
原材料・成分比較表  2020.11

ダルフォード グレインフリー ミニビスケット

現行 新 現行 新 現行 新 現行 新

チェダーチーズ粉 チェダーチーズ粉 サーモン サーモン ターキー(七面鳥) ターキー(七面鳥) 黄えんどう豆 さつまいも

黄えんどう豆 さつまいも　 黄えんどう豆 さつまいも　 黄えんどう豆 さつまいも　 ベーコンフレーバー じゃがいも

じゃがいも じゃがいも じゃがいも じゃがいも じゃがいも じゃがいも じゃがいも 黄えんどう豆

さつまいも　 黄えんどう豆 さつまいも　 黄えんどう豆 さつまいも　　 黄えんどう豆 さつまいも ベーコンフレーバー

鶏脂肪 ＊ 鶏脂肪 ＊ 鶏脂肪 ＊ 鶏脂肪 ＊ 鶏脂肪 ＊ 鶏脂肪 ＊ キャノーラオイル ＊ 黒糖蜜

黒糖蜜 黒糖蜜 黒糖蜜 黒糖蜜 黒糖蜜 黒糖蜜 黒糖蜜 キャノーラオイル ＊

にんじん にんじん にんじん　 にんじん にんじん にんじん にんじん　 にんじん

りんご りんご りんご りんご りんご りんご りんご りんご

クランベリー　 クランベリー　 クランベリー　 クランベリー　 クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー

ブルーベリー　 ブルーベリー　 ブルーベリー　 ブルーベリー　 ブルーベリー　 ブルーベリー　 ブルーベリー ブルーベリー

アナトー(色素) アナトー(色素) ウコン ウコン セージ セージ ローズマリーエキス ローズマリーエキス

ローズマリーエキス ローズマリーエキス 酸化鉄 酸化鉄 ローズマリーエキス ローズマリーエキス サンフラワーオイル

サンフラワーオイル ローズマリーエキス ローズマリーエキス サンフラワーオイル サンフラワーレシチン

サンフラワーレシチン サンフラワーオイル サンフラワーレシチン

サンフラワーレシチン

粗  蛋  白 14%以上 14%以上 16%以上 15%以上 16%以上 15%以上 11%以上 13%以上

粗  脂  肪 14%以上 14%以上 6%以上 8%以上 6%以上 7%以上 10%以上 10%以上

粗  繊  維 4%以下 5%以下 4%以下 5%以下 4%以下 5%以下 5%以下 5%以下

水        分 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下

粗  灰  分    5.0%以下 5%以下    5.0%以下 5%以下    5.0%以下 5%以下 5%以下 5%以下

代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ/100g 365kcal/100g 365kcal/100g 365kcal/100g 365kcal/100g 365kcal/100g 365kcal/100g 370kcal/100g 370kcal/100g

＊鶏脂肪、キャノーラオイルはミックストコフェロールで保存

主にサンフラワーオイル、サンフラワーレシチンが加わります

ダルフォード チーズレシピ ダルフォード サーモンレシピ ダルフォード ターキーレシピ ダルフォード ベーコンレシピ
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原材料・成分比較表  2020.11

ダルフォード オーブンベイクド ビスケット ZERO/G mini

現行 新 現行 新 現行 新

チキン チキン サーモン サーモン ダック ダック

キヌア さつまいも キヌア さつまいも キヌア さつまいも

ひよこ豆 黄えんどう豆 ひよこ豆 黄えんどう豆 ひよこ豆 黄えんどう豆

黄えんどう豆 じゃがいも 黄えんどう豆 じゃがいも 黄えんどう豆 じゃがいも

サンフラワーオイル サンフラワーオイル サンフラワーオイル サンフラワーオイル サンフラワーオイル サンフラワーオイル

糖蜜 キヌア 糖蜜 キヌア 糖蜜 キヌア

ブルーベリー 糖蜜 ブルーベリー 糖蜜 ブルーベリー 糖蜜

クランベリー ブルーベリー クランベリー ブルーベリー クランベリー ブルーベリー

チアシード クランベリー チアシード クランベリー チアシード クランベリー

海藻 チアシード 海藻 チアシード 海藻 チアシード

ローズマリーエキス 海藻 ローズマリーエキス 海藻 ローズマリーエキス 海藻

ミックストコフェロール ミックストコフェロール ミックストコフェロール

サンフラワーレシチン サンフラワーレシチン サンフラワーレシチン

ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス

粗  蛋  白 19%以上 14%以上 19%以上 13%以上 17%以上 14%以上

粗  脂  肪 11%以上 12%以上 10%以上 12%以上 12%以上 12%以上

粗  繊  維 5%以下 5%以下 5%以下 5%以下 5%以下 5%以下

水        分 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下 10%以下

粗  灰  分    3.5%以下    3.5%以下    3.5%以下    3.5%以下    3.5%以下    3.5%以下

代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ/100g 386kcal/100g 420kcal/100g 367kcal/100g 431kcal/100g 389kcal/100g 438kcal/100g

＊鶏脂肪、キャノーラオイルはミックストコフェロールで保存

主にひよこ豆が抜け、さつまいも、じゃがいもが加わります。

サンフラワーレシチン、ローズマリーエキスが加わります。

ZERO/G mini チキンレシピ ZERO/G mini サーモンレシピ ZERO/G mini ダックレシピ
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