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【総合栄養食】
犬用 総合栄養食 VETERINARY HPM アダルト 2kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、動物性油脂、

肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、

えんどう豆、加水分解肉類（豚および家

えんどう豆、加水分解肉類（豚および家

禽）
、ポテトスターチ、リグノセルロー

禽）、ポテトスターチ、リグノセルロー

ス、豆鞘（そら豆）
、ミネラルソルト（ト

ス、豆鞘（そら豆）
、リンシード、ビート

リポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、

パルプ、サイリウム（Plantago(L.)

塩化ナトリウム）
、リンシード、ビートパ

spp.）
、ベントナイト、フラクトオリゴ

ルプ、フラクトオリゴ糖、サイリウム

糖、ビール酵母（β-グルカン）
、乳酸菌

(Plantago(L.) spp.)、ビール酵母（β-グ

（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）
、

ルカン）
、ベントナイト、DL-メチオニン、

コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（ト

ビタミン類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、

リポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、

B6、B9、B12）
、塩化コリン、ミネラル類

塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミ

（Zn、Fe、Cu、I）
、L-カルニチン、酸化防

ノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、

止剤（BHA）
、乳酸菌（ラクトバチルス・ア

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル

シドフィルス菌）
、コンドロイチン硫酸

ニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類
（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

犬用 総合栄養食 VETERINARY HPM シニア 2kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、加水分解肉類

肉類（豚および家禽）、米、加水分解肉類

（豚および家禽）
、リグノセルロース、豆

（豚および家禽）、豆鞘（そら豆）、リグノ

鞘（そら豆）
、えんどう豆、動物性油脂、

セルロース、えんどう豆、動物性油脂、ポ

ポテトスターチ、ミネラルソルト（塩化カ

テトスターチ、リンシード、ビートパル

リウム、炭酸カルシウム、トリポリリン酸

プ、魚油、ベントナイト、フラクトオリゴ

ナトリウム、塩化ナトリウム）
、リンシー

糖、サイリウム（Plantago(L.) spp.）、ビ

ド、ビートパルプ、魚油、フラクトオリゴ

ール酵母（β- グルカン）
、キトサン（加

糖、サイリウム(Plantago(L.) spp.)、ビ

水分解甲殻類）
、乳酸菌（ラクトバチル

ール酵母（β-グルカン）
、ベントナイト、

ス・アシドフィルス菌）
、コンドロイチン

ビタミン類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、

硫酸、ミネラルソルト（塩化カリウム、炭

B6、B9、B12）
、塩化コリン、ミネラル類

酸カルシウム、トリポリリン酸ナトリウ

（Zn、Fe、Cu、I）
、キトサン（加水分解甲

ム、塩化ナトリウム）、ビタミン類および
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殻類）
、L-カルニチン、酸化防止剤

アミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、

（BHA）
、乳酸菌（ラクトバチルス・アシド

B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-

フィルス菌）
、コンドロイチン硫酸

カルニチン）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、
I）、酸化防止剤（BHA）

犬用 総合栄養食 VETERINARY HPM シニアニュータード 2kg


原材料表示順序の変更および DL-メチオニンの削除

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、加水分解肉類

肉類（豚および家禽）、米、加水分解肉類

（豚および家禽）
、リグノセルロース、豆

（豚および家禽）、豆鞘（そら豆）、リグノ

鞘（そら豆）
、えんどう豆、動物性油脂、

セルロース、えんどう豆、動物性油脂、ポ

ポテトスターチ、ミネラルソルト（塩化カ

テトスターチ、リンシード、ビートパル

リウム、炭酸カルシウム、トリポリリン酸

プ、魚油、ベントナイト、フラクトオリゴ

ナトリウム、塩化ナトリウム）
、リンシー

糖、サイリウム（Plantago(L.) spp.）、ビ

ド、ビートパルプ、魚油、フラクトオリゴ

ール酵母（β-グルカン）
、キトサン（加水

糖、サイリウム（Plantago(L.)spp.）
、ビ

分解甲殻類）、乳酸菌（ラクトバチルス・

ール酵母（β-グルカン）
、DL-メチオニ

アシドフィルス菌）
、コンドロイチン硫

ン、ベントナイト、ビタミン類（A、E、

酸、ミネラルソルト（塩化カリウム、炭酸

D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12）
、塩化

カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、

コリン、ミネラル類（Zn,Fe,Cu,l）
、キト

塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミ

サン（加水分解甲殻類）
、L-カルニチン、

ノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、

酸化防止剤（BHA）
、乳酸菌（ラクトバチル

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル

ス・アシドフィルス菌）
、コンドロイチン

ニチン）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、l）
、

硫酸

酸化防止剤（BHA）

猫用 総合栄養食 VETERINARY HPM サーモンテイスト 2kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

動物性油脂、加水分解肉類（豚および家

動物性油脂、加水分解肉類（豚および家

禽）
、えんどう豆、豆鞘（そら豆）
、乾燥サ

禽）、えんどう豆、豆鞘（そら豆）、乾燥サ

ーモン（タンパク質）
、米、ミネラルソル

ーモン（タンパク質）、米、リグノセルロ

ト（硫酸カルシウム、塩化カリウム、トリ

ース、リンシード、ビートパルプ、ビール

ポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウ

酵母（β-グルカン）
、フラクトオリゴ糖、

ム）
、リグノセルロース、リンシード、ビ

サイリウム（Plantago (L.) spp.）
、ベン

ートパルプ、ビール酵母（β-グルカン）
、

トナイト、キトサン（加水分解甲殻類）
、
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DL-メチオニン、フラクトオリゴ糖、サイ

乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

リウム(Plantago (L.) spp.)、ベントナイ

菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソル

ト、ビタミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、

ト（硫酸カルシウム、塩化カリウム、トリ

B3、B5、B6、B8、B9、B12）
、タウリン、塩

ポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウ

化コリン、キトサン（加水分解甲殻類）
、

ム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、

酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェ

E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、

ロール、ローズマリー抽出液＆パルミチン

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル

酸アスコルビル）
、L-カルニチン、ミネラ

ニチン）、DL-メチオニン、酸化防止剤（没

ル類（Zn、Cu、I）
、乳酸菌（ラクトバチル

食子酸プロピル、トコフェロール、ローズ

ス・アシドフィルス菌）
、コンドロイチン

マリー抽出液＆パルミチン酸アスコルビ

硫酸

ル）、ミネラル類（Zn、Cu、I）

猫用 総合栄養食 VETERINARY HPM シニアニュータード 2kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

豆鞘（そら豆）
、動物性油脂、加水分解肉

豆鞘（そら豆）
、動物性油脂、加水分解肉

類（豚および家禽）
、えんどう豆、米、ミ

類（豚および家禽）
、えんどう豆、米、リ

ネラルソルト（塩化カリウム、炭酸カルシ

グノセルロース、ビートパルプ、ビール酵

ウム、硫酸カルシウム、塩化ナトリウム、

母（β-グルカン）、リンシード、魚油、フ

トリポリリン酸ナトリウム）
、リグノセル

ラクトオリゴ糖、サイリウム（Plantago

ロース、ビートパルプ、ビール酵母（β-

(L.) spp.）
、ベントナイト、キトサン（加

グルカン）
、リンシード、魚油、フラクト

水分解甲殻類）
、コンドロイチン硫酸、乳

オリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.)

酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

spp.)、DL-メチオニン、ベントナイト、ビ

菌）、ミネラルソルト（塩化カリウム、硫

タミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、

酸カルシウム、炭酸カルシウム、塩化ナト

B5、B6、B8、B9、B12）
、タウリン、塩化コ

リウム、トリポリリン酸ナトリウム）、ビ

リン、キトサン（加水分解甲殻類）
、酸化

タミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、

防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロー

K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12、

ル、ローズマリー抽出液＆パルミチン酸ア

塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、

スコルビル）
、L-カルニチン、ミネラル類

DL-メチオニン、酸化防止剤（没食子酸プ

（Zn、Cu、I）
、コンドロイチン硫酸、乳酸

ロピル、トコフェロール、ローズマリー抽

菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）

出液＆パルミチン酸アスコルビル）
、ミネ
ラル類（Zn、Cu、I）
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【食事療法食】
犬用 食事療法食 VETERINARY HPM 体重＆糖質制限 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

リグノセルロース、加水分解肉類（豚およ

リグノセルロース、加水分解肉類（豚およ

び家禽）
、豆鞘（そら豆）
、動物性油脂、リ

び家禽）、豆鞘（そら豆）
、動物性油脂、リ

ンシード、ミネラルソルト（塩化カリウ

ンシード、ビートパルプ、ベントナイト、

ム、塩化ナトリウム）
、ビートパルプ、フ

サイリウム（Plantago(L.) spp.）、フラク

ラクトオリゴ糖、サイリウム

トオリゴ糖、ビール酵母（β-グルカン）
、

（Plantago(L.)spp.）
、ビール酵母（β-グ

キトサン（加水分解甲殻類）、乳酸菌（ラ

ルカン）
、ベントナイト、DL-メチオニン、

クトバチルス・アシドフィルス菌）
、コン

ビタミン類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、

ドロイチン硫酸、ミネラルソルト（塩化カ

B6、B8、B9、B12）
、塩化コリン、ミネラル

リウム、塩化ナトリウム）
、ビタミン類お

類（Zn、Fe、Cu、I）
、キトサン（加水分解

よびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、

甲殻類）
、Ｌ-カルニチン、酸化防止剤

B5、B6、B9、B12、塩化コリン、L-カルニ

（BHA）
、乳酸菌（ラクトバチルス・アシド

チン）
、DL-メチオニン、ミネラル類（Zn、

フィルス菌）
、コンドロイチン硫酸

Fe、Cu、I）
、酸化防止剤（BHA）

犬用 食事療法食 VETERINARY HPM 消化器＆栄養補給 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、動物性油脂、

肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、

リグノセルロース、加水分解肉類（豚およ

リグノセルロース、加水分解肉類（豚およ

び家禽）
、ビートパルプ、ミネラルソルト

び家禽）、ビートパルプ、魚油、リンシー

（塩化カリウム、塩化ナトリウム）
、魚

ド、ビール酵母（β-グルカン）
、フラクト

油、リンシード、フラクトオリゴ糖、サイ

オリゴ糖、サイリウム（Plantago(L.)

リウム(Plantago(L.) spp.)、ビール酵母

spp.）
、ベントナイト、酵母ヌクレオチ

（β-グルカン）
、ベントナイト、ビタミン

ド、酪酸塩、乳酸菌（ラクトバチルス・ア

類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、

シドフィルス菌）、ミネラルソルト（塩化

B12）
、塩化コリン、酸化防止剤（BHA、

カリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類

BHT）
、酵母ヌクレオチド、ミネラル類

およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、

（Zn、Fe、Cu、I）
、酪酸塩、乳酸菌（ラク

B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウ

トバチルス・アシドフィルス菌）

リン）
、酸化防止剤（BHA、BHT）
、ミネラル
類（Zn、Fe、Cu、I）
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犬用 食事療法食 VETERINARY HPM 皮膚被毛 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

動物性油脂、加水分解肉類（豚および家

動物性油脂、加水分解肉類（豚および家

禽）
、豆鞘（そら豆）
、えんどう豆、ミネラ

禽）、豆鞘（そら豆）
、えんどう豆、リンシ

ルソルト（塩化カリウム、塩化ナトリウ

ード、ビートパルプ、リグノセルロース、

ム）
、ビートパルプ、リンシード、リグノ

魚油、ひまわり油、ベントナイト、フラク

セルロース、魚油、ひまわり油、フラクト

トオリゴ糖、サイリウム（Plantago(L.)

オリゴ糖、サイリウム(Plantago(L.)

spp.）
、ビール酵母（β-グルカン）
、ボラ

spp.)、ベントナイト、ビール酵母（β-グ

ージシード、乳酸菌（ラクトバチルス・ア

ルカン）
、DL-メチオニン、ボラージシー

シドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、

ド、ビタミン類（A、E、D3、B1、B2、B3、

ミネラルソルト（塩化カリウム、塩化ナト

B5、B6、B9、B12）
、塩化コリン、酸化防止

リウム）、ビタミン類およびアミノ酸類

剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、

（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、

ローズマリー抽出液＆パルミチン酸アスコ

B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチ

ルビル）
、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）
、

ン）、DL-メチオニン、酸化防止剤（没食子

L-カルニチン、乳酸菌（ラクトバチルス・

酸プロピル、トコフェロール、ローズマリ

アシドフィルス菌）
、コンドロイチン硫酸

ー抽出液＆パルミチン酸アスコルビル）
、
ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）

犬用 食事療法食 VETERINARY HPM 加水分解フィッシュ 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

タピオカ、加水分解魚類タンパク、動物性

タピオカ、加水分解魚類タンパク、動物性

油脂、リグノセルロース、加水分解肉類

油脂、リグノセルロース、加水分解肉類

（豚および家禽）
、ビートパルプ、ベント

（豚および家禽）、ビートパルプ、ベント

ナイト、フラクトオリゴ糖、ビール酵母

ナイト、フラクトオリゴ糖、ビール酵母

（β-グルカン）
、脂肪酸（モノグリセリ

（β-グルカン）
、脂肪酸（モノグリセリ

ド、ジグリセリド、トリグリセリド）、乳

ド、ジグリセリド、トリグリセリド）、乳

酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

菌）
、コンドロイチン硫酸、ミネラルソル

菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソル

ト（リン酸二カルシウム、塩化カリウム、

ト（リン酸二カルシウム、塩化カリウム、

炭酸カルシウム）
、ビタミン類およびアミ

炭酸カルシウム）、ビタミン類およびアミ

ノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、

ノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル
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ニチン、DL-メチオニン）
、酸化防止剤

ニチン）、DL-メチオニン、酸化防止剤

（BHA、BHT）
、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、

（BHA、BHT）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、

I）

I）

犬用 食事療法食 VETERINARY HPM 腎臓&リン制限 1kg


給与を避けるべき対象
「銅蓄積性の肝機能障害」を追加



原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

米、肉類（豚および家禽）
、動物性油脂、

米、肉類（豚および家禽）
、動物性油脂、

えんどう豆、ポテトスターチ、豆鞘（そら

えんどう豆、ポテトスターチ、豆鞘（そら

豆）
、ミネラルソルト（炭酸カルシウム、

豆）、加水分解肉類（豚および家禽）
、リグ

塩化カリウム、塩化ナトリウム）
、加水分

ノセルロース、リンシード、ビートパル

解肉類（豚および家禽）
、リグノセルロー

プ、魚油、ベントナイト、フラクトオリゴ

ス、リンシード、ビートパルプ、魚油、フ

糖、ビール酵母（β-グルカン）
、キトサン

ラクトオリゴ糖、ベントナイト、ビール酵

（加水分解甲殻類）
、乳酸菌（ラクトバチ

母（β-グルカン）
、ビタミン類（A、E、

ルス・アシドフィルス菌）
、コンドロイチ

D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12）
、塩化

ン硫酸、ミネラルソルト（炭酸カルシウ

コリン、キトサン（加水分解甲殻類）、酸

ム、塩化カリウム、塩化ナトリウム）、ビ

化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロ

タミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、

ール、ローズマリー抽出液＆パルミチン酸

B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリ

アスコルビル）
、ミネラル類（Zn、Fe、

ン、タウリン、L-カルニチン）
、酸化防止

Cu、I）
、Ｌ-カルニチン、乳酸菌（ラクト

剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、

バチルス・アシドフィルス菌）
、コンドロ

ローズマリー抽出液＆パルミチン酸アスコ

イチン硫酸

ルビル）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）

犬用 食事療法食 VETERINARY HPM ストルバイト&シュウ酸塩結石 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、動物性油脂、

肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、

えんどう豆、加水分解肉類（豚および家

えんどう豆、加水分解肉類（豚および家

禽）
、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、

禽）、ポテトスターチ、リグノセルロー

硫酸カルシウム、塩化カリウム、クエン酸

ス、豆鞘（そら豆）
、ビートパルプ、リン

カリウム）
、ポテトスターチ、リグノセル

シード、魚油、ベントナイト、フラクトオ

ロース、豆鞘（そら豆）
、ビートパルプ、

リゴ糖、サイリウム（Plantago(L.)

リンシード、魚油、DL-メチオニン、フラ

spp.）
、ビール酵母（β-グルカン）
、乳酸
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クトオリゴ糖、サイリウム

菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

(Plantago(L.)spp.)、ビール酵母（β-グ

菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソル

ルカン）
、ベントナイト、ビタミン類（A、

ト（塩化ナトリウム、硫酸カルシウム、塩

E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12）
、

化カリウム、クエン酸カリウム）、DL-メチ

塩化コリン、酸化防止剤（没食子酸プロピ

オニン、ビタミン類およびアミノ酸類

ル、トコフェロール、ローズマリー抽出液

（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、

＆パルミチン酸アスコルビル）
、ミネラル

B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチ

類（Zn、Fe、Cu、I）
、L-カルニチン、乳酸

ン）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、ト

菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

コフェロール、ローズマリー抽出液＆パル

菌）
、コンドロイチン硫酸

ミチン酸アスコルビル）
、ミネラル類
（Zn、Fe、Cu、I）

猫用 食事療法食 VETERINARY HPM ストルバイト＆シュウ酸塩結石 U1 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚およぴ家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

加水分解肉類（豚および家禽）
、動物性油

加水分解肉類（豚および家禽）
、動物性油

脂、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、硫

脂、えんどう豆、米、豆鞘（そら豆）、ビ

酸カルシウム、塩化カリウム、クエン酸カ

ートパルプ、リンシード、ビール酵母（β

リウム）
、えんどう豆、米、豆鞘（そら

-グルカン）
、魚油、リグノセルロース、ベ

豆）
、ビ―トパルプ、リンシード、ビ―ル

ントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウ

酵母（β-グルカン）
、魚油、リグノセルロ

ム （Plantago(L.) spp.）
、キトサン（加

ース、フラクトオリゴ糖、サイリウム

水分解甲殻類）
、コンドロイチン硫酸、乳

(Plantago(L.)spp.）
、ベントナイト、DL-

酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

メチオニン、ビタミン類(A、E、D3、K3、

菌）、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、

B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12)、タウ

硫酸カルシウム、塩化カリウム、クエン酸

リン、塩化コリン、塩化アンモニウム、キ

カリウム）
、ビタミン類およびアミノ酸類

トサン（加水分解甲殻類）
、酸化防止剤

（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、

（没食子酸プロピル、トコフェロール、

B8、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-

ローズマリー抽出液＆パルミチン酸アスコ

カルニチン）、DL-メチオニン、塩化アンモ

ルビル）
、L-カルニチン、ミネラル類(Zn、

ニウム、酸化防止剤（没食子酸プロピル、

Cu、I)、コンドロイチン硫酸、乳酸菌（ラ

トコフェロール、 ローズマリー抽出液＆

クトバチルス・アシドフィルス菌）

パルミチン酸アスコルビル）、ミネラル類
(Zn、Cu、I)
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猫用 食事療法食 VETERINARY HPM ストルバイト＆シュウ酸塩結石 U2 pH メンテナンス 1kg


原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、ポテトスターチ、

肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、

加水分解肉類（豚および家禽）
、動物性油

加水分解肉類（豚および家禽）
、動物性油

脂、豆鞘（そら豆）
、ミネラルソルト（塩

脂、豆鞘（そら豆）
、えんどう豆、リグノ

化ナトリウム、硫酸カルシウム、塩化カリ

セルロース、米、ビートパルプ、リンシー

ウム、クエン酸カリウム）
、えんどう豆、

ド、ビール酵母（β-グルカン）
、フラクト

リグノセルロース、米、ビートパルプ、リ

オリゴ糖、サイリウム （Plantago(L.)

ンシード、ビール酵母（β-グルカン）、

spp.）
、ベントナイト、キトサン（加水分

DL-メチオニン、フラクトオリゴ糖、サイ

解甲殻類）
、コンドロイチン硫酸、乳酸菌

リウム (Plantago(L.)spp.）
、ベントナイ

（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）
、

ト、ビタミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、

ミネラルソルト（塩化ナトリウム、硫酸カ

B3、B5、B6、B8、B9、B12）
、タウリン、塩

ルシウム、塩化カリウム、クエン酸カリウ

化コリン、キトサン（加水分解甲殻類）
、

ム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、

酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェ

E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、

ロール、ローズマリー抽出液＆パルミチン

B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カル

酸アスコルビル）
、L-カルニチン、ミネラ

ニチン）、DL-メチオニン、酸化防止剤（没

ル類（Zn、Cu、I）
、コンドロイチン硫酸、

食子酸プロピル、トコフェロール、ローズ

乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

マリー抽出液＆パルミチン酸アスコルビ

菌）

ル）、ミネラル類（Zn、Cu、I）

猫用 食事療法食 VETERINARY HPM 腎臓&リン制制限 1kg


給与を避けるべき対象
「銅蓄積性の肝機能障害」を追加



原材料表示順序の変更

旧表示順序

新表示順序

肉類（豚および家禽）
、米、動物性油脂、

肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、

えんどう豆、ポテトスターチ、ミネラルソ

えんどう豆、ポテトスターチ、ポテトプロ

ルト（炭酸カルシウム、塩化カリウム、硫

テイン、加水分解肉類（豚および家禽）
、

酸カルシウム、塩化ナトリウム）
、ポテト

ビートパルプ、リグノセルロース、魚油、

プロテイン、加水分解肉類（豚および家

リンシード、ビール酵母（β-グルカン）
、

禽）
、ビートパルプ、リグノセルロース、

フラクトオリゴ糖、ベントナイト、キトサ

魚油、リンシード、ビール酵母（β-グル

ン（加水分解甲殻類）、コンドロイチン硫

カン）
、フラクトオリゴ糖、ベントナイ

酸、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィ

ト、ビタミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、

ルス菌）、ミネラルソルト（炭酸カルシウ
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B3、B5、B6、B8、B9、B12）
、タウリン、塩

ム、塩化カリウム、硫酸カルシウム、塩化

化コリン、キトサン（加水分解甲殻類）
、

ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸

酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェ

類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、

ロール、ローズマリー抽出液＆パルミチン

B8、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-

酸アスコルビル）
、L-カルニチン、ミネラ

カルニチン）、酸化防止剤（没食子酸プロ

ル類（Zn、Cu、I）
、コンドロイチン硫酸、

ピル、トコフェロール、ローズマリー抽出

乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス

液＆パルミチン酸アスコルビル）、ミネラ

菌）

ル類（Zn、Cu、I）

【その他共通変更点】
犬用総合栄養食および犬用体重&糖質制限を除く犬用食事療法食共通変更点


原材料に「タウリン」を追加

犬用・猫用食事療法食共通変更点


特長的な成分の「ベントナイト」含有単位を変更

旧

新

ベントナイト 0.5%

ベントナイト 5g/kg
以上
2022 年 6 月
株式会社ビルバックジャパン

