
製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME
ドライ 392 ドライ 413 ドライ 411
パウチ 128 ⽸ 136 ⽸ 120

腎臓サポート フィッシュテイスト パウチ 102 ⽸ 120 キドニーケア チキンテイスト ドライ 414
腎臓サポート スペシャル ドライ 393 パウチ 99 キドニーケア フィッシュテイスト ドライ 414

腎臓サポート セレクション ドライ 411 k/d　チキン＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 95
k/d　ツナ＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 94

pHコントロール０ ドライ 386 ドライ 418 ドライ 377
pHコントロール１ ドライ 389 ⽸ 130 ⽸ 112

pHコントロール１ フィッシュテイスト ドライ 389 ドライ 387 ドライ 379
pHコントロール２ ドライ 389 ⽸ 110 ⽸ 115

pHコントロール２ フィッシュテイスト ドライ 386 c/d マルチケア フィッシュ ドライ 387 ストルバイトケア チキンテイスト ドライ 397
pHコントロール オルファクトリー ドライ 347 ⽸ 106 ストルバイトケア フィッシュテイスト ドライ 395

pHコントロール ライト ドライ 350 パウチ 91
pHコントロール パウチ 94 c/d マルチケア チキン＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 84

pHコントロール フィッシュテイスト パウチ 76 c/d　マルチケア ツナ＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 82 GI 366
c/d シーフード ⽸ 99 WU 327
c/d ライト ドライ 329

c/d マルチケアコンフォート ドライ 388
c/d マルチケアコンフォート チキン パウチ 87
c/d マルチケアコンフォート サーモン パウチ 89
c/d　マルチケアコンフォート チキン＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 84

消化器サポート ドライ 408 ドライ 393 ドライ 359
消化器サポート(可溶性繊維) ドライ 389 ⽸ 107 ⽸ 96

i/d チキン＆野菜⼊りｼﾁｭｰ ｼﾁｭｰ⽸ 86

低分⼦プロテイン ドライ 410 z/d 低アレルゲン ドライ 375 DアシストLB セレクト・プロテイン ⽸ 108.9
セレクトプロテイン(ダック＆ライス) ドライ 352 z/d ULTRA ⽸ 110
セレクトプロテイン(チキン＆ライス) パウチ 103

ドライ 387 ドライ 393 Mアシスト 混合穀物⾷ ドライ 350
パウチ 76 ⽸ 101 ドライ 344
ドライ 356 ドライ 320 ⽸ 101
パウチ 64 ⽸ 102

満腹感サポート ドライ 307 w/d チキン ⽸ 87
ドライ 318
⽸ 77
ドライ 338
⽸ 84

ビスケット 338

肝臓サポート ドライ 411 ドライ 408
⽸ 110

退院サポート ⽸ 120 a/d ⽸ 106 Aアシスト ⾼栄養 ⽸ 200
パウダー 443 g/d ⽸ 103
パウチ 108 t/d ドライ 353

ドライ 425
⽸ 121

ベビーケア（⼩粒） ドライ 445
キトンケア ドライ 411
メールケア ドライ 358

フォーメールケア ドライ 362
pHケア フィッシュ ドライ 407

エイジングケアステージⅠ ドライ 360
エイジングケアステージⅠライト ドライ 348
エイジングケアプラスステージⅡ ドライ 379
エイジングケアプラスステージⅡプラス ドライ 402

製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME
ミックス ドライ 340 キトン ドライ 424 pHエイド（成猫⽤） ドライ 361
バランス ドライ 340 キトン レバー＆チキン ⽸ 134

⽑⽟ケア⽤ ドライ 330 キトン グルメ仕⽴てのチキンとろみソースがけ ⽸ 99

製品名 タイプ ME
まぐろプレーン ⽸ 60

まぐろプレーンチーズ＆花かつお⼊り ⽸ 70
ささみ・しらす ⽸ 70
まぐろ・にぼし ⽸ 65

まぐろ ⽸ 80

Rアシスト 低脂質
減量サポート

腎臓

腎臓サポート k/d Kアシスト リン・たんぱく調整⾷

k/d チキン

下部尿路

s/d Sアシスト pH

c/d マルチケア Oアシスト pH

c/d マルチケア チキン

消化器 i/d Iアシスト 残渣ケア

⽪膚

総合  栄
養⾷

総合  栄
養⾷

栄養　　　補

完食

w/d

r/d

メタボリックス

肝臓 l/d

その他 ⾼栄養

y/d

糖尿病 ＆
減量

糖コントロール m/d


