上質な肉と天然素材を組み合わせた、穀物不使用のヘルシーで高栄養価の、ジャーキタイプフード（全年齢対応）
おススメ♪

DOG

食いつき抜群！！

DZ0021C
ZiwiPeak（ジウィピーク）
デイリードッグ・クィジーン・パウチ【ラム】
食いつき抜群!!ラム肉のジャーキータイプのエア・ドラ
イフード。内臓・緑イ貝など栄養たっぷり。
トッピングにもおススメ！
●価格：1㎏(3,486円)、5㎏(15,309円)

●素材（ラム）－全年齢対応ー：
肉類90%以上(ラム、ラムレバー、ラムトライプ、ラムハ
ート、ラムキドニー）、魚介類(白身魚/ホキ、緑イ貝)、
レシチン(大豆由来)、油脂類(魚油/ホキ由来)、食物繊維
(イヌリン/チコリー由来)、藻類(乾燥ケルプ)、野菜類(パ
セリ)、ビタミン類(ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1
/硝酸チアミン、ビタミンB2/リボフラビン、ビタミンB5/
d-パントテン酸カルシウム、ビタミンM/葉酸、ビタミン
B12、ビタミンB1/塩酸チアミン)、ミネラル類(鉄アミノ酸
複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、亜
鉛アミノ酸複合体、セレン酵母、炭酸水素カリウム、炭酸
カルシウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
*本製品は遺伝子組み換え原材料を使用していません。

食いつき抜群！！

DZ0022C
デイリードッグ・クィジーン・パウチ【ベニソン】
食いつき抜群!!鹿肉のジャーキータイプのエア・ドラ
イフード。肉類90％以上、内臓・緑イ貝など栄養たっぷ
り。トッピングにもおススメ！
●価格：226ｇ(1,375円/税込)、1㎏(3,979円)、
5㎏(17,461円)

ドッグフード（缶フード）

おススメ♪
DOG

DOG

食いつき抜群！！

DOG

MZ0011C
ZiwiPeak（ジウィピーク）
デイリードッグ・クィジーン・モイスト缶【ベニソン】
食いつき抜群!!水分がたっぷり摂れるモイストタイプ。
●主原料：肉類66%以上(ベニソン、ベニソンレバー、
ベニソンハート、ベニソントライプ)、魚介類(緑イ貝)、
ビタミン類、ミネラル類他
●価格：504円(税込) ●サイズ：370g

DZ0023C
デイリードッグ・クィジーン・パウチ
【ベニソン＆フィッシュ】
食いつき抜群!!鹿肉と魚のジャーキータイプのエア・
ドライフード。肉類80％以上、白身魚、緑イ貝10％以上
●価格：1㎏(3,979円)、5㎏(17,461円)

おススメ♪
DOG

MZ0012C
ZiwiPeak（ジウィピーク）
デイリードッグ・クィジーン・モイスト缶【ラム】
食いつき抜群!!水分がたっぷり摂れるモイストタイプ。
●主原料：肉類66%以上(ラム、ラムレバー、ラムハート、
ラムキドニー、ラムトライプ)、魚介類(緑イ貝)、ビタミン
類、ミネラル類他
●価格：451円(税込) ●サイズ：370g

DOG

MZ0013C
ZiwiPeak（ジウィピーク）デイリードッグ・
クィジーン・モイスト缶【ベニソン＆フィッシュ】
食いつき抜群!!水分がたっぷり摂れるモイストタイプ。
●主原料：肉類54%以上(ベニソン、ベニソンレバー、ベ
ニソンハート、ベニソントライプ)、魚介類12%以上(白身
魚/ホキ、緑イ貝)、ビタミン類、ミネラル類他
●価格：504円(税込) ●サイズ：370g

DOG
トライプ（胃）たっぷり♪
狩りで得る食事に限りなく
近いフード。
MZ00014C
ZiwiPeak（ジウィピーク）デイリードッグ・
クィジーン・モイスト缶【トライプ- ラム/ベニソン】
トライプ（羊や鹿の第4の胃）をたっぷり（34%以上）
使用した狩りで得る食事に限りなく近いモイスト缶
●主原料：肉類34%以上(ラムトライプ＆ベニソントライ
プ)、肉類32%以上(ラム＆ベニソン)、魚介類(緑イ貝)ビ
タミン類、ミネラル類他
●価格：472円(税込) ●サイズ：370g

ドッグフード（ベースフード）

愛犬のホリスティックケア、健康サポート
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おススメ♪
DOG

調理例
BS0011C

DOG

食材を非加熱で乾燥させただけで、自然の栄養素と
消化酵素がたっぷり！人間の食品レベル以上の自然
素材のみを使用し、無添加・無着色・保存料不使用。
肉や魚を加えるタイプの、ベースフード。
使い方イロイロ！自然の栄養たっぷりで、おススメ
です♪

ソジョーズ【グレインフリー】（野菜ミックス）
新鮮な野菜やハーブなどを10種類以上も使用！ ●素材：さつまいも、にんじん、ブロッコリー、セロリ、
ひと晩水で戻して、お肉を加えるタイプ。
りんご、全卵、粉末亜麻、パセリの葉、炭酸カル
トッピングにもおススメ。
シウム、粉末イナゴ豆、粉末ケルプ、アルファル
●価格：110g(840円/税込)、907g(3,780円)
ファ、しょうがの根、にんにく
907g×4個(12,600円：3,150円/１個)

調理例
BS0012C
ソジョーズ【オリジナル】（乾燥穀類ミックス）
揃えることが難しい雑穀、豆類を中心とした食材を手軽に。
トッピングにおススメ！
●素材：ロールドオーツ、ライ麦フレーク、大麦フレーク、挽割ピ
ーカン、第三リン酸カルシウム、乾いたケルプ、パセリの
葉、粉末イナゴ豆、バジル、アルファルファ、ビタミンD３
●価格：150g(525円/税込)、1.13㎏(2,100円)
1.13㎏×4個(6,825円：1,706円/１個)

ドッグフード（レトルトフード）
愛情たっぷり、栄養たっぷりのおかゆタイプの手作りごはん。トッピングや手作り派の携帯食、非常食にも。奇跡の植物“モリンガ”配合！

DOG
見える「生産者」
見える「食材」
見える「調理法」の
手作りごはん♪
RC0021C
Cook'n love (クックンラブ) 【犬用・アダルト】
[羊肉] [馬肉] [鹿肉] [鶏肉] [いわし](全５種)
●価格：各種150g(280円/税込)、300g(470円)
各種セット：150g(15個:3,780円)
300g(15個:6,345円)
バラエティセット：150g(５種×各3個:3,780円)
300g(５種×各3個:6,345円)

おススメ♪

DOG

DOG

消化・吸収しやすい
“おかゆ”タイプ♪
体調不良時にもおススメ。

消化・吸収しやすい
“おかゆ”タイプ♪
体調不良時にもおススメ。

RC00022C
Cook'n love (クックンラブ) 【犬用・シニア】
[羊肉] [馬肉] [鹿肉] [鶏肉] [いわし](全５種)
●価格：各種150g(280円/税込)、300g(470円)
各種セット：150g(15個:3,780円)
300g(15個:6,345円)
バラエティセット：150g(５種×各3個:3,780円)
300g(５種×各3個:6,345円)

RC00023C
Cook'n love (クックンラブ) 【犬用・パピー】
[羊肉] [馬肉] [鹿肉] [鶏肉] [いわし](全５種)
●価格：各種150g(280円/税込)、300g(470円)
各種セット：150g(15個:3,780円)
300g(15個:6,345円)
バラエティセット：150g(５種×各3個:3,780円)
300g(５種×各3個:6,345円)

トッピングや手作り派の携帯食、非常食にも便利な、天然素材シリーズのレトルトフード。素材の持つ良さを生かすための最小限の加工です。

おススメ♪
DOG

DOG

DOG
20種類以上もの国産食材！
野菜ときのこの栄養満点
ミックス♪

RF0031C
feel green（フィールグリーン）豆粥 [アズキ]
鉄分やポリフェノールをはじめ、ビタミン・ミネラル
が豊富な豆粥。疲れた時に役立ちます。
●価格：298円(税込)
●サイズ：150g

DOG

RF0034C
feel green（フィールグリーン） 鶏肉 [チキン]
アミノ酸バランスに優れたタンパク質源 チキンの栄
養をまるごと！消化・吸収しやすいようにビール酵母
で煮込んでいます。
●価格：399円(税込) ●サイズ：150g

DOG

RF0037C
feel green（フィールグリーン） 羊肉 [マトン]
カルニチンや不飽和脂肪酸、8種類の必須アミノ酸、ビ
タミンEを豊富に含んでいる羊肉。手づくり食素材、フ
ードへのトッピングとしても大活躍！
●価格：498円(税込)
●サイズ：150g

RF0032C
feel green（フィールグリーン） 玄米粥 [ゲンマイ]
ビタミンＢ群や鉄・カルシウムなどのビタミン・ミネラル
が豊富で、ぬか層や胚芽に栄養がぎっしり詰まっています。
●価格：298円(税込)
●サイズ：150g

DOG

RF0035C
feel green（フィールグリーン） 馬肉 [ホース]
低カロリー、低コレステロール、低脂肪なのに高たんぱく
の馬肉の栄養をまるごと！
●価格：498円(税込)
●サイズ：150g

DOG

RF0038G
feel green（フィールグリーン） [手羽先]
ボロボロっと崩れるくらいやわらかく煮込んだ手羽先の
水煮のレトルト。愛犬が大好きなコラーゲンたっぷりの
手羽先を簡単に与えることができます。
●価格：462円(税込)
●サイズ：150g

RF0033C
feel green（フィールグリーン）旬菜炊 [野菜ミックス]
●素材：かぼちゃ、大根、キャベツ、アボカド、ゴボウ、
椎茸、しめじ、エノキ、舞茸、エリンギ、昆布、煮干、ピ
ーマン、にんじん、きゅうり、アルファルファ、トマト、
オリーブオイル、すりゴマ、ゴマ油、卵殻カルシウム、酢
●価格：348円(税込)●サイズ：150g

DOG

RF0036C
feel green（フィールグリーン） 鰯 [サーディン]
DHAとEPAを豊富に含むイワシの栄養まるごと！
●価格：498円(税込)
●サイズ：150g

DOG

RF0039G
feel green（フィールグリーン） [きびなご]
九州の海で獲れる、綺麗な水でしか生息できない魚です。
カルシウム・DHA・EPAを豊富に含んだ健康食材を骨も
まるごと！
●価格：441円(税込)
●サイズ：150g

おすすめトッピング

愛犬のホリスティックケア、健康サポート
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１年後、５年後の健康のためにトッピングを！
ドライフードで不足がちな、酵素・水分補給に。トラブルに合わせて栄養をプラス。好みに合わせて素材をプラスしましょう。

おススメ♪
DOG

CAT

TA0051C
Animal Essentials（アニマルエッセンシャルズ）
【ワイルドアラスカンサーモンオイル】
●価格：80ml(1,260円/税込)、251ml(2,940円/税込）
●給与量：(犬)1日/～体重11kg（小さじ1/2）、(猫)1日（小さじ1/4）

必須脂肪酸は体内で合成することができないので、食べ物から意識して摂る必要があります。
オメガ3脂肪酸は体内変換で、αリノレン酸からEPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコサヘキサエン酸）になります。特に、EPAやDHAはパートナーの全身の
細胞膜などに存在し、生きるうえで欠かせない大切な栄養素です。サーモンオイルには、そんなEPAとDHAがすぐに体内で利用できる形で含まれています。
＜アスタキサンチンのパワー!＞
アスタキサンチンはサーモンやイクラなどに含まれる天然の赤い色素で、ビタミンEの約1000倍ものパワーをもつといわれ、健康・美容成分として急激に注目されています。
サーモンは、産卵の時期になると力強く川を上っていきますが、 そのエネルギーの源は身に蓄えられている「アスタキサンチン」といわれています。

<良質のサーモンだけを厳選！>
ワイルドアラスカンサーモンオイルは、アラスカ産のサーモンのみを使用。アラスカでは魚の養殖が法律で禁止されているため、魚介類はすべて天然です。
またアラスカのサーモン漁は、種を絶やさないように乱獲を避け、魚たちの生息環境破壊や環境汚染への配慮も行われています。
<フレッシュで優れたEPAやDHAの供給源>
一般的な魚油は、捕獲した魚の体内の毒素と重金属を取り除くため、分子蒸留（真空で蒸留する方法）という工程を高温で行っています。そのため、大切な
脂肪酸が壊れてしまいます。
ワイルドアラスカンサーモンオイルは、他の魚油や養殖サーモンから搾油したオイルに比べて重金属や汚染物質が極めて少ないのが特徴。そのため、未加工、
未精製のまま、低温ろ過できるので、フレッシュで優れたEPAやDHAを体内に供給することができるのです。
<品質への徹底したこだわり>
採れたてのフレッシュなオイルをお届けするため、ワイルドアラスカンサーモンオイルでは3つの酸化防止策を行っています。
こだわり1. 天然ビタミンEで酸化防止
こだわり2. 窒素で酸化防止。オイルの充填時に、窒素を用いてできるだけ酸素を抜いて、オイルの酸化を防いでいます。
こだわり3. 安全なボトルで酸化防止
ボトルは、酸素だけでなく紫外線も絶対に透過させないことが保証されているものを使用。現在採用されているボトルは、人間の最高級食用オイルに使用され
ているものと同じです。

おススメ♪
DOG

おススメ♪

CAT

手作り食を与えているパートナー
には特にオススメ！
TA0052C
Animal Essentials（アニマルエッセンシャルズ）【グリーンミックス】
すべてオーガニック栽培された素材を使っている、栄養が凝縮されているハー
ブパウダー。抗酸化作用の高い、必須脂肪酸の豊富なハーブを厳選し、消化・
吸収を高め、寄生虫を予防し、免疫力を強化します。
皮膚のトラブルにもお勧めです。
・フラックスシード（亜麻の種）は、必須脂肪酸（オメガ3,6）とビタミンA・
Dが豊富。
・ネトルは、栄養満点で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸がたっぷり含まれて
おり、肝臓や腎臓、消化器官に負担をかけずに効率よく消化吸収できます。
・スピルリナは、クロレラと同じくらい豊富な栄養素が消化しやすいかたちで
入っています。犬、猫、その他動物のすぐれた栄養補給サプリメントです。
・パンプキンシードは必須脂肪酸（オメガ3）をはじめ、ビタミンEや亜鉛など
も含まれています。
●価格：90g(1,785円/税込)、300g(5,040円/税込)
●素材：フラックスシード、バードックの根、ネトルの葉、スピルリナ、パン
プキンシード、ガーリック
●給与量：1日/(犬)体重9kgにつき小さじ1杯（約3g）
(猫)小さじ半分

DOG
加齢とともに体内から減少していく“グルコサミン”
定期的に取り入れて足腰をサポート！
TF0022C
feel green（フィールグリーン）【ピュアグルコサミン】
・厳しい品質基準をクリアした工場で製造
・粉末タイプだから可能！高純度・高品質
・保存料・着色料・添加物などは一切不使用
●価格：30g(2,625円/税込）、3袋セット（6,300円）
●素材：グルコサミン（エビ・カニ）
●給与量：1日/5～10kg（0.5g～1g)

DOG

CAT

ドライフードやウエットフードが
多いパートナーにおススメ！
TA0053C
Animal Essentials（アニマルエッセンシャルズ）【ビタミン・ハーブブレンド】
熱加工された食事（ドライフードやウエットフードなど）が多いパートナー（愛犬愛猫）
に、熱に弱く不足しがちなビタミンを補給しましょう！
3大栄養素（たんぱく質、脂質、糖質）だけでは、体内で健康な身体を維持できません。
ビタミンがあるからこそ、3つの栄養素は充分に力を発揮できるのです！
●価格：90g(1,680円/税込)、300g(4,725円/税込)
●素材：フラックスシード、大麦若葉、チアシード、フラクトオリゴ糖、アルファルファ、
ガーリック、ユッカ、レシチン、第2リン酸カルシウム、ビタミンAパルミテート、コレカ
ルシフェロール、アスコルビン酸、ナイアシンアミド、亜鉛（アミノ酸キレート）、酢酸
トコフェロール、マンガン（アミノ酸キレート）、銅（アミノ酸キレート）、D-パントテ
ン酸、塩酸ピリドキシン、リボフラビン、PABA、チアミン硝酸塩、シアノコバラミン、葉
酸、ビオチン、セレニウム（アミノ酸キレート）
●給与量：(犬)1日/体重14kg小さじ1杯（約2.3g）
(猫)1日/最大小さじ1杯

DOG

CAT

酵素足りていますか？
熱に弱い酵素。
不足しがちな「酵素」で、健康な体づくりを！
TF0023G
feel green（フィールグリーン）【グリーンザイム】
消化酵素は食物消化を良くし、栄養吸収を促進、さらに内臓の負担を軽減し、体の
バランスを整えてくれます。
●価格：80g(2,730円/税込）
●素材：ビフィズス菌、微生物発酵生成物、パパイヤ乾燥末、豚すい臓乾燥末、
豚レバーエキス、デキストリン、乳酵母、ミルクペプチド
●給与量：1日/体重10㎏(2ｇ)

トッピング①
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１年後、５年後の健康のためにトッピングを！ドライフードに不足がちな、酵素・水分補給に。トラブルに合わせて栄養をプラス。好みに合わせて素材をプラスしましょう。

おススメ♪

DOG

牛乳が苦手なパートナーにも
オススメ！
TF0011C

おススメ♪
DOG

DOG

食欲がない時、
特別な日♪
いつものごはんのトッピングに！
TF0012C

feel green（フィールグリーン）天然素材シリーズ
【カラダよろこぶ はぐくみヤギミルク】
オーストラリアの広大な農場で育ったヤギの濃厚な
全脂粉乳のミルクパウダー。
栄養がたっぷり新鮮で高品質のヤギのミルクを使用。
●価格：70g(1,207円/税込)、300g(4,095円)

TF0013C

feel green（フィールグリーン）【北海道チーズパウダー】
袋を開けると濃厚なチーズの美味しそうな香り♪
北海道産のミルクが原料のプロセスチーズ100％使用。
粉雪のように細かい粉末状のチーズパウダーです。
●価格：60g(880円/税込)

feel green（フィールグリーン）【鹿ふりかけ】
牛肉や豚肉に比べて、高たんぱく＆低カロリー。
アミノ酸やミネラルのバランスも良い鹿肉のフレーク。
●価格：75g(900円/税込）
●素材：国産野生鹿

おススメ♪
DOG

CAT

DOG

ベタベタしないので、
食べやすい納豆。
TF0014C

DOG

ベタベタしないので、
食べやすい納豆。
TF00015C

feel green（フィールグリーン）
【フリーズドライ納豆（挽き割り）】
添加物、味付けを一切加えずに、精選された国産大豆
と納豆菌のみで作られた納豆のフリーズドライ。
ネバネバしません。
●価格：70g(630円/税込)
70g×5セット (2,600円/税込）
●素材：大豆（国産大豆100%使用）、納豆菌

DOG

CAT

CAT

TF00016G

feel green（フィールグリーン）
【フリーズドライ納豆（丸大豆）】
添加物、味付けを一切加えずに、精選された国産大豆
と納豆菌のみで作られた納豆のフリーズドライ。
ネバネバしません。
●価格：70g(630円/税込)
70g×5セット (2,600円/税込）
●素材：大豆（国産大豆100%使用）、納豆菌

DOG

feel green（フィールグリーン）天然素材シリーズ
【馬肉ふりかけ】
高タンパクで低脂肪、低カロリー、ミネラル分豊富な馬肉。
脂肪には必須脂肪酸（リノール酸・アルファリノレイン酸）
が多く含まれています。ドライフードや手作り食のトッピ
ングにオススメです。
●価格：75g(900円/税込）

DOG

魚好きなパートナーに♪

TF0017G

TF0018G

feel green（フィールグリーン）【鮪ふりかけ】
マグロは、DHAやEPAが豊富で、良質なコラーゲン、ア
ミノ酸、カルシウムがたっぷり。良質な不飽和脂肪酸で
あるマグロの脂肪は健康維持に。トッピングにオススメ。
●価格：100g(504円/税込)
●素材：鮪（頭、骨、皮含む）

TF0019G

feel green（フィールグリーン）【鮭ふりかけ】
鮭は、DHA、EPAがたっぷり、高たんぱく・低脂肪だから
栄養満点でとってもヘルシー。毎日のごはんにふりかけて
お使いください！
●価格：50g(945円/税込)

おススメ♪

おススメ♪
DOG

DOG

CAT

トッピングやおやつにも♪

TF0020C

CAT

嗜好性抜群！！
トッピングやご褒美おやつに♪
TF0021C

feel green（フィールグリーン）天然素材シリーズ
【フリーズドライささみ/ボリュームパック】
新鮮なささみをまるごと1本、新製法でフリーズドライ。
新鮮な素材の栄養価や風味がそのまま活きています。
細かく砕いてトッピングにしたり、割いておやつにも♪
●価格：180g(2,520円/税込)

feel green（フィールグリーン）天然素材シリーズ
【鶏レバー】
肝臓は身体の解毒器官。新鮮なものを選ぶことが大切です。
新鮮さにこだわり、生のレバーをそのままフリーズドライ
にしました。嗜好性が高いのでしつけの際のごほうびにも
オススメです♪
●価格：50g(997円/税込）、150g(2,520円/税込)

おススメ♪
DOG

DOG

嗜好性抜群！！食欲不振時の
トッピングにもおススメ♪♪
TL0031C
わんこのリモナイト（Limonite）【ささみふりかけ】
人気リモナイトのふりかけタイプ。阿蘇山で生まれた天
然のミネラル「リモナイト」を使用。69％を占める鉄分
が身体の中の嫌なニオイの素を吸着し、排泄します。
●価格：50g(472円/税込)、250g(2,205円)

TB0041G
バロンシリーズ【ハニーハンター（さくらんぼの蜂蜜）】
さくらんぼの国・山形から届いたはちみつ。無添加・非加
熱だからミネラル・ビタミン・酵素類が損なわれずそのま
ま残っています。不純物のみ取り除いた純正なので、栄養
素の宝庫・プロポリスや花粉もそのままです。飲み水やト
ッピングなどに♪●価格：45g(945円/税込)

feel green（フィールグリーン）
【カラダよろこぶ発酵50種ブレンド】
活きた酵素をお手軽に！一度に50種類もの野菜・果物・
ハーブ・海藻が摂れる、カラダにやさしい発酵食品。
肉食獣が最初に食べる獲物に詰まった未消化態の植物を
再現しました。毎日のお食事のトッピングに♪
●価格：100g(700円/税込）、200g(1,186円)、
500g(2,664円)、500g×2(4,800円)

DOG

New!

無添加ブルーベリー♪
目の健康に欠かせないアント
シアニンや食物繊維が豊富！
TF0022G
feel green（フィールグリーン）【ドライフルーツ
ブルーベリー ～Eyes My BlueBerry～ 】
特定契約農家で農薬・化学肥料を使わずに栽培されたオー
ガニック認定のブルーベリー。砂糖・香料・保存料は一切
使用していないので安心です。
●価格：50g(892円/税込）
●原産国：アメリカ

おやつ①
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肉、魚、野菜、乳製品など、自然の恵みを出来るだけ手を加えずそのまま与える事が出来る「天然素材シリーズ」。

おススメ♪

DOG

DOG

DOG

ソフトなアキレスタイプで
小型犬にもおススメ♪
OF0001C

OF0002C

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【ターキーすじ ショート】
噛む力が弱いパートナーにも嬉しい、ソフトな噛みご
たえの大人気の定番ジャーキー
●価格：840円(税込) ●サイズ：ショート・50g
●素材：七面鳥の筋 ●原産国：アメリカ
※「アキレス」タイプのおやつの中では一番ソフト

DOG

OF0003G

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【ターキーすじ ロング】
大人気のターキーすじをもっとながく楽しみたい！
噛めばかむほどおいしい定番ジャーキーのロングサイズ
●価格：1,600円(税込)●サイズ：ロング・120g
●素材：七面鳥の筋 ●原産国：アメリカ
※「アキレス」タイプのおやつの中では一番ソフト

DOG

OF0004G

DOG

OF0005G

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【馬アキレス 細切り】
低脂肪、低カロリー！馬アキレス細切りタイプ
●価格：630円(税込)
●サイズ：細切り（10~13㎝）･50g
●原産国：メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ
●対象： 小型犬用

DOG

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【とりガムターキー】
鶏と七面鳥のコラボレーション
●価格：630円(税込)
●サイズ：6本
●素材：七面鳥アキレス、ささみ
●原産国：日本

OF0006G

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【馬アキレス ショート】
低脂肪、低カロリー！馬アキレスのショートタイプ
●価格：1,050円(税込)
●サイズ：ショート（10㎝）･100g
●原産国：メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ
●対象：中型犬用

DOG

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【馬アキレス レギュラー】
低脂肪、低カロリー！馬アキレスレギュラータイプ
●価格：980円(税込)
●サイズ：レギュラー（23㎝）･80g（4本以上）
●原産国：メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ
●対象：中大型犬用

DOG

独特の歯ごたえにやみつき！

OF0007G
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【馬アキレス ビッグ】
低脂肪、低カロリー！馬アキレスビッグタイプ
●価格：2,940円(税込)
●サイズ：ビッグ（35㎝）･約250g（4本）
●原産国：メキシコ
●大型犬用

OF0008C
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【サメ軟骨 プチサイズ】
サメ軟骨（吉切鮫）の軟骨でおいしく手軽に栄養補給
●価格：945円(税込)
●サイズ：プチサイズ・40g
●素材：吉切鮫中骨（水揚げ地：気仙沼、銚子、スペイン）

DOG

DOG

OF0009G
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【鮭スティック】
健康をサポート！香り豊かなサーモンがスティックに！
●価格：945円(税込)
●サイズ：80g
●素材：国産鮭

DOG

CAT

おススメ♪
トッピングにもおススメ！
OF0010C

OF0011C

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【若鶏砂肝】
歯ごたえ充分！低脂肪・低カロリーな若鶏の砂肝おやつ
●価格：735円（50g）、1,943円（200g）
●原産国：日本

DOG

CAT

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【鶏レバー】
鉄分たっぷり！嗜好性もバッチリ
フレッシュな鶏レバーをまるごとフリーズドライに！
●価格：997円(50g)、2,520円（150g）
●原産国：日本
※細かく砕いてドライフードへトッピングにも！

DOG

CAT

おススメ♪
フリーズドライなので、
栄養まるごと！
OF0012C
feel green（フィールグリーン）天然素材シリーズ
【フリーズドライささみ/ボリュームパック】
高タンパク・低カロリー！
旨味がギュッとつまったささみにクギづけ
●価格：2,520円(税込)
●サイズ：180g
●原産国：日本

DOG

“魚の女王”グルメな逸品♪
OF0013G
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【本物ささみ】
和歌山県産梅鶏の旨みがギュッと凝縮
●価格：577円(税込)
●サイズ：60g
●素材：和歌山県産・梅鶏のささみ

OF0014G
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【舌平目】
西洋では“魚の女王”と呼ばれる高級魚を、骨ごとその
まま乾燥させたグルメな一品。旨み成分豊富で、噛め
ば噛むほど旨みが増します！カルシウム補給にも。
●価格：693円(税込)
●サイズ：50g
●素材：舌平目（フィリピン）

OF0015G
feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ【えいひれ】
健康で美しい体のために！コラーゲンたっぷり。
パピーからシニアまで、軽い食感でさくさく♪
ふやかすと弾力がでてぷるぷるとします。
手作り食の食材としてもおススメ。
●価格：525円(税込)
●サイズ：30g
●素材：えいひれ（フィリピン）

おやつ②
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DOG

小型犬も大きな獲物
を捕らえたような気分！
OF0016G

OF0017G

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ 【豚耳スライス】
コラーゲンが豊富な豚耳を熱風ドライ加工し、食べやすい
ようにスライス。余分な脂肪分を取り除いているので、と
ってもヘルシー。小型犬から大型犬までおススメな大きさ。
●価格：40g(735円/税込)、80g(1,365円)
●素材：国産食用豚耳

DOG

DOG

OF0020G

OF0019G
feel green（フィールグリーン）
【北海道地鶏砂肝チップ】
砂肝は脂肪が極端に少なく、低カロリーでヘルシー。
ほうれん草よりも多くの鉄分が含まれている栄養価の高
い食材を使ったチップです。
●価格：651円(税込)
●サイズ：10枚（約50g前後）
●素材：鶏砂肝、コラーゲン

DOG

feel green（フィールグリーン）
【天然えぞ鹿チップ】
コレステロールがなく、ビタミンやミネラルが豊富な
天然の鹿肉を使用した、食べやすいチップです。
●価格：651円(税込)
●サイズ：10枚（約50g前後）
●素材：鹿肉、コラーゲン

DOG

無添加・無着色の100％の
ナチュラルおやつ♪
OF0022G

ほどよい硬さ
低脂肪・低カロリー♪
OF0023G

feel green（フィールグリーン）【馬レバー】
ビタミンＡやＢ１２をメインにビタミン類がとっても豊富。
小さくちぎって、おやつにしてもＯＫ。
無添加・無着色の100％のナチュラルおやつです。
●価格：950円(税込)
●サイズ：80g
●素材：馬肝臓（モンゴル産）

DOG

feel green（フィールグリーン）
天然素材シリーズ 【牛タン皮ジャンボ】
北海道産の牛タン皮を遠赤外線で乾燥させた超ロングなお
やつ。大型犬はもちろん、小型犬も大きな獲物を捕らえた
ような気分が味わえます。ハサミで簡単にカット出来ます。
●価格：3枚(735円/税込)
●サイズ：30㎝前後
●素材：牛タンの皮 ●原産国：日本（北海道産）

New!

1つで2度おいしい！背筋
スティック馬肉巻きおやつ♪
OF0025G
feel green(フィールグリーン)【背筋スティック馬肉巻き】
モンゴルの大草原で育ったモンゴル馬の背筋と肩、もも肉の
おいしさを、一度に両方を楽しめるおやつです。馬アキレス
に比べて消化しやすく細めの作りです。
●価格：698円(税込)
●サイズ：50g（幅：約1～1.5cm×長さ：約12cm）
●素材：馬背筋、馬正肉（肩、モモ）（モンゴル産）

DOG

OF0033G
feel green（フィールグリーン）
サプリおやつシリーズ ＜ウコン＞
シンプルなレシピのクッキーに話題のウコンを配合。
●価格：892円(税込) ●サイズ：60g
●素材：小麦全粒粉、豆乳、オリーブ油、黒糖、
天然秋ウコンパウダー
●原産国：日本

feel green（フィールグリーン）【馬ハツジャーキー】
ほどよい硬さがうれしい！低脂肪・低カロリーの馬ハツ
ジャーキー！小さくちぎってあげると、ごほうびにも最
適です♪
●価格：950円(税込)
●サイズ：80g
●素材：馬心臓（モンゴル産）

DOG

OF0018G
feel green（フィールグリーン）
【北海道地鶏とさかチップ】
人間の美容にも注目されているヒアルロン酸たっぷりな
鶏のとさかを使用した、食べやすいチップ。
とてもヘルシー♪
●価格：651円(税込)
●サイズ：10枚（約50g前後）
●素材：鶏とさか、コラーゲン

DOG

OF0021G
feel green（フィールグリーン）【馬肉ジャーキー】
低脂肪・低カロリー、不飽和脂肪酸がバランスよく含ま
れている馬肉のジャーキー。
かんたんにちぎることができるので、ごほうびにも最適!
●価格：970円(税込)
●サイズ：80g
●素材：馬肉（モンゴル産）

DOG

New!

馬の肺は牛の肺の約20倍も
のミネラルが含まれていて、
栄養タップリ！
OF0024G
feel green（フィールグリーン）【馬ラング】
モンゴルの大草原で天然ハーブを食べ、放牧で育ったモ
ンゴル馬のうまみを凝縮させた、香ばしい香りが漂うミ
ネラル豊富な馬ラング（肺）
●価格：598円(税込)
●サイズ：25g
（幅：約2cm×長さ：約7～9cm×厚さ：約5mm）
●素材：馬肺（モンゴル産）

DOG

ハート型で可愛い♪
さくさくクッキー！
OF0031G
feel green（フィールグリーン）
サプリおやつシリーズ ＜ピュアグルコサミン＞
足腰をサポートする「グルコサミン」配合のサプリおやつ
クッキー
●価格：840円(税込) ●サイズ：60g
●素材：全粒粉、豆乳、オリーブ油、黒糖、グルコサミン
●原産国：日本

DOG

OF0034G
feel green（フィールグリーン）
サプリおやつシリーズ ＜プロポリス＞
ミツバチがもたらす自然の恵み「プロポリス」配合のク
ッキー。プロポリスにはアルテピリンC、フラボノイド、
各種ビタミン、ミネラルなど、 有用な成分が豊富！
●価格：892円(税込) ●サイズ：60g
●素材：全粒粉、豆乳、オリーブ油、黒糖、プロポリス
●原産国：日本

OF0032G
feel green（フィールグリーン）
サプリおやつシリーズ ＜大麦若葉＞
青汁で大人気！ビタミン、ミネラルたっぷりの＜大麦
若葉＞のクッキー！
●価格：840円(税込) ●サイズ：60g
●素材：小麦全粒粉、豆乳、オリーブ油、黒糖、大麦若葉
●原産国：日本

DOG

OF0035G
feel green（フィールグリーン）
サプリおやつシリーズ ＜乳酸菌 ＞
１粒に６５０万個有胞子性乳酸菌が配合！乾燥にも、熱
や酸にも非常に強く、腸内で活発に増殖し、腸まで届き、
腸内バランスを整えます。
●価格：945円(税込) ●サイズ：60g
●素材：全粒粉、豆乳、オリーブ油、黒糖、乳酸菌
●原産国：日本

おやつ③
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愛犬のホリスティックケア、健康サポート

広大な牧場でのびのびと育てられた鹿や羊（抗生物質・ホルモン剤不使用）、きれいな海で捕れた魚介類などの天然素が原材料。
余分な塩分、着色料、合成保存料、増量剤、穀物は一切使用してない自然の生の素材を活かしたエア・ドライ製法の美味しいジャーキー♪

DOG

DOG

OZ0011C
●原産国：ニュージーランド
ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ベニソン＆緑イ貝】
パートナーの関節が気になる方に！緑イ貝を使用した
パートナーのとっても喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(609円/税込）●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類89%以上(ﾍﾞﾆｿﾝ)、魚介類6%以上(緑イ貝)

Tel・Fax：0143-83-6939
Mail：info@breezewan.com

おススメ♪

DOG

OZ0012C

OZ0013C

ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ベニソン】
ニュージーランド産の鹿肉を使用したパートナーのとって
も喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(609円/税込) ●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類95%以上(ベニソン)

ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ベニソン＆フィッシュ】
ニュージーランド産の鹿肉と魚を使用したパートナーのと
っても喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(609円/税込) ●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類75%以上(ﾍﾞﾆｿﾝ)、魚介類20%以上(白身魚)

※全種類共通素材：レシチン(大豆由来)、食物繊維(イヌリン/チコリー由来)、油脂類(魚油/ホキ由来)、野菜類(パセリ)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)

DOG

DOG

DOG

OZ00015C

OZ0014C
ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ラム】
ニュージーランド産のラムを使用したパートナーのとって
も喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(535円/税込)●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類95%以上(ラム)

OZ00016G

ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ラム＆レバー】
ニュージーランド産のラムレバーを使用したパートナーの
とっても喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(535円/税込) ●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類66%以上(ラム)、肉類24%以上(ラムレバー)

DOG

ZiwiPeak（ジウィピーク）
グッドドッグ・トリーツ・パウチ【ビーフ】
ニュージーランド産の牛肉を使用したパートナーのとっ
ても喜ぶジャーキー！
●価格：85.2g(535円/税込) ●原産国：ニュージーランド
●素材：肉類95%以上(牛肉)

DOG

OS0031C

DOG

OS00032C

Sojos
Sojos ソジョーズ グッドドッグトリーツ
ソジョーズ グッドドッグトリーツ【チキンポットパイ】
【ピーナッツバター＆ジェリー】
自然素材だけを使いオーブンでカリカリに焼き上げた骨型
小麦・とうもろこし不使用！ピーナツバターの骨型クッ
の可愛いおやつ。無添加・無着色・保存料不使用。
キー♪無添加・無着色・保存料不使用。
アメリカの典型的な家庭の味を再現！
●価格：100g(504円/税込) ●原産国：アメリカ
●価格：100g(504円) ●原産国：アメリカ ●原産国：ニュージーランド
●素材：オート麦、ロールドオーツ、ピーナッツバター、
●素材：オート麦、ロールドオーツ、チキンスープ、ジャ
ストロベリー、油脂、卵、ベーキングパウダー
ガイモ粉、にんじん、セロリ、油脂、卵、ベーキ
ングパウダー

OS00033C
Sojos
ソジョーズ

グッドドッグトリーツ
【アップルダンプリング】
小麦・とうもろこし不使用！りんごとはちみつの骨型
クッキー。無添加・無着色・保存料不使用。
●価格：100g(504円/税込) ●原産国：アメリカ
●素材：オート麦、ロールドオーツ、りんご、油脂、シ
ナモン、バニラ、卵、はちみつ、ベーキングパウダー

DOG

OS0034C
Sojos
ソジョーズ グッドドッグトリーツ【ブルーベリーパイ】
自然素材だけを使いオーブンでカリカリに焼き上げた骨型
の可愛いおやつ。無添加・無着色・保存料不使用。
アメリカの典型的な家庭の味を再現！
●価格：100g(504円) ●原産国：アメリカ
●素材：オート麦、ロールドオーツ、ブルーベリー、油
脂、バニラ、卵、はちみつ、ベーキングパウダー
阿蘇山で生まれた天然のミネラル「リモナイト」を使用。69％を占める鉄分が身体の中の嫌なニオイの素を吸着し、排泄します。10種類以上の天然ミネラルが自然なバランス
で含まれ、栄養が過剰になったり不足したりすることなく身体の健康を維持してくれます。ワンちゃん夢中♪の、しつけやトレーニングにも最適なおいしいささみおやつです。

おススメ♪
DOG
嗜好性抜群！！
トッピングやご褒美おやつに♪
OL0041C

おススメ♪
DOG
ワンちゃん大好き♪
不思議な魅力のリモナイト♪
OL00042C

DOG
嗜好性抜群！！
トッピングやご褒美おやつに♪
OL00043C

わんこのリモナイト（Limonite）
わんこのリモナイト（Limonite）【小粒ささみ】
わんこのリモナイト（Limonite）【ささみ】
【超小粒ささみ・ソフトタイプ】
大人気リモナイトの小粒サイズ。
おいしさも機能性もバツグン。気になるあのニオイに天然
大人気リモナイトの超小粒サイズ！
おいしさも機能性もバツグン！
ミネラルのささみおやつ。
四つ葉型になって、さらにちぎり易く柔らかくなって登場 ●価格：100g(472円)、250g(2,205円)
●価格：100g(472円)、250g(2,205円)
●価格：100g(472円)、250g(2,205円)
●素材：鶏ささみ、澱粉、リモナイト、澱粉分解物、おから、鹿の角、高麗人参、ソルビトール、カゼインナトリウム、ソルビン酸カリウム、ミネラル類（Ｎａ、Ｃｌ）、
リン酸ナトリウム ※超小粒タイプのみ硬くなるのを防ぐためグリセリンを使用しております。

ケア用品①

愛犬のホリスティックケア、健康サポート
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URL://shop-breezewan.com/
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獣医師や専門家の協力のもとに、質の高い自然成分で100%生分解する、オーナー様にもパートナーにも優しい成分。アメリカの一流グルーマーにもよく知られている商品です！
毎日シャンプー・リンス出来るほどマイルド♪

DOG

CAT

かゆみのある肌・普通肌に。
CN0011C
Nature+Aid（ネイチャーエイド
【ティーツリー＆アロエシャンプー】
ティーツリーオイルを配合。ノミに噛まれたり、フケ、
擦りむけた肌などに優しくシャンプーできます。普通肌
ももちろんOK。ティーツリーの自然でさわやかな香りの
使い心地で、すっきり仕上がります。※4～10倍に希釈
●価格：200ml(1,680円)、475ml(2,940円)

DOG

CAT

汚れがしっかり落ちているのか心配…
脂っぽくベタついている肌や皮膚に。
CN0014C
Nature+Aid（ネイチャーエイド
【オレンジピールシャンプー】
脂っぽくベタついている…そんな時にオススメ！皮脂や
油分と馴染みがいいオレンジの成分が汚れをしっかり落
とします！
●価格：200ml(1,680円)
※4～10倍に希釈

DOG

CAT

シャンプー後の仕上げに！
マイルドなツヤと、さらふわの毛を♪
CN0017C
Nature+Aid（ネイチャーエイド）
【クリームリンス＆コンディショナー】
シャンプーの後の最後の仕上げ！被毛にツヤと、やわ
らかな手触りとさらさら感をアップします。スイート
アーモンドの甘い香りとサロンの後のような仕上がり。
●価格：200ml(1,680円)、475ml(2,940円)
※4～10倍に希釈

DOG

CAT

肌がカサカサしている
乾燥した皮膚でフケがでている肌に。

DOG

気になる体臭…
ノミ、ダニの心配に。
CN0013C

CN0012C
Nature+Aid（ネイチャーエイド）
【オートミール＆アロエシャンプー】
乾燥肌、ノーマル肌に。乾燥肌をしっとりさせる保湿効
果が高いオートミールを配合。
バニラとアーモンドオイルの良い香りです。
●価格：200ml(1,680円)、475ml(2,940円)
※4～10倍に希釈

DOG

CAT

CAT

Nature+Aid（ネイチャーエイド）
【ユーカリペパーミントシャンプー】
ノミやダニが嫌がる香り成分が入っているユーカリやペパ
ーミントは、虫が気になる季節のお手入れにピッタリです。
●価格：200ml(1,680円)、475ml(2,940円)
※4～10倍に希釈

DOG

肌がとっても弱い…
アレルギーがでやすい肌に。
ＣN0015C
Nature+Aid（ネイチャーエイド）
【低刺激シャンプー】
敏感肌に。アロエをふんだんに使用し、pHバランスも7
に近く、優しいシャンプーです。
●価格：200ml(1,680円)、475ml(2,940円)
※4～10倍に希釈

DOG

CAT

“リンスなし”でふんわり♪
天然温泉ミネラルが主成分の
低刺激シャンプー
CX0091C
コズグロスパ【テルメディックシャンプー】
“リンスなしでふんわり”泡立ちが少なく洗い流す時間も短
く、すすぎ残しの心配もありません。
ナトリウム温泉に含まれる天然自然のミネラルを主成分に
した低刺激の無添加シャンプーです。
●価格：50ml(350円)300ml(2,100円)、1000ml詰替用
(5,500円)、4L(19,500円)
※原液～3倍に希釈

CN0016C
Nature+Aid（ネイチャーエイド
【パピー（子犬用）シャンプー】
肌が敏感な子犬のための、とてもマイルドな低刺激シャン
プー。サクランボエッセンスの香り豊かな洗いごこちが楽
しめます。
●価格：200ml(1,680円)
※4～10倍に希釈

DOG
コンディショナー不要
やわらかい泡でフワフワに♪
CX0092C
green mam【ナチュラル泡シャンプー】
「泡で洗う」石けんベースの低刺激シャンプー！時間が
短くてすみ、すすぎ残しの心配もありません。 皮膚、被
毛にやさしいシャンプーです。
皮膚保護成分：ニーム葉、抗菌消臭：酸化銀配合
●価格：350ml(2,625円/税込)、 詰替用200ml(1,260円)

バロンシリーズはアルコール、酸、化学薬品（合成保存料・着色料・香料など）は一切使用していません。また、使用する原材料・製造に徹底的にこだわっています。

DOG

DOG
汚れをスッキリ落とす！
天然成分のやさしいボディ
シャンプー♪

CB0021C
バロンシリーズ【ボディシャンプー/敏感肌用】
無農薬ラベンダー、ローズマリー、カモミールなどのハ
ーブをバランスよく配合し、100％天然成分です。
●価格：60ml(1,050円/税込)、150ml(2,940円)
※５～８倍に希釈

DOG

CB0024G
バロンシリーズ【ボディーソープ（プレーン）】
石鹸素地に、7種の有機ハーブブレンドと北海道美深町
で採れる白樺樹液を使って練り上げたシンプル石鹸。
皮膚の弱い愛犬や、部分洗いの繰り返し使いでも肌をや
さしく洗い上げます。
●価格：30～40g(630円/税込)

CB0022C
バロンシリーズ【ボディシャンプー/プレーン】
無農薬ラベンダー、ローズマリー、カモミールなどのハ
ーブをバランスよく配合し、100％天然成分です。
●価格：60ml(1,050円/税込)、150ml(2,940円)
※５～８倍に希釈

DOG
洗い流さないタイプの
簡単トリートメント♪

CB0023C
バロンシリーズ【トリートメントスプレー リフレッシュ】
リフレッシュ効果の高いハーブを配合、100％天然成分。
タオルドライの後にスプレーするタイプなので、手間なく
お使いいただけます。
●価格：100ml(1,575円/税込)
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おススメ♪
DOG

CAT

DOG

CAT

1本2役！
ニオイ除去
毛をさらふわに♪

ダニ・蚊対策＆被毛の
万能ブラッシングスプレー♪
ＣW0091C
【レニーム】
“ミラクルハーブ”と言われているニームの木のオイルを
使用。虫除けスプレー、肌や被毛の栄養補給のブラッシ
ングスプレーと、安全で万能なスプレーです♪
ベッドやマット、ハウスゲージ内にも使用できるので、
一年中、毎日ノミ・ダニ・蚊から愛犬を守ります。
●価格：50ml(672円/税込)、200ml(2,478円)、
200ml詰替(2,100円)

DOG

CAT

ＣW0092C

CW0093C

シュアリンプウ【スキンケア 整菌スプレー】
これ1本で愛犬の被毛がツヤツヤ＆サラサラに！OYK菌が気
なるニオイやベタつきも解消してくれます。
●価格：200ml(2,940円/税込)

シュアリンプウ【イヤークリーナー】
拭き取る必要がないからあっという間に耳ケア完了！
簡単イヤークリーナー。納豆菌「OYK菌」が耳の臭いやか
ゆみの原因である各種感染菌の繁殖を抑え、耳内の細菌バ
ランスを整えます。
●価格：100ml(1,890円)

バロンシリーズはアルコール、酸、化学薬品（合成保存料・着色料・香料など）は一切使用していません。また、使用する原材料・製造に徹底的にこだわっています。

DOG

おススメ♪

DOG

デリケートな肌への
毎日のブラッシングに♪

乾燥が気になる時の
毎日のブラッシングに♪
CB0025C
バロンシリーズ
【コンディショニングスプレー 皮膚＆被毛用】
数種類のアロマを配合し、乾燥や敏感な肌を整える、
やさしいコンディショニングスプレー。
●価格：100ml(1,575円/税込)

CB0026C
バロンシリーズ
【コンディショニングスプレー デリケート用】
数種類のアロマを配合し、アロマ効果でリラックスでき、
デリケートな肌のコンディションもやさしく整えてくれ
ます。
●価格：100ml(1,575円/税込)

DOG

DOG

CB0028C

CB0029C

バロンシリーズ 【イヤークリーナー 過敏肌用】
無農薬ハーブ（ラベンダー・オオバコ・カレンデュラ）
を配合し、原材料に徹底的にこだわったイヤークリーナ
ー。べたつき感がなく、さらっとした使い心地です。
●価格：100ml(1,470円/税込)

バロンシリーズ 【目元口元クリーナー】
目元、口元のデリケートな部分に優しく作用するハーブ
を配合。日ごろのお手入れにご使用ください。
●価格：100ml(1,470円/税込)

DOG

DOG
100％天然成分で肉球を
やさしくケア。

特にダメージが気になる時
乾燥時のひび割れに。
CB0032C

CB0031C
バロンシリーズ 【肉球クリーム プレーン】
100％天然成分！パピーの柔らかな肉球ケアや気になる
乾燥時のひび割れに。保湿効果にすぐれた蜜蝋とホホバ
オイルのみで作られ、ニオイに敏感な愛犬にもオススメ。
●価格：8ml(1,575円/税込)

バロンシリーズ 【肉球クリーム ダメージ】
100％天然成分！保湿効果にすぐれた蜜蝋とホホバオイルを
使用し、セントジョーンズワート、カレンデュラなどを配合
しダメージを受けやすい肉球をやさしくケアします。
●価格：8ml(1,575円/税込)

おススメ♪
DOG
舐めても安心！
これ1本で、家中の掃除、
愛犬のお手入れに♪
10～100倍に薄めるので経済的！
CW0092X
【オレンジエックス】
界面活性剤を使用せずオレンジから抽出した成分のみで作
られたナチュラルクリーナー。拭き掃除、キッチンまわり・
トイレ・お風呂掃除、洗濯や食器洗いなどの日常のお掃除か
ら、換気扇などの大掃除まで、コレ1本で家中がピッカピカ！
愛犬のトイレまわりや、手足の汚れ拭き、耳掃除にも♪
●価格：800ml(3,045円/税込)

お出かけ前の虫除けに！

CB0027C
バロンシリーズ 【虫ノンスプレー】
100％天然成分！ レモングラス・ゼラニウム・ユーカリな
ど虫が嫌いなアロマ油、タイム・ローズマリー･セージなど
のハーブをバランスよく配合。爽やかな香りでリラックス♪
●価格：50ml(840円/税込)、150ml(1,890円)

DOG

“涙やけ”におススメ♪

デリケートな耳を
やさしく清潔に。

DOG

おススメ♪
DOG
飲み水に混ぜるだけ！
アメリカで大ヒットのお手軽
マウスケア♪
CW0091W
pet kiss（ペットキス）【マウスクリーナー】
飲み水に混ぜるだけの簡単口腔ケア！亜鉛の働きにより、
口内細菌が増殖しにくい環境を作ることで、歯垢・歯石
をできにくくすることを目指します。“口臭軽減！歯石
が小さくなった”などの声が届いています♪
●価格：237ml(2,625円/税込) 473ml(4,725円)

おススメ♪

ローズのやさしい香り♪

CB0030C
バロンシリーズ 【肉球クリーム ローズ】
100％天然成分！保湿効果にすぐれた蜜蝋とホホバオイルを
使用し、パピーの柔らかな肉球ケアや気になる乾燥時のひび
割れをやさしくケアします。
●価格：8ml(1,575円/税込)

