
製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME
ドライ 399 ドライ 394 Kアシスト リン・たんぱく調整⾷ ドライ 359
⽸ 168 ⽸ 114

リキッド 150 k/d チキン＆野菜⼊りシチュー ⽸ 93
腎臓サポート セレクション ドライ 396 k/d ビーフ＆野菜⼊りシチュー ⽸ 93

ドライ 387 s/d ⽸ 128 ストルバイトケア ドライ 388
⽸ 128 ドライ 377

パウチ 92 ⽸ 125 GI 349
pHコントロール スペシャル ドライ 386 c/d マルチケア チキン＆野菜⼊りシチュー ⽸ 74 WU 309

pHコントロール ライト ドライ 331 ドライ 400
⽸ 135

ドライ 407 ドライ 360 ドライ 346
リキッド 147 ⽸ 102 ⽸ 111
ドライ 346 i/d チキン＆野菜⼊りシチュー ｼﾁｭｰ⽸ 74 パピー・プラス ドライ 398
⽸ 92 ドライ 336

リキッド 105 ⽸ 94
消化器サポート(⾼繊維) ドライ 317 i/d ローファット チキン味＆野菜⼊りシチュー ⽸ 81

i/d コンフォート ドライ 335
i/d コンフォート チキン味＆野菜⼊りシチュー ⽸ 76

スキンサポート ドライ 365 d/d ダック＆ポテト ドライ 373 DアシストKO セレクト・プロテイン ドライ 353
セレクトプロテイン(ダック＆タピオカ) ドライ 334 d/d サーモン＆ポテト ドライ 365 ドライ 364
セレクトプロテイン(チキン＆ライス) ⽸ 122 ダームディフェンス ドライ 376 ⽸ 130
セレクトプロテイン(カンガルー＆オーツ) ドライ 372 ダームディフェンス チキン＆野菜⼊りシチュー ⽸ 81
セレクトプロテイン(フィッシュ＆ポテト) ドライ 371 z/d 低アレルゲン ドライ 364

ドライ 400 ドライ 362 アミノプロテクトケア ドライ 384
⽸ 95 ⽸ 95

低分⼦プロテイン ライト ドライ 370
アミノペプチドフォーミュラ ドライ 388

ドライ 345 ドライ 296 Mアシスト 混合穀物⾷ ドライ 320
⽸ 73 ⽸ 83 ドライ 333

ドライ 312 w/d チキン＆野菜⼊りシチュー ⽸ 57 ⽸ 100
⽸ 56 ドライ 312 ウェイト＆ジョイントケア ドライ 310

ドライ 268 ⽸ 73
⽸ 60 メタボリックス ドライ 311

満腹感サポート スペシャル ドライ 266

⼼臓サポート１＋関節サポート ドライ 384 j/d ドライ 362 ヘルシー・エイジング・プラス ドライ 344
⼼臓サポート１ ⽸ 102 ハートケア ドライ 400

ドライ 414
⽸ 124

関節サポート ドライ 357

ドライ 391 ドライ 406
⽸ 138 ⽸ 150

退院サポート ⽸ 116 a/d ⽸ 117 Aアシスト ⾼栄養 ドライ 200
クリティカル リキッド リキッド 104 t/d ドライ 351

⾼栄養 パウダー 443

低分⼦プロテイン + pHコントロール ドライ 384 メタボリックス + モビリティ ドライ 319
腎臓サポート + 低分⼦プロテイン ドライ 403 メタボリックス + ユリナリー ドライ 310
pHコントロール V2 + 満腹感サポート ドライ 270
pHコントロール V2 + 低分⼦プロテイン ドライ 372

スキンケアプラス ジュニア ドライ 405 健康ガード 活⼒ ⼩粒 ドライ 373
ニュータードケア ドライ 332 健康ガード 関節 ⼩粒 ドライ 362

スキンケアプラス 成⽝⽤ ドライ 394 ドライ 390
セレクトスキンケア ドライ 387 ⽸ 96

pHケア ドライ 387
ウェイトケア ドライ 329

エイジングケア ドライ 343

製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME 製品名 タイプ ME
低脂肪 とりささみ＆ビーフ パウチ 83 やわらかラム ⽸ 110 お肉たっぷり　ビーフ・魚・野菜入り ⽸ 95

低脂肪 とりささみ＆緑⻩⾊野菜 パウチ 69 ささみ＆レバーミンチ ⽸ 135 ⽸
低脂肪 とりささみ＆鶏軟⾻ パウチ 60 ささみの⾓切り ⽸ 73
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＆
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