
サンデーペッツ仕様変更 新旧比較(23年2月)

2022.1/26

現行 ⇒ 変更後 現行 ⇒ 変更後 現行 ⇒ 変更後 1 変更後 2 現行 ⇒ 変更後 1 変更後 2

商品名 ビーフ ビーフ
ウイズ トライプ

ラム ラム
ウイズ トライプ

キングサーモン キングサーモン
ウイズ トライプ

キングサーモン ワイルドホキ ワイルドホキ
ウイズ トライプ

ワイルドホキ

1.5kg ⇒ 1.3kg 1.5kg ⇒ 1.3kg 1.5kg ⇒ 1.3kg 1.3kg 1.5kg ⇒ 1.3kg 1.3kg

原材料名

牛肉64％（牛肉、牛
レバー、腎臓*、心
臓*）、野菜34.9％
（カボチャ、亜麻仁、
ニンジン、オオウキ
モ（海藻））、緑イ貝
0.2％、ブルーベリー
0.2％、マヌカハニー
0.1％、リンゴ酢0.1％
*季節により使用し
ます。

⇒

牛肉64％（正肉、ビーフト
ライプ*、ビーフレバー*、
ビーフキドニー*、ビーフ
ハート*）、野菜34.9％（カ
ボチャ、亜麻仁、ニンジン、
オオウキモ（海藻））、緑イ
貝0.2％、ブルーベリー
0.2％、マヌカハニー0.1％、
有機リンゴ酢0.1％　*季節
により使用します。

ラム64％（ラム肉、
肝臓、腎臓*、心臓
*）、野菜34.9％（カ
ボチャ全体、亜麻
仁、ニンジン、オオ
ウキモ（海藻）、緑イ
貝0.2％、ブルーベ
リー0.2 ％、マヌカハ
ニー0.1％、リンゴ酢
0.1％　*季節により
使用します。

⇒

ラム64％（ラム肉40%、ラム
トライプ*、ラムレバー*、ラ
ムキドニー*、ラムハート
*）、野菜34.9％（カボチャ、
亜麻仁、ニンジン、有機オ
オウキモ（海藻）、緑イ貝
0.2％、ブルーベリー0.2
％、マヌカハニー0.1％、有
機リンゴ酢0.1％　*季節に
より使用します。

キングサーモン
64％、 野菜34.9％
（カボチャ、亜麻仁、
ニンジン、オオウキ
モ（海藻）0.2％）、緑
イ貝0.2％、ブルーベ
リー0.2％、マヌカハ
ニー0.1％、リンゴ酢
0.1％

⇒

64%：(キングサーモン、
ビーフトライプ*、ビーフレ
バー*）、 野菜34.9％（カボ
チャ、亜麻仁、ニンジン、
有機オオウキモ（海藻））、
緑イ貝0.2％、ブルーベリー
0.2％、マヌカハニー0.1％、
有機リンゴ酢0.1％　*季節
により使用します。

キングサーモン64％、 野
菜34.9％（カボチャ、亜麻
仁、ニンジン、オオウキモ
（海藻）0.2％）、緑イ貝
0.2％、ブルーベリー
0.2％、マヌカハニー0.1％、
リンゴ酢0.1％

ホキ64％、 野菜
34.9％（カボチャ、亜
麻仁、ニンジン、オ
オウキモ（海藻））、
緑イ貝0.2%、ブルー
ベリー0.2％、マヌカ
ハニー0.1％、リンゴ
酢0.1％

⇒

64%：（ホキ、ビーフトライプ
*、ビーフレバー*）、 野菜
34.9％（カボチャ、亜麻仁、
ニンジン、有機オオウキモ
（海藻））、緑イ貝0.2%、ブ
ルーベリー0.2％、マヌカハ
ニー0.1％、有機リンゴ酢
0.1％　*季節により使用し
ます。

ホキ64％、 野菜34.9％（カ
ボチャ、亜麻仁、ニンジン、
オオウキモ（海藻））、緑イ
貝0.2%、ブルーベリー
0.2％、マヌカハニー0.1％、
リンゴ酢0.1％

栄養添加物
(kg当たり)

E6亜鉛（グリシン水
和物の亜鉛キレー
ト） 90 mg、E4銅（グ
リシン水和物の銅キ
レート） 2 mg、セレン
酵母 0.15 mg、E5マ
ンガン（グリシン水
和物のマンガンキ
レート） 10 mg、ビタ
ミンE　　60 IU、ビタミ
ンB1　3 mg、ビタミン
D3　600 IU、葉酸
0.2 mg

⇒ 変更なし

E6亜鉛（グリシン水
和物の亜鉛キレー
ト） 90 mg、E4銅（グ
リシン水和物の銅キ
レート） 2 mg、セレン
酵母 0.15 mg、E5マ
ンガン（グリシン水
和物のマンガンキ
レート） 10 mg、ビタ
ミンE　　60 IU、ビタミ
ンB1　3 mg、ビタミン
D3　600 IU、葉酸
0.2 mg

⇒ 変更なし

E6亜鉛（グリシン水
和物の亜鉛キレー
ト） 90 mg、E4銅（グ
リシン水和物の銅キ
レート） 2 mg、セレン
酵母 0.15 mg、E5マ
ンガン（グリシン水
和物のマンガンキ
レート） 10 mg、ビタ
ミンE　　60 IU、ビタミ
ンB1　3 mg、ビタミン
D3　600 IU、葉酸
0.2 mg

⇒ 変更なし 変更なし

E6亜鉛（グリシン水
和物の亜鉛キレー
ト） 90 mg、E4銅（グ
リシン水和物の銅キ
レート） 2 mg、セレン
酵母 0.15 mg、E5マ
ンガン（グリシン水
和物のマンガンキ
レート） 10 mg、ビタ
ミンE　　60 IU、ビタミ
ンB1　3 mg、ビタミン
D3　600 IU、葉酸
0.2 mg

⇒ 変更なし 変更なし

保証分析値

粗タンパク質38％以
上、粗脂肪18％以
上、粗灰分6％以
下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、
カルシウム1.1％以
上、リン0.9％以上、
カロリー：
394kcal/100g

⇒

粗タンパク質35％以上、粗
脂肪16％以上、粗灰分
10％以下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、カルシ
ウム1.1％以上、リン0.9％
以上、カロリー：
394kcal/100g

粗タンパク質38％以
上、粗脂肪19％以
上、粗灰分6％以
下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、
カルシウム1.1％以
上、リン0.9％以上、
カロリー：
399kcal/100g

⇒

粗タンパク質35％以上、粗
脂肪16％以上、粗灰分
10％以下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、カルシ
ウム1.1％以上、リン0.9％
以上、カロリー：
399kcal/100g

粗タンパク質40％以
上、粗脂肪20％以
上、粗灰分8％以
下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、
カルシウム1.5％以
上、リン1.1％以上、
カロリー：
396kcal/100g

⇒

粗タンパク質37％以上、粗
脂肪17％以上、粗灰分
10％以下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、カルシ
ウム1.5％以上、リン1.1％
以上、カロリー：
396kcal/100g

粗タンパク質40％以上、粗
脂肪20％以上、粗灰分8％
以下、粗繊維6％以下、水
分12％以下、カルシウム
1.5％以上、リン1.1％以
上、カロリー：396kcal/100g

粗タンパク質40％以
上、粗脂肪10％以
上、粗灰分8％以
下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、
カルシウム1.6％以
上、リン1.1％以上、
カロリー：
346kcal/100g

⇒

粗タンパク質37％以上、粗
脂肪10％以上、粗灰分
10％以下、粗繊維6％以
下、水分12％以下、カルシ
ウム1.5％以上、リン1.1％
以上、カロリー：
346kcal/100g

粗タンパク質40％以上、粗
脂肪10％以上、粗灰分8％
以下、粗繊維6％以下、水
分12％以下、カルシウム
1.6％以上、リン1.1％以
上、カロリー：346kcal/100g

給与量 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

移行時期 '22年夏頃 '22年2月中旬 '22年2月中旬 '22年4月以降 '22年2月中旬 '22年4月以降

バーコード 0602573437087 ⇒ 変更なし 0602573437018 ⇒ 変更なし 0602573437100 ⇒ 0602573437209 0602573437100 0602573437124 ⇒ 0602573437216 0602573437124

補足

・当面、現行通り（内容量1.5kg、原材料等）で継続
'22年夏頃より“ビーフウイズトライプ1.3kg”へ変更

・原材料、内容量(1.3kg)等を変更して販売 ・'22年4月以降の入荷から「原材料」を現行のトライプ類が入らない1.3kg商品も
追加投入予定
・トライプ類入り、新バーコード 1.3kg ： 0602573437209
・トライプ類が入らない(1.3kg)従来と同じ内容のものは、バーコードの変更なし

・'22年4月以降の入荷から「原材料」を現行のトライプ類が入らない1.3kg商品も
追加投入予定
・トライプ類入り、新バーコード 1.3kg ： 0602573437216
・トライプ類が入らない(1.3kg)従来と同じ内容のものは、バーコードの変更なし

体重(kg) 運動量多め 運動量少なめ

2～5 40～90g 30～60g

5～10 90～150g 60～120g

10～20 150～240g 120～160g

20～30 240～330g 160～240g

体重(kg) 運動量多め 運動量少なめ

2～5 40～90g 30～60g

5～10 90～150g 60～120g

10～20 150～240g 120～160g

20～30 240～330g 160～240g

体重(kg) 運動量多め 運動量少なめ

2～5 40～90g 30～60g

5～10 90～150g 60～120g

10～20 150～240g 120～160g

20～30 240～330g 160～240g

体重(kg) 運動量多め 運動量少なめ

2～5 40～90g 30～60g

5～10 90～150g 60～120g

10～20 150～240g 120～160g

20～30 240～330g 160～240g


