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ネイチャーズロジック　ナチュラル チキンディナー チキンミール キビ 鶏脂肪 パンプキンシードビール酵母 スプレードライチキンレバー乾燥卵 天日干しアルファルファモンモリロナイト海草 粉末チーズ アニマルプラズマ乾燥トマト アーモンド 乾燥チコリー根 乾燥人参 乾燥リンゴ ホワイトフィッシュミール卵殻粉 乾燥カボチャ 乾燥アプリコット乾燥ブルーベリー御号ブロッコリー乾燥クランベリーパセリ 乾燥アーティチョークローズマリー プロバイオティクス酵素

カリフォルニアナチュラル　グレインフリー・カンガルーカンガルー 赤レンズマメ 緑レンズマメ エンドウマメ サンフラワーオイルフラックスシードエンドウマメ繊維リン酸一水素カルシウム天然香料 炭酸カルシウム 塩 DL-メチオニン ミネラル類(亜鉛鉄 マンガン 銅 ヨウ素酸カルシウムビタミン類(E 塩酸ベタイン A ナイアシン パントテン酸カルシウムβ-カロテン B12 D3 リボフラビン 塩酸ピリドキシン硝酸チアミン ビオチン 葉酸) 酸化防止剤(ミックストコフェロール)

ビィ・ナチュラル　アレルカット カンガルー肉 全粒ライ麦 全粒ソルガム カンガルーミートグレービー キャノーラ油 ショ糖 アボカド 亜麻仁油 塩 フラクトオリゴ糖ユッカ抽出液 酸化防止剤(ミックストコフェロールローズマリー抽出液ビタミン類(C B3 パントテン酸カルシウムビタミンAアセテイトB1 B6 D 葉酸 K B12 ビオチン) ミネラル類(硫酸第一鉄酸化亜鉛 硫酸銅 セレン 酸化マンガン ヨウ化カリウム 炭酸コバルト)

ドクターズケア アミノプロテクトケア コーンスターチ ポテトプロテイン植物性油脂 セルロース フラクトオリゴ糖ポテトエキス アミノ酸類（アルギニンメチオニン フェニルアラニンリジン ヒスチジン トリプトファン イソロイシン ロイシン バリン スレオニン アラニン グリシン タウリン） ビタミン類（ビタミンビタミンD3 ビタミンE ビタミンK3 ビタミンB1 ビタミンB2 パントテン酸カルシウムナイアシン ビタミンB6 葉酸 ビオチン ビタミンC ビタミンB12 塩化コリン イノシトール） ミネラル類（炭酸カルシウムリン酸カルシウムリン酸カリウム 塩化ナトリウム 塩化カリウム 酸化マグネシウム鉄アミノ酸複合体硫酸鉄 亜鉛アミノ酸複合体炭酸亜鉛 マンガンアミノ酸複合体炭酸マンガン 銅アミノ酸複合体硫酸銅 ヨウ素酸カルシウム硫酸コバルト） 酸化防止剤（ローズマリー抽出物）

アミノペプチド　フォーミュラ コーンスターチ 加水分解フェザーミール（アミノ酸およびオリゴペプチド）ココナッツオイル大豆油 植物性繊維 チコリー フラクトオリゴ糖魚油 動物性油脂 マリーゴールドエキス乳化剤(グリセリン脂肪酸エステルアミノ酸類 （ L-チロシンL-リジン タウリン L-トリプトファンDL-メチオニン ヒスチジン） ゼオライト ミネラル類 （K Ca P Zn Mn Fe Cu I Se） ビタミン類 （A コリン D3 イノシトール E ナイアシン C パントテン酸カルシウムB6 B2 B1 葉酸 ビオチン B12） 保存料 （ソルビン酸カリウム）酸化防止剤 （BHA没食子酸プロピル）

ティンバーウルフ ウィルダネスエルク・プラチナム サーモン ベニソン（鹿肉）乾燥サーモン エルク（大鹿肉）ニシン カボチャ サツマイモ サーモンオイル グリーンピース 亜麻仁 ひまわり油 乾燥ケルプ 乾燥出芽酵母 ニシン油 リンゴ ブルーベリー クランベリー 乾燥イチジク タイム 挽き割りシナモンニンニク ヒマワリ種 乾燥アルファルファミールニンジン 乾燥セロリ 乾燥ビーツ 乾燥パセリ 乾燥クレソン 乾燥ホウレン草 トマト レシチン 塩化コリン ミネラル[アミノ酸亜鉛複合体アミノ酸鉄複合体アミノ酸マンガン複合体パントテン酸カルシウムヨウ化カリウム 亜セレン酸ナトリウムビタミン[ビタミンEビタミンB12サプリメントビタミンAアセテートナイアシン（ビタミンビタミンD3サプリメントリボフラビン（ビタミン葉酸 塩酸ピリドキシン（ビタミン塩酸チアミン （ビタミンB1源）ビオチン（ビタミンクエン酸（ビタミン混合トコフェロール（ビタミンプレバイオティクスプロバイオティクス乾燥ラクトバシラスカゼイ菌乾燥ラクトバシラス乳酸菌乾燥乳酸菌 乾燥バシラスサブチルス菌パパイン ユッカシジゲラ抽出物βカロチン フラクトオリゴ糖タウリン L－カルニチン DL-メチオニン ローズマリー抽出物（天然保存料）

アボ・ダーム　リボルビングメニュー　ターキーレシピターキー ターキーミール ひよこ豆 えんどう豆 えんどう豆粉 鶏脂肪 アボカドミール ナチュラルフレーバートマト繊維 乾燥ビートパルプ亜麻仁 アルファルファミール乾燥チコリー根 塩 塩化カリウム 海草 ビタミン（塩化コリンビタミンE ナイアシン パントテン酸カルシウムビタミンA ビタミンC ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 ビタミンD3 ビオチン 葉酸） ミネラル（硫酸亜鉛アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 硫酸マンガン アミノ酸マンガンキレート硫酸銅 アミノ酸銅キレート亜セレン酸ナトリウムヨウ素酸カルシウム）アボカドオイル サーモンオイル レシチン ユッカエキス ローズマリーエキスセージエキス パイナップル 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物

イノーバ・エボ ターキー チキン ターキー粉 チキン粉 ポテト ニシン粉 鶏脂肪 天然香料 卵 リンゴ トマト 塩化コリン ニンジン ビタミン類(アスコルビン酸E 塩酸ベタイン A ナイアシン パントテン酸カルシウムβ-カロテン B12 D3 リボフラビン 塩酸ピリドキシン硝酸チアミン ビオチン 葉酸) カッテージチーズミネラル類(亜鉛鉄 銅 マンガン ヨウ素酸カルシウムアルファルファスプラウト乾燥チコリ根エキス乳酸菌類 酸化防止剤(ミックストコフェロール)

イノーバ・エボ　ウェイトマネジメント ターキー チキン チキン粉 ターキー粉 エンドウマメ エンドウマメ繊維天然香料 カボチャ トマト ニシンオイル リンゴ ニンジン 塩化カリウム カッテージチーズ乾燥チコリ根エキス卵 アルファルファスプラウトミネラル類(亜鉛鉄 銅 マンガン ヨウ素酸カルシウムL-カルニチン ビタミン類(E 塩酸ベタイン Ａ ナイアシン パントテン酸カルシウムβ-カロテン Ｂ12 Ｄ3 リボフラビン 塩酸ピリドキシン硝酸チアミン ビオチン 葉酸) 乳酸菌類

リーガル　センシバイツ ターキーミール オートミール 乾燥ビートパルプ玄米 米粉 キャノーラ油 ナチュラルフレーバーレシチン 亜麻仁ミール 海塩 炭酸カルシウム 魚油 塩化カリウム DL－メチオニン L-リジン 塩化 コリン アスコルピン酸 プロピオン酸 ユッカ シデゲラ抽出物 乾燥アシドフィルス乳酸菌発酵物グ ルコサミン リンゴ ニンジン パパイア ほうれん草 えんどう サツマイモ クランベリー カボチャ ビタミンE ビオチン ナイアシン ｄ－パントテン酸カルシウムビタミンA酢酸塩リボフラビン（ビ ビタミンB１２ チアミン単硝酸塩（ビタミンピリドキシンハイドロ塩化物（ビタミンクエン酸（天然防腐剤）ビタミンD3 葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 亜鉛蛋白質 鉄蛋白質 酸化亜鉛 硫 酸銅 硫酸マンガン マンガン蛋白質 銅蛋白質 マンガン酸化物 亜セレン酸ナトリウムカルシウムヨ ウ素酸塩

アボ・ダーム　リボルビングメニュー　ダックレシピダック ダックミール ひよこ豆 えんどう豆 えんどう豆粉 鶏脂肪 アボカドミール ナチュラルフレーバートマト繊維 乾燥ビートパルプ亜麻仁 アルファルファミール乾燥チコリー根 塩 塩化カリウム 海草 ビタミン（塩化コリンビタミンE ナイアシン パントテン酸カルシウムビタミンA ビタミンC ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 ビタミンD3 ビオチン 葉酸） ミネラル（硫酸亜鉛アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 硫酸マンガン アミノ酸マンガンキレート硫酸銅 アミノ酸銅キレート亜セレン酸ナトリウムヨウ素酸カルシウム）アボカドオイル レシチン ユッカエキス ローズマリーエキスセージエキス パイナップル 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物

アーテミス フレッシュミックス チキン チキンミール ターキー 大麦 全玄米 オート麦 雑穀 えんどう豆 チキン脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済トマト絞滓 ポテト ダック サーモン肉 乾燥全卵 亜麻種子 天然チキン香料 サーモン油 サーモンミール 塩化コリン塩酸塩乾燥チコリ根 ケルプ にんじん りんご トマト ブルーベリー ほうれんそう クランベリー粉 ローズマリーエキスパセリフレーク ユッカシジゲラエキス緑茶エキス 大麦エキス Ｌ-カルニチン エンテロコッカスフェシウムカセイ菌 乾燥乳酸菌 サッカロミケス 発酵溶解物乾燥麹菌発酵エキスビタミンＥ 鉄プロテイン 亜鉛プロテイン 銅プロテイン 硫酸鉄 硫酸亜鉛 硫酸銅 ヨウ素酸カリウムチアミン モノニトレート マンガンプロテイン酸化マンガン アスコルビン酸 ビタミンＡ ビオチン パントテン酸カルシウム硫酸マンガン 亜セレン酸塩ナトリウムビタミンＢ6 ビタミンＢ-12 リボフラビン ビタミンＤ 葉酸

ティンバーウルフ ワイルド＆ナチュラル・プラチナムチキン ニシン 乾燥チキンレバーグリーンピース ヒヨコマメ チキン脂肪 サーモン サツマイモ 亜麻仁 乾燥チキン 乾燥ケルプ 出芽酵母 サーディーンオイル乾燥アルファルファミールニンジン 乾燥セロリ 乾燥ビーツ 乾燥パセリ 乾燥クレソン 乾燥ホウレン草 乾燥トマト カゼイン 乾燥ミルク レシチン 塩化コリン ミネラル[アミノ酸亜鉛複合体アミノ酸鉄複合体アミノ酸マンガン複合体パントテン酸カルシウムヨウ化カリウム 亜セレン酸ナトリウムビタミン[ビタミンEビタミンB12サプリメントビタミンAアセテートナイアシン（ビタミンビタミンD3サプリメントリボフラビン（ビタミン葉酸 塩酸ピリドキシン（ビタミン塩酸チアミン（ビタミンビオチン（ビタミンクエン酸（ビタミン混合トコフェロール（ビタミンプレバイオティクスプロバイオティクス乾燥ラクトバシラスカゼイ菌乾燥ラクトバシラス乳酸菌乾燥バシラスサブチルス菌パパイン ユッカシジゲラ抽出物βカロチン フラクトオリゴ糖タウリン L-カルニチン DL-メチオニン ローズマリー抽出物（天然保存料）

ブラックウッド 1000 チキンミール コーン オート麦 グレインソルガム乾燥てんさい チキン脂肪（天然ロコフェロールで保存）玄米 ニシンミール 乾燥ビール酵母 天然香味料 亜麻仁 海塩 塩化カリウム 炭酸カルシウム レシチン L-リジン DL-メチオニン 乾燥ホエー 塩化コリン チーズ 乾燥乳酸桿菌発酵産出物ユッカ シディジェラ抽出物ガーリック塩 ビタミンE補助物ミネラルオイル アスコルビン酸 ナイアシン補助物天然乾燥海藻 d-カルシウムパントテン酸塩リボフラビン補助物ビオチン ビタミンB12補助物チアミン硝酸塩 ビタミンA酢酸塩塩酸ピリドキシンクエン酸 ビタミンD3補助物葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 タンパク質含有亜鉛タンパク質含有鉄硫酸銅 酸化亜鉛 硫酸マンガン タンパク質含有マンガンタンパク質含有銅酸化マンガン セレン ヨウ素酸カルシウム

ブラックウッド 2000 チキンミール コーン 玄米 チキン脂肪（天然配合トコフェロールで保存）オート麦 乾燥てんさい ニシンミール 乾燥ビール酵母 亜麻仁 天然香味料 小麦胚芽 卵製品 レシチン 塩化カリウム 海塩 炭酸カルシウム チーズ ＤＬ－メチオニン乾燥ホエー 乾燥乳酸桿菌発酵産出物L-リジン アスコルビン酸 ガーリック塩 ユッカ シディジェラ抽出物ビタミンE補助物ミネラルオイル ナイアシン補助物天然乾燥海藻 d-カルシウムパントテン酸塩リボフラビン補助物ビオチン ビタミンB12補助物チアミン硝酸塩 ビタミンA酢酸塩塩酸ピリドキシンクエン酸 ビタミンD3補助物葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 タンパク質含有亜鉛タンパク質含有鉄硫酸銅 酸化亜鉛 硫酸マンガン タンパク質含有マンガンタンパク質含有銅酸化マンガン セレン ヨウ素酸カルシウム

アカナ アダルト チキンミール スチールカットオーツ骨抜きチキン 丸ごとポテト えんどう豆 鶏レバー 全卵 骨抜きカレイ チキン脂肪 日干しアルファルファニシン油 えんどう豆繊維 丸ごとリンゴ 丸ごと梨 サツマイモ カボチャ バターナッツスクワッシュパースニップ ニンジン ホウレン草 クランベリー ブルーベリー 昆布 チコリー根 ジュニパーベリーアンジェリカルートマリゴールドフラワースイートフェンネルペパーミントリーフラベンダー プレミアムビタミン類とミネラル類

アカナ ライト＆フィット チキンミール スチールカットオーツ骨抜きチキン 丸ごとポテト えんどう豆 えんどう豆繊維 日干しアルファルファ鶏レバー 全卵 骨抜きカレイ チキン脂肪 ニシン油 丸ごとリンゴ 丸ごと梨 サツマイモ カボチャ バターナッツスクワッシュパースニップ ニンジン ホウレン草 クランベリー ブルーベリー 昆布 チコリー根 ジュニパーベリーアンジェリカルートマリゴールドフラワースイートフェンネルペパーミントリーフラベンダー プレミアムビタミン類とミネラル類

ブラックウッド LOW FAT チキンミール 玄米 キビ グレインソルガムオート麦 パール大麦 ニンジン セロリ ビート パセリ レタス クレソン ホウレン草 乾燥てんさい 米ぬか 天然香味料 チキン脂肪（天然ロコフェロールで保存）乾燥ビール酵母 卵製品 ニシンミール 鶏軟骨 炭酸カルシウム 亜麻仁 レシチン 海塩 モノナトリウムリン酸塩DL-メチオニン ニシン油 塩化カリウム L-リジン ローズマリー タイム クミン カラシ種子粉 赤唐辛子 クランベリー アップル カボチャ 海藻 塩化コリン 乾燥乳酸桿菌発酵産出物フラクトオリゴ糖タウリン グルコサミンHCLユッカ シディジェラ抽出物ビタミンE補助物ミネラルオイル アスコルビン酸 ナイアシン補助物天然乾燥海藻 d-カルシウムパントテン酸塩リボフラビン補助物ビオチン ビタミンB12補助物チアミン硝酸塩 ビタミンA酢酸塩塩酸ピリドキシンクエン酸 ビタミンD3補助物葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 タンパク質含有亜鉛タンパク質含有鉄硫酸銅 酸化亜鉛

アボ・ダーム プラス チキンミール 玄米 米粉 鶏脂肪 米糠 ニシン粉 亜麻仁 アボカドオイル アボカドミール 乾燥昆布 乾燥アルファルファミールレシチン ローズマリーエキスセージエキス 塩化カリウム 第二リン酸カルシウム炭酸カルシウム 塩化コリン 酸化亜鉛 アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 ビタミンA ビタミンD３ 酸化マンガン ビタミンE ビタミンB12 硫酸銅 アミノ酸マンガンキレートアミノ酸銅キレートビタミンB2 ナイアシン パントテン酸カルシウム葉酸 ビタミンB6 ビタミンB1 ビオチン ヨウ素酸カルシウム亜セレン酸ナトリウム炭酸コバルト 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物

アボ・ダーム シニア チキンミール 玄米粉 米粉 オートミール 米糠 鶏脂肪 アボカドミール トマト繊維 亜麻仁 鶏軟骨（コンドロイチングルコサミン源）アルファルファミールナチュラルフレーバーオート麦糠 にんじん ニシン粉 塩 塩化カリウム ビタミン（塩化コリンビタミンE ナイアシン パントテン酸カルシウムビタミンA ビタミンC ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 ビタミンD３ ビオチン 葉酸) ミネラル（硫酸亜鉛アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 硫酸マンガン アミノ酸マンガンキレート硫酸銅 アミノ酸銅キレート亜セレン酸ナトリウムヨウ素酸カルシウム）海草 アボカドオイル レシチン ローズマリーエキスセージエキス パイナップル 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物

カリフォルニアナチュラル　グレインフリー・チキンチキン粉 エンドウマメ エンドウマメ繊維鶏脂肪 サンフラワーオイル天然香料 塩化カリウム 塩 ミネラル類(亜鉛鉄 銅 マンガン ヨウ素酸カルシウムビタミン類(Ｅ 塩酸ベタイン ナイアシン 硝酸チアミン パントテン酸カルシウムＡ Ｄ3 ビオチン リボフラビン β-カロテン Ｂ12 塩酸ピリドキシン葉酸) 酸化防止剤(ミックストコフェロール)

ブラックウッド 5000 ナマズミール パール大麦 キビ オート麦 グレインソルガムキャノーラ油 チキンミール 乾燥てんさい 天然香味料 亜麻仁 レシチン ニンジン セロリ ビート パセリ レタス クレソン ホウレン草 海塩 炭酸カルシウム 塩化カリウム DL-メチオニン L-リジン チーズ ユッカ シディジェラ抽出物乾燥乳酸桿菌発酵産出物ガーリック塩 ビタミンE補助物ミネラルオイル アスコルビン酸 ナイアシン補助物天然乾燥海藻 d-カルシウムパントテン酸塩リボフラビン補助物ビオチン ビタミンB12補助物チアミン硝酸塩 ビタミンA酢酸塩塩酸ピリドキシンクエン酸 ビタミンD3補助物葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 タンパク質含有亜鉛タンパク質含有鉄硫酸銅 酸化亜鉛 硫酸マンガン タンパク質含有マンガンタンパク質含有銅酸化マンガン セレン ヨウ素酸カルシウム

ティンバーウルフ オーシャンブルー・プラチナム ニシン サーモン 乾燥サーモン ヒヨコマメ 海魚 乾燥白身魚 サツマイモ オリーブオイル サーモンオイル 乾燥ケルプ 乾燥出芽酵母 ニシンオイル 乾燥アルファルファミールタイム アニス種子 コロハ ニンニク ショウガ マンゴー ブルーベリー クランベリー ニンジン 乾燥セロリ 乾燥パセリ 乾燥レタス 乾燥クレソン 乾燥ホウレン草 レシチン 塩化コリン ミネラル[アミノ酸亜鉛複合体アミノ酸鉄複合体アミノ酸マンガン複合体パントテン酸カルシウムヨウ化カリウム 亜セレン酸ナトリウムビタミン[ビタミンEビタミンB12サプリメントビタミンAアセテートナイアシン（ビタミンビタミンD3サプリメントリボフラビン（ビタミン葉酸 塩酸ピリドキシン（ビタミン塩酸チアミン（ビタミンビオチン（ビタミンクエン酸（ビタミン混合トコフェロール（ビタミンプレバイオティクスプロバイオティクス乾燥ラクトバシラスカゼイ菌乾燥ラクトバシラス乳酸菌乾燥バシラスサブチルス菌パパイン ユッカシジゲラ抽出物βカロチン フラクトオリゴ糖タウリン L-カルニチン DL-メチオニン レモンジュース ローズマリー抽出物（天然保存料）

ティンバーウルフ ブラックフォレスト・プラチナム ベニソン（鹿肉）ラム 白身魚 サツマイモ サーモン サーモンオイル カボチャ グリーンピース 亜麻仁 乾燥ケルプ 出芽酵母 ニシン油 乾燥アルファルファミール乾燥イチジク タイム シナモン粉 ニンニク ヒマワリ種子 トマト リンゴ ブルーベリー クランベリー ニンジン 乾燥セロリ 乾燥ビーツ 乾燥パセリ 乾燥クレソン 乾燥ホウレン草 レシチン 塩化コリン ミネラル[アミノ酸亜鉛複合体アミノ酸鉄複合体アミノ酸マンガン複合体パントテン酸カルシウムヨウ化カリウム 亜セレン酸ナトリウムビタミン[ビタミンEビタミンB12サプリメントビタミンAアセテートナイアシン（ビタミンリボフラビン（ビタミン葉酸 塩酸ピリドキシン（ビタミン塩酸チアミン（ビタミンビオチン（ビタミンクエン酸（ビタミン混合トコフェロール（ビタミンプレバイオティクスプロバイオティクス乾燥ラクトバシラスカゼイ菌乾燥ラクトバシラス乳酸菌乾燥バシラスサブチルス菌ユッカシジゲラ抽出物βカロチン フラクトオリゴ糖類タウリン L-カルニチン DL-メチオニン ローズマリー抽出物（天然保存料）

リーガル　ベニソンバイツ ベニソン（鹿肉）ミールモロコシ（ミロ）玄米 全粒殻剥き丸麦 オートミール 乾燥ビートパルプ鶏脂肪（混合トコフェロール〈ビタミンＥ〉にて自然保存）ナチュラルフレーバー全粒フラックスシードレシチン キャノーラ油 Ｌ－リジン 海塩 DLメチオニン 塩化コリン 一塩基ナトリウムリン酸塩プロピオン酸 ユッカ シデゲラ抽出物 乾燥アシドフィルス乳酸菌発酵物グルコサミン アスコルビン酸 オーガニックケルプ炭酸カルシウム ビタミンＥ ナイアシン ｄ－パントテン酸カルシウムリボフラビン（ビタミンＢビオチン ビタミンＢ12 チアミン単硝酸塩（ビタミンＢビタミンＡ酢酸塩ピリドキシンハイドロ塩化物（ビタミンＢクエン酸 ビタミンＤ3 葉酸 塩化カリウム 硫酸鉄 硫酸亜鉛 亜鉛蛋白質 鉄蛋白質 硫酸銅 酸化亜鉛 硫酸マンガン マンガン蛋白質 銅蛋白質 マンガン酸化物 亜セレン酸ナトリウムカルシウムヨウ素酸塩

カリフォルニアナチュラル　グレインフリー・ベニソンベニソン（鹿肉）粉エンドウマメ ポテト サンフラワーオイルエンドウマメ繊維天然香料 塩化カリウム ミネラル類(亜鉛鉄 銅 マンガン ヨウ素酸カルシウムビタミン類(Ｅ 塩酸ベタイン ナイアシン 硝酸チアミン パントテン酸カルシウムＡ Ｄ3 ビオチン リボフラビン β-カロテン Ｂ12 塩酸ピリドキシン葉酸) タウリン 酸化防止剤(ミックストコフェロール)

ブラックウッド 3000 ラムミール 玄米 チキンミール キビ グレインソルガムオート麦 チキン脂肪（天然配合トコフェロールデクエン酸で保存）乾燥てんさい ニンジン セロリ ビート パセリ レタス クレソン ホウレン草 トマト絞りかす ニシンミール モノナトリウムリン酸塩レシチンキャノーラ油ＤＬ－メチオニン塩化カリウム ニシン油 塩化コリン Ｌ－リジン 乾燥連鎖球菌発酵産出物ガーリック油 ユッカ シディジェラ抽出物炭酸カルシウム ビタミンＥ補助物ミネラルオイル アスコルビン酸 ナイアシン補助物天然乾燥海藻 ｄ－カルシウムパントテン酸塩リボフラビン補助物ビオチン ビタミンＢ12補助物チアミン硝酸塩 ビタミンＡ酢酸塩塩酸ピリドキシンクエン酸 ビタミンD3補助物葉酸 硫酸鉄 硫酸亜鉛 タンパク質含有亜鉛タンパク質含有鉄硫酸銅 酸化亜鉛 硫酸マンガン タンパク質含有マンガンタンパク質含有銅酸化マンガン セレン ヨウ素酸カルシウム

ナチュラルバランス　リデュースカロリー 玄米 新鮮なチキン 新鮮なダック肉 ラムミール（乾燥肉）オートミール 大麦 ポテト ニンジン ポテトファイバーチキンミール（乾燥肉）鶏脂肪（天然混合トコフェロールで酸化防止）自然風味 キャノーラオイルビールイースト サーモンミール サーモンオイル 亜麻仁 塩化カリウム 塩化コリン タウリン ほうれん草 パセリフレーク クランベリー リジン L-カルニチン ユッカ ケルプ ビタミンE 鉄蛋白 亜鉛蛋白 銅蛋白 硫酸鉄 硫酸亜鉛 硫酸銅 ヨウ化カリウム 一硝酸チアミン（ビタミンマンガン蛋白 酸化マンガン アスコルビン酸 ビタミンA ビオチン D-カルシュウムパントテン酸塩硫酸マンガン ピリドキシン塩酸塩（ビタミンビタミンB12 リボフラビン（ビタミンビタミンD3 葉酸（ビタミンB）

アボ・ダーム ライト 玄米粉 米粉 チキンミール 米糠 オートミール アボカドミール トマト繊維 ナチュラルフレーバーアルファルファミールえんどう豆蛋白 鶏脂肪 亜麻仁 塩 塩化カリウム 海草 ビタミン（塩化コリンビタミンE ナイアシン パントテン酸カルシウムビタミンA ビタミンC ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 ビタミンD３ ビオチン 葉酸) ミネラル（硫酸亜鉛アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 硫酸マンガン アミノ酸マンガンキレート硫酸銅 アミノ酸銅キレート亜セレン酸ナトリウムヨウ素酸カルシウム）アボカドオイル レシチン ローズマリーエキスセージエキス パイナップル 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物

ナチュラルバランス　スウィートポテト＆フィッシュ新鮮なスウィートポテト新鮮なサーモン サーモンミール キャノーラオイル(ポテトファイバー自然風味 サーモンオイル 亜麻仁 塩化カリウム 塩化コリン 天然混合トコフェノールタウリン ビタミンE 鉄蛋白 亜鉛蛋白 銅蛋白 硫酸鉄 硫酸亜鉛 硫酸銅 ヨウ化カリウム 一硝酸チアミン（ビタミンマンガン蛋白 酸化マンガン アスコルビン酸 ビタミンA ビオチン D-カルシウムパントテン酸塩硫酸マンガン ピリドキシン塩酸塩（ビタミンビタミンB12 リボフラビン（ビタミンビタミンD3 葉酸（ビタミンB）

ナチュラルバランス　ウルトラプレミアム 新鮮なチキン 玄米 ラムミール（乾燥肉）オートミール 大麦 新鮮なダック肉 ポテト ニンジン 鶏脂肪（天然混合トコフェロールで酸化防止）トマト 自然風味 キャノーラオイルビールイースト サーモンミール サーモンオイル 亜麻二 塩化カリウム 塩化コリン タウリン 天然混合トコフェロールほうれん草 パセリフレーク クランベリー リジン L-カルニチン ユッカ ケルプ ビタミンE 鉄蛋白 亜鉛蛋白 銅蛋白 硫酸鉄 硫酸亜鉛 硫酸銅 ヨウ化カリウム 一硝酸チアミン（ビタミンマンガン蛋白 酸化マンガン アスコルビン酸 ビタミンA ビオチン D-カルシウムパントテン酸塩硫酸マンガン ピリドキシン塩酸塩（ビタミンビタミンB12 リボフラビン（ビタミンビタミンD 葉酸（ビタミンB）

ナチュラルバランス　ポテト＆ダック 新鮮なポテト 新鮮なダック肉 キャノーラオイル（天然混合トコフェロールで酸化防止）ポテトファイバー自然風味 サーモンオイル 亜麻仁 塩化カリウム 塩化コリン タウリン 天然混合トコフェロールL-カルニチン ユッカ ビタミン E 鉄蛋白 亜鉛蛋白 銅蛋白 硫酸鉄 硫酸亜鉛 硫酸銅 ヨウ化カリウム 一硝酸チアミン（ビタミンマンガン蛋白 酸化マンガン アスコルビン酸 ビタミンA ビオチン D-カルシウムパントテン酸塩硫酸マンガン ピリドキシン塩酸塩（ビタミンビタミンB12 リボフラビン（ビタミンビタミンD3 葉酸（ビタミンB）

オリジン　6フィッシュドッグ 新鮮丸ごとサーモン 新鮮丸ごとニシン 乾燥サーモン  乾燥ニシン  乾燥タラ  新鮮丸ごとカレイ 新鮮骨なしウォールアイ 新鮮骨なしノーザンパイク 新鮮骨なしレイクホワイトフィッシュ サーモン油  ニシン油  ひよこ豆  赤レンズ豆  緑レンズ豆  グリンピース  えんどう豆繊維  キャノーラ油  日干しアルファルファ ヤムイモ  カボチャ  バターナッツスクワッシュ ホウレン草  ニンジン  レッドデリシャスアップル バートレット梨  クランベリー  ブルーベリー  昆布  甘草  アンジェリカルート コロハ  マリーゴールドフラワー スイートフェンネル ペパーミントリーフ カモミール  タンポポ  サマーセイボリー ローズマリー  ビタミンA  ビタミンＤ３  ビタミンＥ  ナイアシン  リボフラビン  葉酸  ビオチン  ビタミンＢ１２  亜鉛  鉄  マンガン  銅  セレン  発酵乾燥腸球菌フェシウム

オリジン　アダルト 新鮮骨なしチキン 乾燥チキン  新鮮チキンレバー 新鮮丸ごとニシン 新鮮骨なしターキー 乾燥ターキー  新鮮チキンレバー 新鮮全卵  新鮮骨なしウォールアイ 新鮮丸ごとサーモン 新鮮鶏ハツ  鶏軟骨  乾燥ニシン  乾燥サーモン  鶏レバー油  赤レンズ豆  グリンピース  緑レンズ豆  日干しアルファルファ ヤムイモ  えんどう豆繊維  ひよこ豆  カボチャ  バターナッツスクワッシュ ホウレン草  ニンジン  レッドデリシャスアップル バートレット梨  クランベリー  ブルーベリー  昆布  甘草  アンジェリカルート コロハ  マリーゴールドフラワー スイートフェンネル ペパーミントリーフ カモミール  タンポポ  サマーセイボリー ローズマリー  ビタミンA  ビタミンＤ３  ビタミンＥ  ナイアシン  リボフラビン  葉酸  ビオチン  ビタミンＢ１２  亜鉛  鉄  マンガン  銅  セレン  発酵乾燥腸球菌フェシウム 

アボ・ダーム オリジナル 全粒小麦粉 ビーフミール 米粉 亜麻仁 アボカドミール 鶏脂肪 トマト繊維 アルファルファミールナチュラルフレーバー塩 塩化カリウム ビタミン（塩化コリンビタミンE ナイアシン パントテン酸カルシウムビタミンA ビタミンC ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 ビタミンD３ ビオチン 葉酸） ミネラル（硫酸亜鉛アミノ酸亜鉛キレート硫酸鉄 硫酸マンガン アミノ酸マンガンキレート硫酸銅 アミノ酸銅キレート亜セレン酸ナトリウムヨウ素酸カルシウム）海草 アボガドオイル ニシン粉 レシチン パイナップル 納豆菌発酵抽出物アスペルギルス オリゼー発酵抽出物


