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健康な体は安全な食事から。

健康に気をつかい、サプリメント・健康補助食品を利用されている方がとても多い世の中。

サプリメントや健康補助食品に頼らずに、

美味しい食事を食べて健康な体づくりを目指してみませんか？

体は食事から作られています。

今一度自分の食生活を見直してみませんか？

安心・安全・美味しい・使いやすい食材を、
　　　　　　　　　　ペットも一緒に家族みんなで食べてください。

PrimeKS・さかい企画のこだわり

トレサビリティーのわかるものしか取り扱いません。
安全な原材料・確かな工場にて加工処理されたものだけ。

さかい企画は、食品卸売りおよび商品設計・供給を主な仕事としております。
直接生産地から原材料を仕入れ、　商品を企画・販売しておりますので安心安全美味しい食品を提供できます。

品質

新鮮な物を新鮮なうちにお届けいたします。

やはり何よりも鮮度が一番大切です。鮮度の良し悪しが全ての食品ですから、何よりも鮮度にこだわっています。
包装形態も鮮度が落ちないために配慮しております。

鮮度

生産工場・漁港・産地から直送なので
販売コストの削減も可能なのです。

一人でも多くの皆さんに美味しいもの、安全なものをお届けするために、価格にも妥協をしません。
皆さんがお買い物しやすい価格をめざしております。

価格

自分の健康・家族の健康・ペットの健康の為に
一人でも多くの方に、

本当の素材の旨み・美味しさを
味わっていただけるような食材を
提供していきたいと思います。

ポリシー
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。主食

健康一番： ペットたちの健康維持を第一に考えた「安心手作りごはんの素」！

「忙しく手作りごはんを作れない」
・・・そんな方でも簡単に手作りごはんができないか？と試行錯誤して
出来上がったのが「健康一番」です。
お肉やお魚、お好みで野菜をトッピングしてお湯を注げば、
我が子に合ったご飯がアッ！という間にできあがり！
お湯を注いでふわっと上がった香りに急いで寄ってくる子たちを見ると、
私たちも嬉しくなっちゃいます！

ケイズマイスター（植物発酵酵素）・オメガオイル・ご飯の具・スープ・ふりかけなど
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※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 主食

健康一番DIET：本気でやせる手作りごはん！

1565 252円（30g）
1447 3,520円（30g × 16袋）
1474 880円（110g）
1542 3,520円（570g）

（オメガ3オイル6粒プレゼント）
1730 12,320円（2280g）

（オメガ3オイル24粒プレゼント）
3042 31,839円（2280g ×3袋）

（オメガ3オイル72粒プレゼント）
3043 49,356円（2280g ×5袋）

（オメガ3オイル120粒プレゼント）
3044 3,942円（フィッシュ健康家族）

（570g + オメガ3フィッシュオイル12粒セット）
3046 15,594円（フィッシュ健康家族）

（2280g + オメガ3フィッシュオイル120粒セット）
3045 3,942円（えごま健康家族）

（570g + オメガ3えごまオイル12粒セット）
3047 15,594円（えごま健康家族）

（2280g + オメガ3えごまオイル120粒セット）

健康一番

1600 3,520円（460g + オメガ3オイル6粒）
1481 12,900円（460g×4袋 + オメガ3オイル24粒）
3048 36,063円（460g×12袋 + オメガ3オイル72粒）
3049 52,394円（460g×20袋 + オメガ3オイル120粒）

健康一番DIET

402kcal/100g

372kcal/100g

健康一番ダイエットには、抗酸化作用の強い不飽和脂
肪酸のなかでもオメガ3脂肪酸を豊富に含むえごまが入
っています。
えごま油には、体でつくれない必要不可欠な油n-3 系
必須脂肪酸オメガ 3 であるα- リノレン酸がゴマの
100倍も豊富に含まれています。 皮膚にトラブルが出や
すかったり腫瘍がある場合、あるいは予防においても最
高のオイルです。 
ペット達の健康の強い味方になることでしょう。
お野菜たっぷりなので、しっかり食べてもカロリー控え
め。穀物不使用なので、穀物アレルギーの子にもオスス
メです！

肥満・心臓・腎臓など、様々なトラブルをサポート！

ワンポイントアドバイス

カロリーを抑えるため、健康一番とお肉類をそれぞ
れ 1～2割減らします。その分野菜を増やしてもよい
です。また、疾病や体質改善を考えた場合、上記レシ
ピに使うお肉類を変えたり、体質に合った野菜を加
えることをお薦めします。

肥満気味、
運動量の減った

老犬

カロリーを抑えるため、健康一番とお肉類をそれぞ
れ 1～2割減らします。その分野菜を増やしてもよい
です。また、疾病や体質改善を考えた場合、上記レシ
ピに使うお肉類を変えたり、体質に合った野菜を加
えることをお薦めします。

成長期の場合

これは腸内の菌交代現象による場合が多いですので
様子をみていただいて結構です。早い子では 2～3
日、遅い子では 1週間～2週間程度症状が続く場合
があります。
その子により症状は様々ですが、体臭がひどくなっ
たり、目やにが出たり、痒がったり様々な変化は、排
毒が始まった証拠です。
体内に溜め込んできた毒素が排出され体質が改善さ
れていきます。体質改善や免疫力強化は蓄積された
毒素を十分に排毒させてあげることが大切です。

便がゆるく
なったり、症状が
悪化した場合

内臓に含まれる鉄、銅などのミネラルは、体を正常に
維持するため不可欠なものです。欠乏すると様々な
障害や病気の原因となる場合があります。

週に一度は
内臓を
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。主食

3050 2,003円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 鶏肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3051 2,323円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 馬肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3052 2,243円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 牛肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3055 2,363円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 鮭30g×2・ケイズマイスター30g×1）

簡単手作りごはんセット

3359 1,823円（健康一番DIET 30g×2袋・鶏御膳 50g×2袋・ケイズマイスター30g×1袋）
3360 1,868円（健康一番DIET 30g×2袋・馬御膳 50g×2袋・ケイズマイスター30g×1袋）
3361 1,958円（健康一番DIET 30g×2袋・鹿御膳 50g×2袋・ケイズマイスター30g×1袋）
3362 2,093円（健康一番DIET 30g×2袋・カンガルー御膳 50g×2袋・ケイズマイスター30g×1袋）

《ダイエット》簡単手作りごはんセット

プライムライス・発芽玄米

330kcal/100g

チャック付き袋で保存しや
すい！ドライタイプなので、
普通のお米と同じように扱
えます。

1411 905円（1kg）
発芽玄米

59.1kcal/1 枚

1417 153円（1枚）
1407 680円（5枚）
1408 4,000円（30枚）

18,000円（30枚×5箱）

プライムライス

健康一番30g×2袋

手作りごはんの具30g×2袋

ケイズマイスター30g×1袋

【セット内容】

健康一番30g×2袋

特選 御膳50g×2袋

ケイズマイスター30g×1袋

【セット内容】

30秒でで
きる！

お湯を注
ぐだけの

簡単手作
りごはん

セット

3057 2,003円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 いわし30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3054 2,723円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 ラム肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3053 2,195円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 鹿肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3277 2,195円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 カンガルー肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3278 2,603円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 なまず30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3280 2,203円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 豚のこころ30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3279 2,443円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 まんだい30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3281 2,323円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 牛のこころ30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3283 2,083円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 豚肉30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3282 2,323円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 青物三昧30g×2・ケイズマイスター30g×1）

3113

3367 2,571円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 まぐろ30g×2・ケイズマイスター30g×1）
3368 2,323円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 たら20g×2・ケイズマイスター30g×1）
3369 2,243円（健康一番30g×2・手作りごはんの具 うずら30g×2・ケイズマイスター30g×1）

お湯をかけると約 120g のお粥ができあがります。
そのまま食べれば、飼い主さんとわんちゃん・ねこち
ゃんのおやつにも！好みのトッピングでどうぞ！原料
は発芽玄米100% ！
また、外出や災害時の携帯食にも利用できます。

簡単手作りごはん
腎臓ケアセット

3451 3,218円

【セット内容】健康一番ダイエット30g ×2
、食欲向上パウダー 鶏肉 30g ×2、ケイズ
マイスター30g ×1、オメガ3フィッシュオ
イル EPA+DHA【6粒】×1

腎臓サポート

簡単手作りごはん
心臓ケアセット

3452 3,758円

【セット内容】健康一番ダイエット30g ×2
、食欲向上パウダー 牛のこころ 30g ×2、
ケイズマイスター30g ×1、オメガ3フィッ
シュオイル EPA+DHA【6粒】×1

心臓サポート

発芽玄米には、心臓病を防ぐマグネシウム、血圧降下に役立つカリウム、丈夫な骨を作
るカルシウム、生殖機能の低下や動脈硬化を防ぐ亜鉛・貧血防止に欠かせない鉄など、
様々なミネラルが含まれています。また、発芽玄米のギャバは、感情を穏やかにし、不
安やイライラ予防にもとても効果があります。更に発芽玄米のイノシトールは、皮膚・
毛にとても効果があり、毛づやをよくし、皮膚病、アトピーなどの湿疹予防にも効果が
見られます。低カロリーで食物繊維たっぷりだからダイエットにもオススメです。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 主食

HappyLove：これだけでOK！なドライフード

人と同じ原材料だけでつくられた、安心安全なドライフードです！
原材料は全て国内産。
長期無薬飼育鶏のささみを30％使用し、
無添加・無香料・保存料もゼロ。
練りこむ際に使用する油は富山県産の菜種油だけ。
さらに消化吸収免疫力強化の効果抜群のケイズマイスターも
たっぷり使用しています。
バランス良い手作りご飯をそのままギュッと一粒にまとめました。

403kcal/100g

3423 366円（50g）
3424 2,400円（50g×7袋）
3425 2,400円（400g）
3426 4,560円（1000g）
3427 8,280円（2000g）
3428 18,240円（5000g）

ＨappyLove

【材料】
・HappyLove…適量
・水…約１００ｃc
・やみつき手羽先…１本

・プチトマト…３個
・ケイズマイスター…適量

【作り方】
1. 器に手羽先とプチトマト（ハサミで半分にカット）、
　 水をいれる。
2. ラップをふわっとかけて電子レンジで加熱調理。
　 ６００Ｗで約２分。
3. トマトが柔らかくなり、手羽先からいいダシが！
4. 骨をとって（すぐ取れます）ほぐせばスープの完成☆
5. フードをいれた器に４をスープごとたっぷりかけ、
　 ケイズマイスターを振りかけたら完成☆

★Ｈapp y L o v eの原材料は粉ではありませんので、
どうしても硬くなります。お湯をかけてもふやけません
。中身がぎっしり詰まっている証拠でもあります。
乾燥させただけで脂肪分も少ないので、スープと時々お
好みのオイルを小さじ1杯程度かけると食べやすくなりま
す。ドライフードは水分が不足しがちなので、しっかり
補ってあげてくださいね！

国産原材料100%

長期無薬飼育鶏使用

無添加・無香料・保存料ゼロ
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。主食

わんちゃん、猫ちゃんは日頃あまり水を飲みません。

「水分不足にならない為に水を飲ませましょう！」
そんな事を思っても、水ってそんなに飲めません。
体の中の水分が不足してしまうと、あらゆる病気を併発してしまいます。

お肉やお野菜を茹でたお湯を一緒にフードにかけるだけで、
ご飯でしっかり水分を「食べる」ことができます。
ドライフードをあげる時は、水分が不足しないよう気にかけてあげてくださいね！

ドライフードは水分不足に要注意！

シニアや関節の弱い子のサポートを強化！パピーも食べやすい！
ペットたちの「健康」と「長生き」を支える、健康サポート食です。
膝・腰・関節の健康維持や整腸作用に効果があり、皮膚皮毛を整えます！

長寿一番：みんな食べやすい「麺」のフード

人気商品 シニアにパピーに

馬肉 ( 熊本県直送 )・鹿肉 ( 北海道産 )・鶏
肉 ( 長崎県産 )・鮭（北海道産）・玄米 (福岡
県産 )・丸麦・はだか麦・大麦 ( 北海道産 )・
米ぬか ( 北海道産 )・おから ( 遺伝子組み換
えでない )( 熊本県産 )・大根葉 ( 熊本県産 )
・卵殻カルシウム・ヨクイニン・グルコサ
ミン・コラーゲン・ハーブ(ジンジャー・シ
ルバーバイン・ヨブスディアス )・ビール酵
母・ヒアルロン酸
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※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 主食

409.9kcal/100g 長崎県産長期無薬飼育鶏を
使用しました。鶏肉好きに
はたまらない美味しさです。

栄養満点！北海道産の鮭を
使用しました。わんちゃん
も猫ちゃんも大好き！

熊本県直送馬肉を使用しま
した。アレルギーの子も安
心です。

心です。

1119 378円（43g）
1130 3,840円（800g）
1134 6,960円（1650g）
1138 15,360円（4000g）
1186 4,922円（43g×14袋）

長寿一番 鶏

420kcal/100g

381.4kcal/100g

378.9kcal/100g

1526
1528
1529
1533
1527

長寿一番 鮭

1120 420円（43g）
1131 4,560円（800g）
1135 8,640円（1650g）
1139 18,240円（4000g）
1188 5,468円（43g×14袋）

長寿一番 馬

1121 420円（43g）
1132 4,560円（800g）
1136 8,640円（1650g）
1140 18,240円（4000g）
1187 5,468円（43g×14袋）

長寿一番 鹿

北海道の蝦夷鹿を使用しま
した。アレルギーの子も安

378円（43g）
3,840円（800g）
6,960円（1650g）
15,360円（4000g）
4,922円（43g×14袋）

オーストラリア産感がリー
を使用。ダイエットに最適
なお肉です。心臓病にも◎！

392kcal/100g

3118
3119
3120
3121
3122

長寿一番 カンガルー
420円（43g）
4,560円（800g）
8,640円（1650g）
18,240円（4000g）
5,468円（43g×14袋）

424kcal/100g

3386
3389
3390
3391
3387

長寿一番 青物三昧
420円（43g）
4,560円（800g）
8,640円（1650g）
18,240円（4000g）
5,468円（43g×14袋）

1123 432円（40g）
1189 5,443円（40g×14袋）
3226 4,800円（750g）

長寿一番 プレミアム

長寿一番を全種類ミックス
しました！色々な味が楽し
めてお買い得！

EPA・DHAが豊富なアジ・
サバ・イワシを使用。カルシ
ウム補給に最適！

はじめてセット お試しパ
ックはじめてセットはじめてセット

ドライフード はじめてセット3496

2,004円
ヒアルロン酸・グルコサミン・コラーゲン配合「長寿一番」と、長
期無薬飼育鶏のささみを30％使用「Happy Love」の安心安全の
無添加国産ドライフードセット！

（長寿一番 / 鶏 43g・馬 43g・カンガルー 43g・鮭 43g）
 ＋ Happy Love 50g
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。サプリ

サプリメント

人気商品

13種類のきのこエキス
1434 1,200円（50ml）

25kcal/1 本

13 種類のきのこを特別な方
法で大切な部分のみエキスと
して抽出いたしました！
ガン予防・滋養強壮・免疫力
強化・食が細い方・病中病後
で体力回復が必要な時などに
オススメです。
やや草木の香りがする程度で、
ほとんど無味・無臭に近く、
飲みやすくなっています。

人気商品

植物エキス
1433 3,800円（50ml）

111kcal/100g

「ケイズマイスター」の原液タ
イプ。約 65 種類の野菜・薬
草を主原料に使い発酵させま
した。
液体なので体に素早く吸収し
やすく、ご飯がたべられない
子にも無理なく飲ませてあげ
る事ができます。
そのまま飲んだり、水や牛乳
と混ぜたり、ご飯に混ぜてご
利用ください。
風邪の時にも大活躍！

143412 12,000円（12本セット）
※どちらも+100円で給与量を簡単に
計れる便利なシリンジが付いてきます。

※+100円で給与量を簡単に計れる
便利なシリンジが付いてきます。

ケイズマイスターにコラーゲン・
グルコサミン・ヒアルロン酸を配
合！足腰の弱い子やシニアに！

人気商品

1731 291円（10g）
1413 800円（30g）
1405 2,500円（100g）
1406 6,000円（300g）
1397 17,500円（1kg）
3116 47,600円（1kg × 3袋）

ケイズマイスター
人気商品

1117 3,000円（100g）
1118 7,200円（300g）

ケイズマイスタープレミアム
630kcal/100g 630kcal/100g シニアに

犬猫動物の消化・吸収・燃焼・排泄の縦の機関をスムーズに、且つ活発
にすることに始まり、体内環境を整えて、免疫力を高めることにより、
抗生物質などケミカルを必要としない健康な身体へと導きます。

予防接種はとても大事ですが、その反面、
体に悪い成分が残り負担が大きいのも事実。
負担の大きな成分をケイズマイスターで
しっかり外に出していきましょう！

生まれつき鼻水や目やに、
ただれに苦しんでいた、　
さかい企画の猫ちゃんも…

１ヶ月半でこのとおり！
食欲も回復し元気に成長！

＊涙やけが治りました！
＊皮膚病が改善されました！
＊体臭がなくなりました。
＊便の調子が良くなりました。
＊病院に行かなくなりました。
＊フケがなくなりました。
＊耳がきれいになりました。
＊茶色の涙がでてきて
　「毒が出てる！」と思うと嬉しいです！

体臭・下痢・涙やけ・フケ・皮膚炎・毛艶・・・

ケイズマイスター（植物発酵酵素）
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※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 サプリ

人気商品

1591 629円（12粒）
1592 1,096円（24粒）
1593 1,524円（36粒）
1594 2,839円（72粒）
1595 4,448円（120粒）

オメガ3えごまカプセルオイル

3.27kcal/1 粒 3.37kcal/1 粒

国産えごまの酸化の心配不要なカプセルオイル。
えごまは、血液サラサラ、脳の活性化、中性脂肪減少のほか美肌効
果が報告されているαーリノレン酸が豊富。更に最強の天然抗酸化
物質であるアスタキサンチンを配合。
毎日の生活に取り入れるだけであなたもペットも錆びない体に！

人気商品

1666 629円（12粒）
1667 1,096円（24粒）
1668 1,524円（36粒）
1669 2,839円（72粒）
1670 4,448円（120粒）

オメガ3フィッシュオイル

マグロ由来の動物性オメガ３オイル。
「アレルギー性皮膚炎の緩和」「関節炎などの消炎効果」「抗癌作用」
「視力の回復、維持」が期待できる EPA、DHA と呼ばれる不飽和
脂肪酸を多く含みます。
毎日ご飯と一緒に摂れば様々なトラブルの予防になります！

1,000円（100g）3357
2,700円（300g）3358

1,000円（10g）3029
2,800円（30g）1468

まぐろdeカルシウム カルシウムパウダー

天然まぐろを使った健康サ
ポートサプリ！カルシウムの
他EPA・DHAも摂れます！

107kcal/100g

うなぎの骨の微粉末！様々な栄
養素を含むうなぎの骨髄液を用
いて抽出しているので栄養◎！

1469
栄養のめぐみ
1,000円（10g×7袋）

1470 5,000円（500g）
1375 760円（50g）
1430 2,500円（180g）

粉とうにゅう

355kcal/100g

昆布・カツオなど天然素材を使っ
た栄養満点パウダー。ご飯にふ
りかけたり、お出汁の代わりに！

腸から吸収しやすい型のイソフ
ラボン含有！ご飯にふりかけた
り、お料理に混ぜても◎！

351kcal/100g

471kcal/100g

人気商品

1404 九鬼ヤマシチ純正胡麻油
770円（340g）

オメガ６オイル。炒りごまを
絞った香り豊かなオイルです。
まろやかで使いやすい！

1752 1,200円（5g×10袋）
1753 3,200円（5g×30袋）
1440 1,000円（50g）
1391 1,900円（100g）
1431 3,500円（200g）
1576 8,500円（500g）

ヤギミルク

519kcal/100g

様々な臓器の活動に欠かせないタウリンは疲労回復、動脈硬化の予
防やコレステロールの低下、自律神経の正常化などに作用するとい
われています。このタウリンを豊富に含んでいるのがヤギミルクで
す。更にビタミン・ミネラルもたっぷり！
そのままご飯にふりかけたり、ぬるま湯に溶かしてミルクにしたり。
お菓子の材料にもご利用いただけます！

700円（100g）
1429 極上本葛

341kcal/100g

下痢の時や消化器が弱ってい
る時のエネルギー補給にとて
もオススメ！

人気商品

700円（30g）
免疫向上パウダー1472

10 種類のサプリメントをブレ
ンドした体質改善パウダーで
す。飲み物や食事に混ぜてご利
用ください。

本葛
米胚芽
ヤギミルク
栄養のめぐみ
粉とうにゅう

ケイズマイスター
カルシウムパウダー

またたび
野菜のめぐみ
コラーゲン

はじめてセット お試しパ
ックはじめてセットはじめてセット

健康サプリメント
はじめてセット
3445 2,058円
植物発酵酵素「ケイズマイス
ター」とオメガ3オイル「えご
ま・フィッシュ」のセット！
不足しがちな栄養素を毎日の
食事から補いましょう！
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。野菜

人気商品

プライムケイズでは、慣行農法に比べ、化学肥料や農薬をなるべく使わない事を
申し合わせた契約農家のものを使用しています。
また、栽培方法はビニールハウスなどを使わず自然の状態で育てる「露地栽培」。
露地栽培だからこその色・香りをお楽しみください！

朝・前夜にボウルたっぷりのお水に
使いたい分だけ入れておきます。
すると夜・翌朝には美味しい茹で野菜に！
もちろん、お鍋にお湯をとお野菜を入れて、
コトコトやわらかくなるまで煮てもOK！

乾燥野菜

人気商品

手作りごはんの具 養生野菜
1625 600円（50g）
1580 1,800円（230g）
1623 7,200円（1050g）

381kcal/100g

露地栽培のキャベツ・にんじ
ん・ごぼう・おから・ほうれ
んそう・かぼちゃの入った便
利な乾燥野菜です。

使いたい時に使いたい量だけ
取り出して、お湯やスープで
ふやかしてご利用ください。
細かくカットしているので、
消化吸収もスムーズ！

パピーからシニアまで、わん
ちゃんも猫ちゃんも皆にオス
スメの商品です。

1556 きゃべつ
600円（40g） 600円（40g） 600円（40g）

600円（40g）

にんじん

334kcal/100g 331kcal/100g

1554

様々な料理に使いやすいキャベ
ツ。ダイエット時にもオススメ
です！

免疫力を高めてくれるカロテン
が豊富で、シニアや体の弱い子
にもオススメの野菜です。

1588 ほうれん草

338kcal/100g

漢方でよく使われる緑黄色野
菜の代表。鉄分やカロテンが
豊富です！

かぼちゃ1557

甘くて美味しいかぼちゃ。風
邪予防に効果的なカロテンが
含まれています！

シニアに

オススメ

326kcal/100g

ダイエットに！ 人気商品

手作りごはんの具（４種野菜）
1706 600円（40g）
1536 1,800円（200g）
1762 7,200円（915g）

366kcal/100g

露地栽培のキャベツ・にんじ
ん・大根・小松菜の入った便
利な乾燥野菜です。

使いたい時に使いたい量だけ
取り出せます。私たちのお味
噌汁やサラダにも使えるサイ
ズです。

お野菜の食感を楽しみたい方
はこちらをどうぞ！

ダイエットに！

シニアに

乾燥野菜の戻し方 ペットにあげるとき
手作り食に慣れていない子・初めて食べる時は十
分消化できないこともあります。この原因は、ま
だ野菜の消化・吸収に慣れていないことがほとん
どです。消化に慣れるまでは、乾燥した状態で食
べやすい大きさにハサミでカットしてください。

600円（40g）
1552

緑黄色野菜を手軽に摂ることが
できます！カルシウムが豊富
で、血行促進の効果があります。

小松菜

344kcal/100g

ダイエットに！

体重の気になる子にオススメ
です！ハンバーグに混ぜたり
アレンジいろいろ！

1559
600円（40g）
おから

1555
600円（40g）
ごぼう

食物繊維が豊富なので、便秘の
子におすすめです！ごぼうには
抗炎症作用も♪

ダイエットに！

331kcal/100g

ビタミンやカロテンが豊富な大
根葉！冷え性にも効果的と言わ
れています！

334kcal/100g

600円（40g）
大根葉1551
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※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 野菜

オススメ オススメ

1419 野菜de元気 にんじん 野菜de元気 むらさき芋
700円（50g）

免疫力を高めてくれるカロテン
が豊富！シニアや胃弱・虚弱な
子には不可欠！

1422
700円（70g）

食物繊維が豊富で解毒作用があ
るので、術後や投薬後に◎！目
の健康・肝機能の向上にも！

700円（50g）

貧血予防、神経機能の維持・肝
機能の改善の効果があるビタミ
ンＢ12が豊富。

【材料】
・乾燥野菜にんじん…１つまみ
・フード（今回はHappyLove）…適量
・PrimeKSキューブスープ…１個
・水…１００ｃｃ
・豆腐 (木綿 )…１掛け
・大根おろし…大１強
・ケイズマイスター…適量

【作り方】
1. 鍋に水１００ｃｃ とキューブスープを入れ火にかける。
2. 温まったらさいの目に切った豆腐と大根おろしを加える。
3. 軽く沸騰したら人参を加える。
4. 少し煮込んだら完成☆
5. 器にフードを適量入れる。
6.５にお汁と共に上からかけて、最後にケイズマイスターをトッピング！
　冷ましてからあげてください！

500円（50g）

297kcal/100g 360kcal/100g 341kcal/100g

大豆とほうれん草の粉末を
ミックス！野菜嫌いな子にも
おすすめです。

シニアに

1423 1428 野菜のめぐみ

けんちん汁かけごはん

粉末野菜

野菜de元気 れんこん

減農薬で露地栽培されたお野菜を微粉末にしました！野菜の吸収・消化に慣れていない子にもオススメです！
いつものご飯に混ぜ込んだり、お湯に溶かしてスープにしたり、生地に混ぜ込んでクッキーにしたり……。
様々な使い方ができるのも魅力です。

600円（20g）
3449 レッドビーツ

360kcal/100g

ビタミン B12 が豊富で貧血予
防に◎！食物繊維も豊富なの
で、お腹の調子が悪い子にも！

みじん切りの青菜はスープに浮
かべたりご飯にふりかけるだけ
で彩りも栄養も◎！

人気商品
600円（40g） 600円（40g）

1707 青菜ミックスれんこん1561

栄養素が豊富なスーパーフード
！不足しがちなミネラルやビタ
ミンを幅広く補えます！

オススメ

3464
1,000円（40g）
ひきわり納豆

糸引きがなくにおいも控えなの
で、いろいろな食事に取り入れ
やすく、納豆が苦手な子にもオ
ススメ！

オススメ
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※表示価格は全て税抜き価格です。
※　　　   内の数字はコード番号です。トッピング

嵐山御膳シリーズ・レトルト肉

人気商品

鶏御膳

kcal/100g

長期無薬飼育鶏 100% レト
ルト肉。ダイエット中やシニ
アにもオススメのお肉です。

138kcal/100g

1618
960円（100g×２袋）

262kcal/100g

豚御膳

健康豚の代名詞 SPF豚を使用
したレトルト肉。臭みもなく
食べやすいお肉です。

1459
1,040円（100g×２袋）

202.4kcal/100g

牛御膳

BSE 検査済みの牛のみを使用
しています。栄養たっぷり！
グルメな子も大満足！

1448
1,200円（100g×２袋）

159kcal/100g

人気商品

馬御膳

熊本県直送馬肉を使用してい
ます。栄養価の高い馬をご飯
にトッピングして健康に！

1620
1,200円（100g×２袋）

鹿御膳1638
1,200円（100g×２袋）

とってもヘルシーで栄養豊富
な鹿肉を使用しています。ア
レルギーの子も安心です。

110kcal/100g

人気商品

鮭御膳

kcal/100g

鮭の氷頭軟骨入り！トロトロに
煮ているので骨が刺さる心配は
なし！生魚は苦手な子にも◎！

160kcal/100g

1509
1,200円（100g×２袋）

※生肉に比べて約２分の１にお肉が縮まっているので、
　給与量は生肉の半分の量を目安にご利用ください。

ダイエットに！

ダイエット中にもおすすめなカ
ンガルーをレトルトに！心臓病
にも効果が期待できます。

ダイエットに！

カンガルー御膳
1,440円（100g×２袋）

3125

173kcal/100g

低カロリーかつ低脂肪！アレル
ギーの子・ダイエット中でも安
心のラム肉をレトルトに！

ダイエットに！

ラム御膳
1,400円（100g ※1袋 ）

3228

226kcal/100g

とっても便利な小袋パック

人気商品

1460 かぶりつき
700円（200g）

無薬鶏のネックをレトルト調
理！丸ごとかぶりついて食べ
られます！ご飯にも◎！

1531 やみつき手羽先
800円（４本）

無薬鶏の手羽先です。柔らかく
てジューシー♪オーナーさんも
一緒にお召し上がりください！

オススメ

（小袋パック）馬御膳 50g×2袋　650円3375

（小袋パック）鶏御膳 50g×2袋　600円3374

（小袋パック）鹿御膳 50g×2袋　750円3376
（小袋パック）カンガルー御膳 50g×2袋  900円3377

（小袋パック）牛御膳 50g×2袋  750円3469
（小袋パック）豚御膳 50g×2袋  765円3467

（小袋パック）鮭御膳 50g×2袋  750円3468

50g×2袋
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※　　　   内の数字はコード番号です。
トッピング
おやつ

トッピング・おやつ：ビッツシリーズ

960円（40g）
1478 ベニソンビッツ

クセや臭みもなく、美味しい鹿
肉のおやつです。

アレルギーの子も安心

496kcal/100g 584kcal/100g

豚ビッツ
870円（40g）

健康な SPF 豚を使用した一口
おやつ！疲れやすい子やシニア
の体力アップにおすすめです。

3107

老化防止に

人気商品

1758 チキンビッツ
800円（40g）

無薬飼育鶏の胸肉を丁寧に乾燥
させました。盗み食い注意！な
一品です。低脂肪でヘルシー。

ビーフビッツ
1,000円（40g）

1710

BSE 検査済みの牛のみを使用
した美味しいおやつ。香りがた
まりません！

人気商品

ホースビッツ
1,000円（40g）

低脂肪・低カロリー・低コレス
テロール・高ビタミン・高タン
パク質の優秀食材おやつです！

1333

アレルギーの子も安心

484kcal/100g452kcal/100g

399kcal/100g 384kcal/100g

カンガルービッツ
960円（40g）

ダイエット中にもおすすめなカ
ンガルーのおやつです！日々の
ご飯にも。

3105

ダイエットに！

お肉の旨みを ギュッ と一粒に凝縮しました!!

トレーニ
ングに！

おやつ
に！

トッピン
グにも！

トレーニ
ングに！

おやつ
に！

トッピン
グにも！

素材の
旨味が凝縮!!

素材の
旨味が凝縮!!
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トッピング
おやつ

アレルギーの子も安心

427kcal/100g

鮭ビッツ
1,100円（40g）

低脂肪・高タンパクでヘル
シー！ガン予防にもなるアスタ
キサンチンが含まれています。

3099

EPA・DHA補給に

410kcal/100g

まんだいビッツ
1,100円（40g）

上品な味に夢中になること間違
いなし！美味しくてヘルシー！
ダイエットにも◎！

3101

ダイエットに！

501kcal/100g

ラムビッツ
1,400円（40g）

3345

ダイエットに！

馬のこころビッツ
1,750円（40g）

3439

アレルギーの子も安心

うずらビッツ
960円（40g）

1516

国産のうずらを丸ごと使用！高
タンパク・低カロリー・低脂肪
でパピーやシニアにおすすめ。

シニアにパピーに

469kcal/100g

砂ずりビッツ
975円（30g）

3392

112kcal/100g

人気商品

3461 じゃがビッツ
825円（35g）

384kcal/100g

364kcal/100g

まぐろビッツ
1,275円（40g）

高タンパク・低脂肪！EPA・
DHA も豊富で、疲労回復も期
待できます！

3112

395kcal/100g

なまずビッツ
1,300円（40g）

美味しくってヘルシー！クセも
なく食べやすい、低カロリー・
高タンパクなお魚です。

3170

383kcal/100g

3238

ビタミン・ミネラルが豊富なハ
ツをトッピングに！心臓の悪い
子にもおすすめです！

970円（30g）
豚のこころビッツ

心臓サポート

3240 牛のこころビッツ

国産牛のハツを使った、元気が
ない子にもおすすめのトッピン
グです。心臓サポートに！

1,070円（30g）

394kcal/100g

心臓サポート

3236 青物三昧ビッツ

青魚３種類をぎゅっと詰めたお
魚好きにはたまらない逸品。カ
ルシウム補給にも！

1,100円（40g）
肝臓サポート

398kcal/100g

512kcal/100g

3286 鹿のこころビッツ
1,380円（40g）

心臓にトラブルのある子にお勧
め！新鮮な蝦夷鹿の「ハツ」心
臓をそのまま乾燥させました。
アレルギーの子にも安心！

3349 たらビッツ
1,200円（30g）

脂質が少なくヘルシー！また、
骨の健康や貧血の予防、髪や皮
膚の美容にも効果的！

ダイエットに！

ニュージーランド産の新鮮なラ
ム肉を乾燥のみさせました。ダ
イエットにも◎！

無薬飼育鶏の砂肝のみ100%使
用！ビタミン・ミネラル・鉄が
豊富で、とてもヘルシー！

国産馬肉の「ハツ」心臓の脂肪
をすべて取り除き乾燥させまし
た。心臓にトラブルのある子・
シニアには特にお勧め！

ビタミン・ミネラル豊富

とれたての北海道産じゃがいも
のほのかな香りと、噛むほどに
口の中で広がる旨味が◎！

3436 かぼちゃビッツ
825円（35g）

389kcal/100g

カロテン・ビタミンEが豊富な
優秀食材のかぼちゃ。老化予防
や皮膚、毛づやに◎！

老化防止に

3448 にんじんビッツ
825円（35g）

393kcal/100g

免疫力を高めてくれるカロテン
が豊富で、シニアや体の弱い子
にもオススメの野菜おやつ！

シニアに



14
※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 トッピング

kcal/100g

1701 手作りごはんの具 鶏肉

452kcal/100g

長期無薬飼育鶏を使用。定番な
がらも飽きない美味しさで大人
気！

600円（30g）

1704 手作りごはんの具 牛肉

お肉の香りがたまらない！国産
牛のトッピングでグルメなあの
子も大満足！

750円（30g）

399kcal/100g

1703 手作りごはんの具 馬肉

低脂肪・低カロリー・低コレス
テロール・高ビタミン・高たん
ぱく質の優秀食材！

800円（30g）

484kcal/100g

3016 手作りごはんの具 鹿肉

においやクセがなく食べやす
い、とても美味しいお肉です。
疲労回復にも！

720円（30g）

496kcal/100g

人気商品 アレルギーの子も安心

アレルギーの子も安心

トッピング：手作りごはんの具 シリーズ

小粒タイプだからパピー・シニアにもと～っても食べやすい！

ご飯の
トッピングに

最適サイズ！

ご飯の
トッピングに

最適サイズ！

ダイエットに！

384kcal/100g

手作りごはんの具カンガルー肉
720円（30g）

ダイエット中でもしっかり食べ
られるお肉！生活習慣病（糖尿
病・高血圧）の予防に！

3106

584kcal/100g

手作りごはんの具 豚肉
650円（30g）

SPF 豚を使用。ビタミンＢ郡
が豊富で、美肌や老化防止、ス
トレス発散に効果！疲労回復！

3108

老化防止に
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3169 手作りごはんの具 なまず

低カロリーで高タンパク！クセ
がなく、ほどよく脂がのって美
味しい白身です！

975円（30g）

395kcal/100g

ダイエットに！

3102 手作りごはんの具 まんだい

上品な味わいで人気のタイを
ぎゅっと凝縮！ヘルシーなので
ダイエットにも◎！

875円（30g）
ダイエットに！

kcal/100g410kcal/100g

364kcal/100g

3293 手作りごはんの具 まぐろ

まぐろは高タンパク・低脂肪。
EPA や DHA、鉄分も豊富。
老化防止にもなりますよ！

955円（30g）
EPA・DHA補給に

3350 手作りごはんの具 たら
800円（20g）

332kcal/100g

1589 手作りごはんの具 いわし

煮干しを骨ごと粉砕・乾燥させ
ました！トッピングで手軽にカ
ルシウムを摂取できます！

600円（50g）
カルシウム補給に

3241 手作りごはんの具牛のこころ

国産牛のハツを使った、元気が
ない子にもおすすめのトッピン
グです。心臓サポートに！

800円（30g）

394kcal/100g

心臓サポート

3237 手作りごはんの具青物三昧

青魚３種類をぎゅっと詰めた美
味しいお魚のふりかけです。カ
ルシウム補給にも！

800円（30g）
肝臓サポート

kcal/100g398kcal/100g

383kcal/100g

3239

ビタミン・ミネラルが豊富なハ
ツをトッピングに！心臓の悪い
子にもおすすめです！

725円（30g）
手作りごはんの具豚のこころ

心臓サポート

512kcal/100g

3287
1,034円（30g）
手作りごはんの具鹿のこころ

心臓サポート

kcal/100g

1599 手作りごはんの具 鮭

427cal/100g

鮭は低脂肪で高タンパク！お魚
好きの子におすすめです！

825円（30g）
EPA・DHA補給に

kcal/100g

1573 手作りごはんの具 ラム肉

501kcal/100g

疲れや胃腸の働きをよくする、
鉄分・亜鉛・カルニチンが豊富。
体力強化にも効果あり！

1,050円（30g）
ダイエットに！

新鮮な蝦夷鹿の心臓をそのま
ま乾燥させました。アレルギ
ーの子にも安心！

ダイエットに！

タンパク質が豊富で、脂質が
少なくヘルシーのため、ダイ
エットに効果的です！

【材　料】

健康一番の手作りご飯の具のせ

・健康一番 … 適量
・手作りご飯の具 … 適量
・ケイズマイスター … 適量

【作り方】1.健康一番をお皿に盛り、
　具材に対して3倍のお湯をかけて
　かき混ぜる。
2.手作りごはんの具・ケイズマイス
　ターを適量トッピングする。
3.軽くかき混ぜ、
　人肌に冷ましたら完成！

手作りごはんの具 砂ずり
650円（20g）

3393

112kcal/100g

無薬飼育鶏の砂肝のみ100%使
用！ビタミン・ミネラル・鉄が
豊富で、とてもヘルシー！

ビタミン・ミネラル豊富

3440 手作りごはんの具馬のこころ
1,300円（30g）

484kcal/100g

国産馬肉の「ハツ」心臓の脂肪
をすべて取り除き乾燥させまし
た。心臓にトラブルのある子・
シニアには特にお勧め！

心臓サポート
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トッピング：食欲向上パウダー シリーズ

452kcal/100g

3305
900円（30g）
食欲向上パウダー 鶏肉

こだわりの肉、長期無薬飼育鶏
100%使用。素材そのものの
美味しい香りが広がります！

399kcal/100g

3323 食欲向上パウダー 牛肉

食いつきバツグン

贅沢な国産牛100%使用。美
味しくて香りも良いからワンニ
ャン大喜び間違いなし！

496kcal/100g

3291 食欲向上パウダー 鹿肉

北海道産の蝦夷鹿100%使用
アレルギーの子にも安心！消化
しやすくシニアにもおすすめ！

584kcal/100g

3296 食欲向上パウダー 豚肉

国産SPF豚肉100%使用。ビ
タミンＢ群が豊富で、美肌や老化
防止、ストレス発散にも効果！

469kcal/100g

3292 食欲向上パウダー うずら

穀物肥育の新鮮なニュージーラ
ンド産ラム肉100%使用。鉄
分・亜鉛・カルニチンが豊富！

484kcal/100g

3303 食欲向上パウダー 馬肉

熊本直送馬肉100%使用。低脂
肪･低カロリー･低コレステロー
ル･高ビタミン･高タンパク質！

384kcal/100g

3290 食欲向上パウダー カンガルー肉

オーストラリア産カンガルー肉
100%使用。ダイエット中で
もしっかり食べられるお肉！

501kcal/100g

3335 食欲向上パウダー ラム肉

穀物肥育の新鮮なニュージーラ
ンド産ラム肉100%使用。体
力強化にも効果あり！

1,125円（30g）1,100円（30g）

900円（30g） 1,100円（30g）

1,100円（30g）

1,100円（30g） 1,575円（30g）

アレルギーの子も安心人気商品 アレルギーの子も安心

老化防止に シニアにパピーにダイエットに！ ダイエットに！

素材の香りがたち、消化吸収にも優れた無添加健康パウダー
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112kcal/100g

3289 食欲向上パウダー 砂ずり

ビタミン・ミネラル豊富

無薬飼育鶏使用。砂ずりは、ビタ
ミン・ミネラル・鉄が豊富で、
とてもヘルシーです！

512kcal/100g

3330 食欲向上パウダー 鹿のこころ

心臓にトラブルのある子にお勧
め！新鮮な蝦夷鹿の「ハツ」心
臓をそのまま乾燥させました！

383kcal/100g

3306 食欲向上パウダー 豚のこころ

心臓ケアにおすすめ！国産豚の
貴重なハツ（心臓）を乾燥させま
した！消化吸収しやすく、病中
病後、シニアにもおすすめ！

376kcal/100g

3352 食欲向上パウダー 豚のきもち

国産豚のレバーを乾燥のみさせ
ました。免疫力アップにつなが
るビタミンA、タンパク質、ビタ
ミンB1・B2、鉄分が豊富！

3353 食欲向上パウダー 馬のきもち

新鮮な馬のレバーをそのまま乾
燥させただけの素材100%無
添加仕上げ！ビタミンA、B2
なども豊富！

394kcal/100g

3341 食欲向上パウダー 牛のこころ

●

国産牛のハツを使った、元気が
ない子にもおすすめのトッピン
グです。心臓サポートに！

427kcal/100g

3324 食欲向上パウダー 鮭

抗酸化作用が強いから、老化・
がん・生活習慣病などの予防に
最適！心臓・腎臓サポートにも
おすすめ！

410kcal/100g

3295 食欲向上パウダー まんだい

たんぱくでとてもお上品な味わ
い！魚の中でもリンの含有量が
少なくオススメのタンパク源で
す！

364kcal/100g

3294 食欲向上パウダー まぐろ

マグロは高たんぱく・低脂肪、
EPAやDHAも豊富でとっても
体に良いお魚です！

395kcal/100g

3334 食欲向上パウダー なまず

クセがなく、ほどよく脂がのっ
てとっても美味しい白身です！
ペットの健康にやさしい無塩仕
上げ！

3331 食欲向上パウダー ほたて

北海道のホタテはタウリン・ビ
タミンB12・亜鉛がとても多
く含まれています！

3351 食欲向上パウダー たら

脂質が少なくヘルシー！ビタミ
ンB12、ビタミンDなどの栄養
素やミネラルが豊富！

398kcal/100g

3342 食欲向上パウダー 青物三昧

新鮮・栄養満点の青魚（いわし
・さば・あじ）を使用。肝臓の強
化や骨・歯の形成促進に！

975円（30g） 1,551円（30g）

1,087円（30g） 1,088円（30g）

1,300円（30g） 1,200円（30g）

1,200円（30g）

1,200円（30g）

1,300円（30g）

1,450円（30g）

1,300円（15g）

1,500円（30g）

アレルギーの子も安心

心臓サポート

心臓サポート

肝臓サポート

EPA・DHA補給に肝臓サポート

肝臓サポート

ダイエットに！

EPA・DHA補給に

ダイエットに！ ダイエットに！

肝臓サポート

1,200円（30g）

264kcal/100g

3370 食欲向上パウダー かに

カニはタウリンやナイアシン、
ビタミンB12が豊富！貧血症
の改善、生活習慣病の予防に！

肝臓サポート
1,200円（30g）

3364 食欲向上パウダー えび

アスタキサンチン酸は血管内の
悪玉コレステロールを除去。生
活習慣病やがんの予防に！

1,200円（30g）
オメガ3脂肪酸

3435 食欲向上パウダー かぼちゃ
800円（30g）

カロテン・ビタミンEが豊富な
優秀食材のかぼちゃ。老化予防
や皮膚、毛づやに◎！

老化防止に
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栄養満点・無添加・美味しい・お手軽・保存が利く・・・
そんな優秀すぎるおやつ、できました！
ご飯のトッピングや、お薬を飲む時にもとっても使えるので、
ストックしておいて損はありません！
やみつき間違いなし！
思わず皆いい子になっちゃう美味しさです。

ソーセージ

人気商品 人気商品

1454 レバーソーセージ

無薬飼育鶏のレバーを使った
美味しいソーセージ。おやつ
はもちろん、ごはんのトッピ
ングにも最適です。お薬を飲
む時にも便利です！

600円（４本）
ささみチーズソーセージ

無薬飼育鶏のささみと香り豊
かなチーズのソーセージ。猫
ちゃんにも大人気です！ご飯
の材料にもなる優れもので
す！

大人気のレバーソーセージの
お得な大袋タイプです。香り
豊かなささみチーズソーセー
ジ２本のおまけ付き！

《大袋》レバーソーセージ
3,000円（20本＋2本）

61.7kcal/１本 66.5kcal/１本

1453 1761

レバーとささみチーズ

美味しいおやつと一
緒だから簡単に飲め
ちゃう！

400円（各１本入り）
1673

オススメ

ドレミふぁソーセージ
900円（５本入り）

1645

ささみチーズソーセージが 20
本入ったお得なパックです。
手軽に内臓が食べられるレ
バーソーセージが２本付いて
きます！

1760《大袋》ささみチーズ
3,000円（20本＋2本）600円（４本）

お薬もソーセージがあれば
簡単にあげられます！

人気商品

５種類のソーセージアラカル
ト。パピーからシニアまで大
人気！

レバーとささみチーズ１本ず
つのお試しサイズ！

ハサミや包丁でソー
セージに切り込みを
入れる。

切り込みに薬を埋め
込む。

3471
1,000円（30g）
食欲向上パウダー にんじん

900円（30g）
3470 食欲向上パウダー じゃがいも

エネルギーを生み出す炭水化物
の他、カリウムやビタミンCが
豊富。食物繊維で便通改善。

語源のとおり、カロテンが豊富
なにんじん。皮膚や粘膜を健康
に保ち、免疫力アップ。

3465
650円（20g）
食欲向上パウダー 納豆

1,000円（30g）
3450 食欲向上パウダー レッドビーツ 

栄養素が豊富なスーパーフード
！不足しがちなミネラルやビタ
ミンを幅広く補えます！

オススメ

いろいろな食事に取り入れやす
く、納豆が苦手な子にもオスス
メ！

オススメ
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3231
プライムチーズとレバー
Mixパック

ご褒美やおやつにピッタリの人
気商品、プライムチーズとプラ
イムレバーのお得なセット！持
ち運び便利なお手軽サイズ！

1,343円（各8本）

プライムレバー・プライムチーズ

【材料】
・フード（長寿一番）・・・適量
・無薬鶏レバーソーセージ・・・1/2本
・キャベツの葉・・・１枚
・乾燥野菜人参・・・２つまみ

・プチトマト・・・４個
・水・・・約１００ｃｃ
・パセリ(乾燥)・・・適量
・ケイズマイスター・・・適量

【作り方】
1. キャベツを細かくちぎり、プチトマトは１／４にカットする。
　レバーソーセージは小さくカットする。
2.鍋に水を加え沸騰したら、キャベツとトマト・乾燥人参・
   レバーソーセージを加える。
3.野菜が柔らかくなるまで火にかけ完成☆
4.器に入れたフードに３をかけ、
   パセリとケイズマイスターをトッピング！

レバーソーセージのポトフ

お散歩にぴったり！
簡単に手で開けられる
レバーとチーズです！

●食べ方いろいろ！
・一口サイズにカットして
・ご飯のトッピングに
・そのまま贅沢に１本
・細かく刻んでふりかけに
・手でちぎって

パピーからシニアまで、みんな大満足の一品です！

プライムレバー

内臓を手軽にあげられる、コ
ンパクトサイズのおやつです。
ご飯にも使える優れもの！

500円（６本入り）

北海道の大自然で作られた、
国産の美味しいチーズです。
ご褒美やトッピングに◎！

プライムチーズ
1,000円（11本入り）

プライムチーズのお得な 11
本入りタイプ！

26.4kcal/１本 26.4kcal/１本

1349 1347 1348

人気商品

プライムレバーの 13 本入り
タイプ！お得です。

1350

人気商品

１、プチッと上に引き上げて・・・ ２、スーッと引っ張るだけ！

プライムレバー
1,000円（13本入り）

プライムチーズ
500円（5本入り）

34.8kcal/１本34.8kcal/１本 34.8kcal/１本34.8kcal/１本

人気商品
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ミルフィーユシリーズ

シニアに

パピーに

アレルギーの子も安心 アレルギーの子も安心人気商品

1502 鶏肉と野菜のミルフィーユ
1,440円（80g）

薄切りシリーズに野菜入りが登
場！ヘルシーなので体重の気に
なる子にもオススメです。

395kcal/100g

1500 馬肉と野菜のミルフィーユ
2,250円（80g）

薄切りシリーズに野菜入りが
登場！ヘルシーなので体重の
気になる子にもオススメです。

401kcal/100g

1501 鹿肉と野菜のミルフィーユ
2,250円（80g）

薄切りシリーズに野菜入りが登
場！ヘルシーなので体重の気に
なる子にもオススメです。

419kcal/100g

使いやすい
小袋タイプは
こちら！

1517
600円（30g）

野菜が入ってヘルシーなミル
フィーユの小袋パック！お試し
にぴったりです。

395kcal/100g

鶏肉と野菜のミルフィーユ 1518
900円（30g）

野菜が入ってヘルシーなミル
フィーユの小袋パック！お試
しにぴったりです。

馬肉と野菜のミルフィーユ

401kcal/100g 419kcal/100g

1519
900円（30g）

野菜が入ってヘルシーなミル
フィーユの小袋パック！お試し
にぴったりです。

鹿肉と野菜のミルフィーユ

● パピーからシニアまで食べやすい薄切りタイプ！
● ちょっぴり体重の気になる子にも！
● 最近元気がないな？というシニアにもオススメ！

ダイエットに！

アレルギーの子も安心 アレルギーの子も安心人気商品
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アレルギーの子も安心 アレルギーの子も安心人気商品

マリアージュシリーズ

使いやすい
小袋タイプは
こちら！

ヤギミルクは消化吸収に優れた、もっとも母乳に近いミルク。
また、疲労回復や動脈硬化の予防、コレステロールの低下、自律神経の正常化などに作用すると
言われている「タウリン」を豊富に含んでいます。その量はなんと牛乳の20倍！
薄切りだから食べやすく、手でも簡単に折れるのであげやすくなっています。

シニアにパピーに

1,440円（80g）

大人気のヤギミルクスティック
と美味しいお肉がコラボ！とて
も薄くて食べやすい！

389kcal/100g

1506 鶏肉とヤギミルクのマリアージュ
2,475円（80g）

大人気のヤギミルクスティッ
クと美味しいお肉がコラボ！
とても薄くて食べやすい！

1504 馬肉とヤギミルクのマリアージュ

459kcal/100g

2,400円（80g）

大人気のヤギミルクスティック
と美味しいお肉がコラボ！とて
も薄くて食べやすい！

347kcal/100g

1505 鹿肉とヤギミルクのマリアージュ

600円（30g）

ミルクの美味しいマリアー
ジュの小袋パックです。お試
しにどうぞ！

1520 鶏肉とヤギミルクのマリアージュ
990円（30g）

ミルクの美味しいマリアー
ジュの小袋パックです。お試
しにどうぞ！

1521 馬肉とヤギミルクのマリアージュ
960円（30g）

ミルクの美味しいマリアー
ジュの小袋パックです。お試
しにどうぞ！

1522 鹿肉とヤギミルクのマリアージュ

389kcal/100g 459kcal/100g 347kcal/100g
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スティックシリーズ

鶏レバースティック

栄養満点なレバーを手軽にあ
げられるおやつです。週に一
度は内臓をあげましょう！

650円（90g）

362kcal/100g

1366

オススメ

鶏レバーとヤギミルクスティック
650円（80g）

1367

325kcal/100g

人気のヤギミルクスティック
と、ビタミン・鉄分が豊富なレ
バースティックをセットに！

オススメ

1715 蝦夷鹿スティック

低脂肪･低カロリー･低コレス
テロール・高ビタミン･高タン
パク質！

650円（90g）

345kcal/100g

ダイエットに！

どさんこ鮭スティック

お魚好きな子にはこちら！
北海道の鮭を使用しています。

650円（90g）

291kcal/100g

1717

ダイエットに！
人気商品

290kcal/100g

どさんこたらスティック

淡白でビタミン豊富なタラに
熊笹エキスをブレンドしまし
た。

650円（90g）
1719

オススメ

どさんこほっけスティック

北海道産のホッケを美味しい
スティックにしました。

650円（90g）

313kcal/100g

1718

人気商品

新鮮なラム肉のスティック。
ダイエットにもオススメです。

どさんこラムスティック
650円（90g）

355kcal/100g

1716

ダイエットに！

約10cm

無添加・無着色・保存料不使用の大人気おやつです。
整腸作用のある熊笹配合で健康サポートもバッチリ！

ポキっと手で折れるので、とっても使いやすいですよ！

ダイエット中の子やアレルギーの子も安心な、

豊富なラインナップ！
ぜひお気に入りを見つけてください♪

無添加・無着色・保存料不使用の
大人気おやつ！

「 熊笹 」って？
熊笹は、標高1000メートル以上の大地に生息するイネ科の植物です。長い冬の間、雪に埋もれ
ても枯れないとても生命力の強い植物で、60年以上枯れないといわれています。
熊は長い冬眠生活を過ごすために高カロリー、高タンパクの食事をした後に熊笹を食べます。冬
眠中に腸内が異常発酵し、血液が汚れ、体内に毒素が回らないように熊笹を食べているのです。
血液の浄化・解毒・整腸作用がある事を知っているのでしょうね。
プライムケイズのスティックシリーズには、この素晴らしい熊笹のエキスを配合しているので、
気軽におやつとして食べさせてあげるだけで健康をサポートします！
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鶏レバースティック

栄養満点なレバーを手軽にあ
げられるおやつです。週に一
度は内臓をあげましょう！

3,250円（50g×10袋） 3,250円（50g×10袋）
1170

オススメ

1174 蝦夷鹿スティック

低脂肪･低カロリー･低コレス
テロール・高ビタミン･高タン
パク質！

ダイエットに！
3,250円（50g×10袋）

新鮮なラム肉のスティック。
ダイエットにもオススメです。

3,250円（50g×10袋）
どさんこラムスティック1172

ダイエットに！

どさんこたらスティック

淡白でビタミン豊富なタラに
熊笹エキスをブレンドしまし
た。

1173

オススメ

どさんこほっけスティック

北海道産のホッケを美味しい
スティックにしました。

1169

人気商品
3,250円（50g×10袋）
どさんこ鮭スティック

お魚好きな子にはこちら！
北海道の鮭を使用しています。

1191

ダイエットに！
人気商品

人気商品

●短くカットされていて使いやすい！

●小型犬や猫ちゃんに！

●おすそ分けやプレゼントにも！

296.7kcal/100g 285.8kcal/100g

1647 お肉と野菜とヤギミルクスティック

馬・鹿・ラム・ヤギミルク・人参・かぼちゃの6種類！
その日の気分に合わせてどうぞ！

1,450円（180g）
人気商品

1646 お魚と野菜とヤギミルクスティック

鮭・たら・ほっけ・ヤギミルク・人参・かぼちゃの6種類！
お魚好きな子にどうぞ！

1,450円（180g）

使いやすい半分サイズの小袋タイプはこちら！使いやすい半分サイズの小袋タイプはこちら！

3,250円（50g×10袋）
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＂カルシウム村の＂ボーロシリーズ

その他・ケア用品

全種類のボーロをミックスし
たお得なパック。どれにしよ
うか迷った時にもオススメ！

1648 カルシウム村の恋人たち
378kcal/100g

1,200円（200g）
人気商品 人気商品

お野菜もカルシウムも摂るこ
とができる優秀なおやつ！６
種類のボーロのミックスです。

カルシウム村のやさい畑
500円（80g）

378kcal/100g

1583

ほんのり甘いお芋のボーロ。
食物繊維とポリフェノール
たっぷり！

人気商品
500円（80g）
カルシウム村の紅いも畑

380kcal/100g

1597

シニアに
抗酸化作用があり、眼精疲労・
視力改善にも効果あり！老化
防止にもおすすめです。

500円（80g）
カルシウム村のブルーベリー農園

376kcal/100g

1628

おいしいヤギのミルク味。とっ
ても甘い香りがたまりません。
パピーのご褒美に最適です。

パピーに

1598 カルシウム村のヤギ牧場
378kcal/100g

500円（80g）
1766 やぎミルクと紅いもボーロ

4,500円（800g）
食物繊維とポリフェノールたっ
ぷりの紫芋のボーロ。トレーニ
ングに最適なひとくちおやつ！

1767 やぎミルクとブルーベリーボーロ
4,500円（800g）

1768 やぎミルクとカルシウムボーロ
4,500円（800g）

カルシウムをベースに配合し、
パピーからシニアまで簡単に摂
取できる様に工夫しました。ト
レーニングにも最適！

1769 やぎミルクとやさいボーロ
4,500円（800g）

野菜はいつも食べさせたいアイ
テム！！おやつで野菜とやぎミ
ルクが食べられちゃいます！

1435 虫除けハーブミスト
1,800円（50ml）

お散歩前に身体全体、皮膚に直
接噴霧して、飼い主さん、大切
な愛犬から、蚊やノミ・ダニな
どをシャットアウト！

1150 プライムケイズオリジナル
保冷お出かけバッグ
500円

お出かけやお散歩の時に便利な
保冷バック！かわいい動物達が
笑顔でとってもキュート！

3343 天然ミネラルミスト
1,900円（250ml）

日本国有の山で発掘される天然
鉱物ミネラルと純水のみででき
た抗菌・消臭スプレー！

3058 トッピングにお役立ち！
わんこの食べ物事典
1,389円

手作りごはん初心者さんにもと
っても便利な食材事典です。

つまみぐいしちゃう美味しさ！大人気「プチせん」

スタッフ一押し！わんちゃんやねこちゃんが喜ぶの
はもちろん、家族みんなに喜んでいただけるとても
優しい味です。もちろん100% 無添加！
直径３ cm ほどと一口サイズなので、トレーニング
やご褒美に最適です。

人気商品

200円（20g）ごほうびプチせん1725
1,000円（110g）たっぷりプチせん3232
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プライムケイズの鶏肉は、「抗生物質やホルモン剤を使わ
ずに育てた『長期無薬飼育鶏』」！もちろん無添加なので、
味も香りも素晴らしいおやつになっています。
１度食べたらやみつきになる鶏のおやつ。
お気に入りを見つけてください♪

鶏のおやつ

人気商品

1442 干しささみ
720円（50g）

372kcal/100g

長期無薬飼育鶏のささみを開
いて乾燥させました。茹でて
やわらかくしても◎！

ささみビッグ
2,160円（200g）

372kcal/100g

1441

長期無薬飼育鶏のささみを１
本そのまま乾燥！ストレス発
散にもオススメです。

オススメ

薄切りささみ
600円（30g）1,440円（80g）

372kcal/100g

1676

長期無薬鶏のささみを薄くス
ライスして乾燥させました。

372kcal/100g

薄切りささみの小袋パック！
少し小さめなので小型犬や猫
ちゃんにもオススメです。

薄切りささみ1364

シニアにパピーに シニアにパピーに

人気商品

1508 プライムチップ鶏肉
1,200円（45g）

372kcal/100g

1456 細切りささみ
750円（50g）

372kcal/100g

シニアにパピーに

372kcal/100g

プチささみ（増量）
2,160円（200g）

1705

ささみを 1/3 にカットして乾
燥させました！

シニアに

1886 鶏SAKUサクッ
1,440円（100g）

404kcal/100g

長期無薬飼育鶏の胸肉を薄くス
ライスして乾燥しました！ヘル
シーなのでダイエット中でも◎

シニアにパピーに

人気商品

かみかみ手羽先チップ
700円（55g）

672kcal/100g

3413

人気商品

チキンビッツ
800円（40g）

452kcal/100g

1758

シニアにパピーに

kcal/100g

1701 手作りごはんの具 鶏肉

452kcal/100g

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

600円（30g）

長期無薬飼育鶏の手羽先のさき
っぽを乾燥して一口おやつに仕
上げました。コラーゲンとカル
シウム補給に！

人気商品

干し砂ずり
750円（50g）

112kcal/100g

1443

長期無薬鶏の砂ずりを食べやす
い大きさに切り乾燥しました。
ビタミン・ミネラル・鉄分が豊
富！

長期無薬飼育鶏の胸肉を丁寧に
乾燥させました。盗み食い注意
な一品です。低脂肪でヘルシー

長期無薬飼育鶏のささみを使
用した美味しいチップ。思わ
ず飛びつく美味しさです。

長期無薬鶏のささみをスティ
ック状のおやつにしました。
サクサクして食べやすい！
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ささみに野菜をたっぷり練りこ
んだヘルシーおやつ。パピー・
シニア・野菜嫌いな子にも◎！

386kcal/100g

ささみと野菜のハーモニー

ダイエットに！
900円（50g）

1530

長期無薬鶏のネックをレトル
ト調理！丸ごとかぶりついて
食べられます！ご飯にも◎！

人気商品

1460 かぶりつき
700円（200g）

1531 やみつき手羽先
800円（４本）

オススメ

26.4kcal/１本

プライムレバー

内臓を手軽にあげられる、コ
ンパクトサイズのおやつです。
ご飯にも使える優れもの！

500円（６本入り）1349
1350 1,000円（13本入り）

北海道の大自然で作られた、
国産の美味しいチーズです。
ご褒美やトッピングに◎！

1347
プライムチーズ
500円（5本入り）

1348 1,000円（11本入り）

34.8kcal/１本34.8kcal/１本

3231

1,343円（各8本）

プライムチーズとレバー
Mixパック

ご褒美やおやつにピッタリの人
気商品、プライムチーズとプラ
イムレバーのお得なセット！持
ち運び便利なお手軽サイズ！

鶏レバースティック

栄養満点なレバーを手軽にあ
げられるおやつです。週に一
度は内臓をあげましょう！

650円（90g）

362kcal/100g

1366

オススメ

鶏レバーとヤギミルクスティック
650円（80g）

1367

325kcal/100g

人気のヤギミルクスティック
と、ビタミン・鉄分が豊富なレ
バースティックをセットに！

オススメ 人気商品

1454 レバーソーセージ
600円（４本）

61.7kcal/１本

人気商品

ささみチーズソーセージ

66.5kcal/１本

1453
600円（４本）

大人気のレバーソーセージの
お得な大袋タイプです。香り
豊かなささみチーズソーセー
ジ２本のおまけ付き！

《大袋》レバーソーセージ
3,000円（20本＋2本）

61.7kcal/１本

1761

66.5kcal/１本

ささみチーズソーセージが 20
本入ったお得なパックです。
手軽に内臓が食べられるレ
バーソーセージが２本付いて
きます！

1760《大袋》ささみチーズ
3,000円（20本＋2本）

人気商品

鶏御膳

kcal/100g

長期無薬飼育鶏 100% レトル
ト肉。おやつにもご飯にも。常
温保存◎なので非常食にも！

138kcal/100g

1618
960円（100g×２袋）

1673 レバーとささみチーズ
400円（各1本入）

ソーセージのお試しサイズ。小型
犬や猫ちゃんに。パピーからシニ
アまで大人気のおやつ。お試し・
プレゼントにどうぞ！

長期無薬鶏の手羽先です。柔ら
かくてジューシー♪オーナーさ
んも一緒にお召し上がりくださ
い！

長期無薬飼育鶏のささみと香
り豊かなチーズのソーセージ
。猫ちゃんにも大人気です！
ご飯の材料にもなる優れも
のです！

長期無薬飼育鶏のレバーを使
った美味しいソーセージ。お
やつはもちろん、ごはんのト
ッピングにも最適です。お薬
を飲む時にも便利です！
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馬のおやつ

馬肉は牛肉や豚肉くらべ低脂肪、低カロリー / 高タンパク質、
高ミネラルで栄養価の高い健康食品です。
馬肉のタンパク質にはペプチドが含まれています。
このペプチドとは血管を拡張する作用があり、
血圧を下げる効果があります。
鉄分も牛肉や豚肉の約3倍も多く、
貧血予防にもなります。

熊本県直送 干し馬刺し
1,440円（50g）

484kcal/100g

1444

馬刺し用のお肉を乾燥させた
贅沢なおやつです！歯固めに
もオススメです！

オススメ

484kcal/100g

1,500円（40g）

馬刺し馬の「モツ（小腸）」をパ
リッと乾燥させました。ストレ
スを発散や歯磨きにぴったり！
茹でてカットしてご飯にも♪

馬GUMGUM3235

1758

452kcal/100g

3030

484kcal/100g

国産馬肉SAKUサクッ
1,500円（40g）

国産馬肉を、贅沢に乾燥だけさ
せて薄切りジャーキーにしまし
た！薄いのでシニアにもオスス
メ！

人気商品 シニアに

ホースビッツ
1,000円（40g）

低脂肪・低カロリー・低コレス
テロール・高ビタミン・高タン
パク質の優秀食材おやつです！

484kcal/100g

1333

人気商品 シニアにパピーに

1703 手作りごはんの具 馬肉

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

800円（30g）

484kcal/100g

159kcal/100g

人気商品

馬御膳

熊本県直送馬肉 100% レトル
ト肉。おやつにもご飯にも。常
温保存◎なので非常食にも！

1620
1,200円（100g×２袋）

484kcal/100g

1524
960円（30g）
やわらか馬刺し 1513 やわらか馬刺し

2,400円（80g）
人気商品 シニアに 人気商品 シニアに
大人気のやわらか馬刺にお試し
小袋タイプ登場！お試し・プレ
ゼント・お出かけにぴったり！

馬刺し用のお肉を一度ミンチに
して乾燥させた、柔らかくて贅
沢なシニアに最適な一品です！

401kcal/100g

1518
900円（30g）
馬肉と野菜のミルフィーユ

シニアにパピーに

1500 馬肉と野菜のミルフィーユ
2,250円（80g）

401kcal/100g

シニアにパピーに シニアにパピーに
低脂肪･低カロリー･低コレステ
ロール・高ビタミン･高タンパ
ク質の馬肉！野菜も一緒に摂れ
る優れものおやつです！

馬肉と野菜のミルフィーユにお
試し小袋タイプ登場！プレゼン
ト・お出かけにぴったり！

990円（30g）

459kcal/100g

1521 馬肉とヤギミルクのマリアージュ

シニアにパピーに
2,475円（80g）

大人気のヤギミルクスティック
と美味しいお肉がコラボ！とて
も薄くて食べやすい！

459kcal/100g

1504 馬肉とヤギミルクのマリアージュ

シニアにパピーに

馬肉とヤギミルクのマリアージ
ュにお試し小袋タイプ登場！プ
レゼント・お出かけにぴったり
！



28
※表示価格は全て税抜き価格です。

※　　　   内の数字はコード番号です。 おやつ

鹿のおやつ

熊本県直送 干し馬アキレス
1,000円（50g）
2,750円（140g）

1445
1476
歯磨きやストレス発散、お留守
番時にも使える優れもの！ボイ
ル殺菌しているので安心です。

500円（１本）

ボイル殺菌をした後に乾燥し
た、安全なアキレスのおやつ。
歯磨きやストレス発散に◎！

熊本県直送 干し馬アキレス1128

オススメ

モンゴル産　干し馬アキレス
1,440円（50g）
3,300円（140g）

3416
3417

550円（2本）
モンゴル産 干し馬アキレス3446

オススメ

オススメ

馬のあばらちゃん
1,500円（約65g）

3366

蝦夷鹿の肉は、牛肉に比べたんぱく質は約２倍、鉄分は９倍近く、
カロリーは10分の１以下というヘルシーなお肉です。
更にレバーなどのように鉄や銅などのミネラルが豊富。
脂質量が少ないのでコレステロールも低く安心です。
漢方の世界では疲労回復にも効果があると言われています。
そんな優秀な鹿を美味しいおやつにしました！

1712 蝦夷鹿 干し肉
1,200円（40g）

蝦夷鹿のもも肉を乾燥させま
した！刻んでご飯にトッピン
グしても美味しいです！

314kcal/100g

オススメ
960円（40g）

1478 ベニソンビッツ

496kcal/100g

クセや臭みもなく、美味しい
鹿肉のおやつです。

シニアにパピーに

3016 手作りごはんの具 鹿肉

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

720円（30g）

496kcal/100g

人気商品

希少な馬のあばら骨をそのま
ま乾燥！程よい硬さでかみご
たえバツグン!

プレミアム馬のあばらちゃん 1本
500円（1本）

3347

太めのロングタイプで食べご
たえ抜群！プレミアム歯磨き
おやつです！

1,800円（40g）
蝦夷鹿 SAKUサクッ3062

シニアにパピーに

北海道産の蝦夷鹿をとても薄く
スライスし乾燥した贅沢なおや
つです！

モンゴルの大草原で育った馬
のアキレスを乾燥のみさせた
健康歯磨きおやつ！

お試しにピッタリ！モンゴル
の大草原で育った馬のアキレ
スの健康歯磨きおやつ！

歯磨き・口臭予防
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蝦夷鹿のあばらちゃん3247

歯磨き・口臭予防

1,000円（２～３本）

約 10～12cm 程のガムに仕
上げました！歯磨き・ストレス
発散に最適です！

北海道産 蝦夷鹿アキレス1548

750円（70～75g）
蝦夷鹿のあばらちゃんロング3346

歯磨き・口臭予防
食べごたえ抜群のロングタイプ
。大型犬にも満足のサイズです
！アレルギーの子にも安心

北海道の蝦夷鹿の肉付きあばら
骨をそのまま乾燥させました！
歯磨き効果抜群！さらにカルシ
ウム補給にも！

2,100円（200g）

419kcal/100g

1519
900円（30g）

野菜が入ってヘルシーなミル
フィーユの小袋パック！お試し
にぴったりです。

鹿肉と野菜のミルフィーユ

シニアにパピーに

1501 鹿肉と野菜のミルフィーユ
2,250円（80g）

薄切りシリーズに野菜入りが登
場！ヘルシーなので体重の気に
なる子にもオススメです。

419kcal/100g

シニアにパピーに シニアにパピーに
960円（30g）

347kcal/100g

1522 鹿肉とヤギミルクのマリアージュ

シニアにパピーに
2,400円（80g）

大人気のヤギミルクスティック
と美味しいお肉がコラボ！とて
も薄くて食べやすい！

347kcal/100g

1505 鹿肉とヤギミルクのマリアージュ

シニアにパピーに

低カロリー・高タンパクな鹿肉
と、タウリン豊富で吸収消化し
やすいヤギミルクがコラボ！

鹿御膳1638
1,200円（100g×２袋）

新鮮な鹿肉を使ったレトルト
肉。おやつにもご飯にも。常
温保存◎なので非常食にも！

人気商品

110kcal/100g

2,200円（50g）
北海道産 蝦夷鹿アキレス3412

歯磨き・口臭予防

北海道の蝦夷鹿を乾燥させまし
た。筋にはコラーゲンがたっぷ
り！デンタルケア・口臭予防・
歯固めにおすすめです！

5,800円（140g）
北海道産 蝦夷鹿アキレス3411

歯磨き・口臭予防

大型犬も満足の大袋サイズ！食
べごたえ抜群！デンタルケア・
口臭予防・歯固めにおすすめで
す！

1,000円（2本）
蝦夷鹿アキレス（肉付き）3381

歯磨き・口臭予防

北海道の蝦夷鹿を乾燥。お肉も
付いているから食べ応えバツグ
ン！筋にはコラーゲンがたっぷ
り！

2,000円（4～6本）
蝦夷鹿アキレス（肉付き）3382

歯磨き・口臭予防

たっぷり入った大袋！北海道の
蝦夷鹿を防腐剤や添加物を入れ
ずにそのまま乾燥しました。

歯磨き・口臭予防

1,800円（約50～99g）
北海道産 蝦夷しか角１本（小）3406

歯磨き・口臭予防

小型犬でも安心の小サイズ（約
50～99g）。漢方でもおなじ
みの天然蝦夷鹿の角、夢中でガ
ジガジすること間違いなし！歯
磨き効果も抜群です！

2,500円（約100～149g）
北海道産 蝦夷しか角１本（中）3407

歯磨き・口臭予防

中サイズ（約100～149g）。
漢方でもおなじみの天然蝦夷鹿
の角、夢中でガジガジすること
間違いなし！歯磨き効果も抜群
です！

3,000円（約150～199g）
北海道産 蝦夷しか角１本（大）3408

歯磨き・口臭予防

大型犬も満足の安心の大サイズ
（約150～199g）。漢方でも
おなじみの天然蝦夷鹿の角、夢
中でガジガジすること間違いな
し！歯磨き効果も抜群です！
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豚のおやつ

豚耳GUMGUM
600円（60g）

1457

豚耳をカットして乾燥させまし
た！カミカミして歯磨きにも！

シニアにパピーに

376kcal/100g

1616 豚のきもち
600円（50g）

栄養たっぷりのレバーを乾燥
させたジャーキーです。手軽
に内臓があげられます。

人気商品

1602 パリパリ軟骨
2,160円（160g）

555kcal/100g

豚の喉軟骨を乾燥させまし
た！カルシウム補給にも最適
です！5cm幅で食べやすい！

1567 なんこつくん
600円（50g）

561kcal/100g

おやつを食べながらカルシ
ウムもコラーゲンも摂取。
小型の子も安心です。

人気商品
600円（１～２枚）

1560 コラーゲンたっぷり豚耳将軍

大人の手のひらサイズの豚耳を
そのまま乾燥させました。コ
ラーゲン・カルシウム補給に。

炙り豚耳将軍
400円（１枚）

1507

豚耳将軍を丁寧に一枚ずつ炙
りました。美味しい香りがた
まりません！豚耳将軍よりも
一回り大きいサイズです。

584kcal/100g

豚ビッツ
870円（40g）

健康な SPF 豚を使用した一口
おやつ！疲れやすい子やシニア
の体力アップにおすすめです。

3107

老化防止に

383kcal/100g

3238

ビタミン・ミネラルが豊富なハ
ツをトッピングに！心臓の悪い
子にもおすすめです！

970円（30g）
豚のこころビッツ

心臓サポート

584kcal/100g

手作りごはんの具 豚肉
650円（30g）

SPF 豚を使用。ビタミンＢ郡
が豊富で、美肌や老化防止、ス
トレス発散に効果！疲労回復！

3108

老化防止に

383kcal/100g

3239

ビタミン・ミネラルが豊富なハ
ツをトッピングに！心臓の悪い
子にもおすすめです！

725円（30g）
手作りごはんの具豚のこころ

心臓サポート

262kcal/100g

人気商品

豚御膳

豚ヒレ肉を使ったレトルト肉。
おやつにもご飯にも。常温保
存◎なので非常食にも！

1459
1,040円（100g×２袋）

人気商品

プライムケイズでは
SPF豚を使用しています。

SPF豚は自然環境下で飼育されるので、
「無菌豚」ではありません。
しかし、清潔な環境で飼育されるSPF豚の腸内に棲息する
細菌の多くは善玉菌なのが特徴で、「健康豚」の証です。
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プライムケイズの牛は
検査を通過した牛のみを使用した、
無添加無着色の安心安全な商品です。
歯磨きのおやつからご飯のトッピングに
使えるものまで幅広くご用意しました！
美味しい国産牛の贅沢おやつを
ぜひ味わってみてください！

牛のおやつ

人気商品

国産牛 干し肉
900円（40g）

399kcal/100g

1458

牛肉の脂などをはずし、赤身部
分をスライス・乾燥させました。
グルメさんも納得の一品！

1,800円（60g）

399kcal/100g

牛肉を薄切りにして乾燥させ
ました！サクサクとして食べ
やすいおやつです。

国産牛SAKUサクッ1512

シニアにパピーに 人気商品

1439 国産牛GUMGUM 国産牛ビッグGUMGUM
600円（30g） 1,600円（100g）

366kcal/100g 366kcal/100g

1438

センポコを乾燥させた、カミ
カミおやつ。独特な噛み心地
にやみつき間違いなし！

GUMGUM の大判タイプ。歯
磨きやストレス発散に！大型
犬も大満足のサイズです。

デンタルケア
しっかりカムゾン

3098

2,500円（40g）

牛タン皮
細切りジャーキー

細切りで小型犬にも食べやす
い！タンパク質・鉄分・ビタ
ミンB類・コラーゲンが豊富

3061

600円（30g）

干し牛アキレス
1,000円（50～60g）3333   

歯磨きやストレス発散、お留
守番時にも使える優れもの！
コラーゲンもたっぷり！

仔牛の骨なので小型犬の歯磨き
にもオススメ。お肉がついてい
るので美味しさも抜群です！

1714 仔牛のあばらちゃん
750円（55g）

人気商品 パピーに

1452 よかボーン あばらちゃん

人気商品
450円（2～3本）

国産の牛の肉付きバラ骨のお
やつ。パピーの歯固めやスト
レス防止に。歯磨き効果抜群

国産牛の小腸を使った歯磨きお
やつ。ストレス発散にも！内臓
を手軽にあげられます！

3271 シニアもバリバリ
かむっちゃん
800円（40g）

202.4kcal/100g

人気商品

牛御膳

牛もも肉 100% レトルト肉。
おやつにもご飯にも。常温保
存◎なので非常食にも！

1448
1,200円（100g×２袋）

1377 プレミアム仔牛のあばら
400円（1本）

人気商品

お肉のついた「少し長め」の仔
牛の骨のおやつです。カルシウ
ムが簡単に摂取でき歯磨き効果
も抜群！

上ミノとセンマイをそのまま
乾燥。噛めば噛むほど柔らか
く味わいも増します。
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歯磨きに最適！「よかボーン」シリーズ

ガブガブかじって
ハミガキ効果ばっちり！

人気商品

1452

がぶがぶ齧れる骨は歯磨きに
◎！カルシウムも摂取できて
一石二鳥です。

よかボーンあばらちゃん
450円（2～3本）

小型犬も夢中！

大型犬も大満足！

1450 よかボーン１号

特選牛の骨 よかボーン

：1,000円（約400g～599g）

1451 よかボーン２号：1,100円（約600g～799g）
1550 よかボーン３号：1,500円（約800g～999g）
1161 よかボーン４号：1,850円（約1000g～1299g）

※重量や価格は入荷状況によって変更となる場合があります。

国産牛の骨をどーんとご用意！夢中で
齧り続ける子続出！歯磨き効果もバッ
チリです。

人気商品

小型犬も夢中！

大型犬も大満足！

3354 よかボーン ハーフカット00号

特選牛の骨 よかボーン ハーフカット

：900円（約100g～199g）

3337 よかボーン ハーフカット0号 ：1,000円（約200g～399g）

3338 よかボーン ハーフカット1号 ：1,100円（約400g～599g）

3339 よかボーン ハーフカット2号 ：1,500円（約600g～799g）
※重量や価格は入荷状況によって変更となる場合があります。

国産牛の牛骨を乾燥しました。食べや
すいハーフカットです！

犬のおやつといえば、やっぱ
り「骨」。ハミガキ効果や気
になる口臭の軽減にも大活躍
してくれます！
おまけにカルシウム摂取もで

きて一石二鳥！ 原材料は、トレサビリティーのわかる安心な国産牛のみ
使用。あごの強化にも効果的です。
わんちゃんも、「めちゃうまか～～！」と喜んでくるはず！

数量限
定

数量限
定
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豚のおやつ

カンガルー

ダイエットに！

384kcal/100g

手作りごはんの具カンガルー
720円（30g）

ダイエット中でもしっかり食べ
られるお肉！生活習慣病（糖尿
病・高血圧）の予防に！

3106

カンガルーは低脂肪、
高多不飽和脂肪酸、
低コレステロール、
高蛋白！ダイエット
中でもしっかり食べ
られるお肉です。
心臓病・高血圧
の改善にも
効果が
期待できます！

うずらのおやつ

うずらビッツ
960円（40g）

1516

国産のうずらを丸ごと使用！高
タンパク・低カロリー・低脂肪
でパピーやシニアにおすすめ。

シニアにパピーに

469kcal/100g

ダイエット中にもおすすめなカ
ンガルーをレトルトに！心臓病
にも効果が期待できます。

ダイエットに！

カンガルー御膳
1,440円（100g×２袋）

3125

ラムのおやつ

マトンに比べ、独特な
匂いの少ないのが 1歳
未満のラム。
ラムはたんぱく質、ビ

分を多く含み、その他
蛋白源と比較した場合、
低カロリーかつ低脂肪
です。冷えからくる下
痢・腹痛・足腰の痛み
などに効果があります。

低カロリーかつ低脂肪！アレル
ギーの子・ダイエット中でも安
心のラム肉をレトルトに！

ダイエットに！

ラム御膳
1,400円（100g）

3228

新鮮なラム肉のスティック。
ダイエットにもオススメです。

どさんこラムスティック
650円（90g）

355kcal/100g

1716

ダイエットに！
人気商品 シニアにパピーに

kcal/100g

1573 手作りごはんの具 ラム

501kcal/100g

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

1,050円（30g）

384kcal/100g

カンガルービッツ
960円（40g）

ダイエット中にもおすすめなカ
ンガルーのおやつです！日々の
ご飯にも。

3105

ダイエットに！

カンガルー SAKUサクッ3378
2,250円（40g）

ダイエットに！

生活習慣病の予防にも最適なカ
ンガルーのジャーキーです。お
やつやご飯に◎！

カンガルー干し肉1711
1,200円（40g）

262kcal/100g

ダイエットに！

タミン B 群、亜鉛、鉄

生活習慣病の予防にも最適なカ
ンガルーのジャーキーです。お
やつやご飯に◎！

469kcal/100g

3365 手作りごはんの具 うずら
750円（30g）

カルシウム補給に

愛知県産のうずらのみ丸ごと使
用！ご飯のトッピングにとって
も簡単お手軽で最適！
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お魚のおやつ

新鮮な鮭を薄くスライスして
乾燥させました。ご飯のトッ
ピングにもオススメです。

1721 どさんこ鮭POKIポキッ
1,200円（38g）

1720 どさんこ鮭SAKUサクッ
1,200円（40g）

鮭を細くスティック状にしたお
やつ。ぽきっと折ればおやつや
トッピングに◎！

417kcal/100g

オススメ

417kcal/100g

800円（30g）
薄削りの中でやや大きめの花
立ちのものです。原材料は最
上級品とされる｢本枯本節二年
物｣のみ使用しています。まろ
やかで上品な味わいです。

1467 天然かつお節

人気商品

1461 低塩にぼし いわし
600円（100g）

322kcal/100g

そのまま食べてもお出汁を
とっても美味しい煮干し。皆
のカルシウム補給に！

人気商品

低塩にぼし きびなご

kcal/100g

わんちゃん猫ちゃん関係なく大
人気のきびなご！カルシウム補
給にピッタリです。

274kcal/100g

1464
600円（100g）

320kcal/100g

低塩にぼし こあじ
600円（100g）

1463

グルメな猫ちゃんも大満足！獲
れたて素材を乾燥させた贅沢な
一品です。

オススメ

低塩にぼし いわし粉

オススメ

1462
600円（100g）

長崎県近海のイワシを粉末にし
ました！いつものご飯にかける
だけで食欲アップ！

322kcal/100g

天然乾燥ホタテ貝柱
1,000円（５粒）

3059

北海道産の貝柱。直径は約 2cm。
機能的なアミノ酸が多く、健康維
持のための万能食材です！

シニアにパピーに

丸干し氷下魚（こまい）
600円（50g）

3060

噛めば噛むほど味わい深い！カ
ルシウム補給に最適。ペットも
人も楽しめます！

オススメ
230円（30g）

いわし・さば・かつおの旨味を
ぎゅっと閉じ込めました！お湯
を注げばスープにもなります！

318kcal/100g

1492 fish fish fish 3242 サーモンスキン

天然鮭の鮭皮を乾燥させただけ
のおやつ！オメガ３脂肪酸・コ
ラーゲンたっぷり♪

1,440円（40g）
EPA・DHA補給に

395kcal/100g

なまずビッツ
1,300円（40g）

美味しくってヘルシー！クセも
なく食べやすい、低カロリー・
高タンパクなお魚です。

3170

3236 青物三昧ビッツ

青魚３種類をぎゅっと詰めたお
魚好きにはたまらない逸品。カ
ルシウム補給にも！

肝臓サポート

398kcal/100g

3349 たらビッツ
1,200円（30g）

脂質が少なくヘルシー！また、
骨の健康や貧血の予防、髪や皮
膚の美容にも効果的！

ダイエットに！

427kcal/100g

鮭ビッツ
1,100円（40g）

低脂肪・高タンパクでヘル
シー！ガン予防にもなるアスタ
キサンチンが含まれています。

3099

ダイエットに！

410kcal/100g

まんだいビッツ
1,100円（40g）

上品な味に夢中になること間違
いなし！美味しくてヘルシー！
ダイエットにも◎！

3101

ダイエットに！
1,100円（40g）
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はじめてセット

EPA・DHA補給に

364kcal/100g

まぐろビッツ
1,275円（40g）

高タンパク・低脂肪！EPA・
DHA も豊富で、疲労回復も期
待できます！

3112

シニアにパピーに

kcal/100g

1599 手作りごはんの具 鮭

427kcal/100g

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

825円（30g）
シニアにパピーに

小粒タイプの乾燥お肉です。旨
味が凝縮されています！トッピ
ングやおやつにぴったり♪

3102 手作りごはんの具 まんだい

上品な味わいで人気のタイを
ぎゅっと凝縮！ヘルシーなので
ダイエットにも◎！

875円（30g）
ダイエットに！

kcal/100g410kcal/100g 332kcal/100g

シニアにパピーに

1589 手作りごはんの具 いわし

煮干しを粉末にし乾燥しまし
た。旨味が凝縮されています！
トッピングにどうぞ！

600円（30g）

364kcal/100g

シニアにパピーに

3293 手作りごはんの具 まぐろ

まぐろを粗挽きにして乾燥。旨
味が凝縮されています！ご飯に
ふりかければ食欲アップ！

955円（30g）
3169 手作りごはんの具 なまず

低カロリーで高タンパク！クセ
がなく、ほどよく脂がのって美
味しい白身です！

975円（30g）

395kcal/100g

ダイエットに！

3237 手作りごはんの具青物三昧

青魚３種類をぎゅっと詰めた美
味しいお魚のふりかけです。カ
ルシウム補給にも！

800円（30g）
肝臓サポート

kcal/100g398kcal/100g

3350 手作りごはんの具 たら
800円（20g）

ダイエットに！

タンパク質が豊富で、脂質が
少なくヘルシーのため、ダイ
エットに効果的です！

人気商品

鮭御膳

kcal/100g

鮭の氷頭軟骨入りのレトルト
肉。おやつにもご飯にも。常温
保存◎なので非常食にも！

160kcal/100g

1509
1,200円（100g×2袋）

無添加おやつ はじめてセットA
3442 1,700円

鮭の身が赤いのはアスタキサンチン酸によるものです
。アスタキサンチン酸は血管内の悪玉コレステロール
を除去してくれ、がんの予防にも効果もあるとされて
います。
また天然の鮭は低脂肪で高タンパクで、とっても
ヘルシー。ダイエット中のおやつにも最適！

「鮭」はオメガ３脂肪酸が豊富なんです！「鮭」はオメガ３脂肪酸が豊富なんです！

大人気の「チキンビッツ」、ヘル
シーな「カルシウム村のやさい
畑」、食い付きバツグンの「レバ
ーとささみチーズ」の無添加お
やつセット！

無添加おやつ はじめてセットB
3443 1,750円
とってもヘルシーな「薄切りさ
さみ」、おやつで内臓ケア「鶏レ
バーとヤギミルクスティック」
、香り豊かな「プライムチーズ」
の無添加おやつセット！

天然歯磨きおやつ はじめてセット
3444 1,600円
柔らかめものから固いものま
で3段階でご用意いたしまし
た！歯磨き・口臭予防にピッ
タリのデンタルケア用おやつ
セット！

はじめてセットはじめてセット お試しパ
ック



(佐川急便のみ) ・14～16時 ・16～18時 ・18～20時 ・19～21時

〒811-3111 福岡県古賀市花見南2-27-18 有限会社 さかい企画宛

数量型番 商品名

FAXTEL

FAXご注文申込用紙

佐川急便（送料／全国一律 500円（税別））※2万円(税込)以上お買い上げで送料無料 （送料／全国一律 800円（税別））　・　ヤマト運輸

ご注文日

（○印をつけて下さい）

（○印をつけて下さい）

希望時間帯

お届けご希望日 月 日

午前中 ・12～14時

〒

※前振り込みをご選択のお客様は、弊社よりお振込み金額をご連絡いたしますので、
　ご希望の連絡方法をお選び下さい。

福岡銀行　千鳥支店（普）0205161　有限会社さかい企画
ゆうちょ銀行　記号17450　番号85584201　有限会社さかい企画
PayPay銀行　本部営業部（普）4736137　ユ）サカイキカク

配送方法

（○印をつけて下さい）連絡方法

TEL　・　FAX

代金引換  （代引手数料 300円（税別）） （振込み手数料はご負担願います）　・　前振り込み（○印をつけて下さい）支払方法

お名前

ご住所

※冷凍商品をご注文の場合、クール料金３00円（税別）をいただいております。
送料（全国一律）

口座番号

○佐川急便／500円（税別） ○ヤマト運輸／800円（税別）




