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デル猫のとろくんと同じ、
キジトラの猫・ゆきちくん

自動給餌器を買ってフードの時間

てくださいと言われて。それから

ど少し太りすぎなので、運動させ

病院で検査したら、異常はないけ

も、去年の年末に吐いていたから

えるようにはしていたんです。で

もpH コントロールのフードを与

なったので、病気の予防のために

「去勢手術をしてから太りやすく

と少々大きめサイズ。

愛猫のゆきちくんは、体重 ㎏

うちの子よりかわいかった〜♥」

を夢見ていたので幸せでした！

んですが、猫とのこんな触れ合い

「ゆきちは膝の上で寝てくれない

ると、超幸せそうな表情に！

ん。撮影中、とろくんに甘えられ

を飼っている愛猫家の清野菜名さ

モ

とろ歳 ♂）

と量を一定にし、毎日運動もさせ

れた帯ドラマ
「やすらぎの刻〜道」
（テレビ朝日系）
は、脚本を手がけ
るのが巨匠・倉本聰。さらに放送
期間 年という大作だ。
「前作の
『やすらぎの郷』（ 年）
に
別の役で出演した私を倉本さんが
目にとめてくださり、今回、しの

切れするぐらい走らせています。

ポインターを使って、ハッハと息

ら
『あなたをイメージして書いた

迷いがありましたが、倉本さんか

は同じ作品で違う役をやることに

という役をいただきました。最初

その成果か、友達が
『ゆきち痩せ

から、そのままやってくださった
だいて。すごくうれしくて、そこ

らいいです』というお言葉をいた
から台本を読んで感じたままにや

愛猫の体に異常があればすぐに
病院に行くという清野さん。もち

たね！』
と言ってくれましたね」

ろんペット保険にも加入済みだ。

動物は医療費が高くなるので、加

た。健康保険がある人間と違って、

所の社長に勧められて加入しまし

生涯を、劇中劇で描いていく。

いたしのと夫・公平
（風間俊介）
の

を舞台に、昭和から平成を生き抜

主人公。山梨の山間部の養蚕農家

菊村栄が執筆するシナリオ
「道」
の

しのは石坂浩二演じる脚本家・

らせていただいています」

入してからは助かってますね。保

たんですが、猫を飼っている事務

「最初はペット保険を知らなかっ

険証を忘れても、当日中に持って

「私は 歳ぐらいまでを演じ、現
代のしのを風吹ジュンさんが演じ

「よく招き猫みたいなポーズを取

諭吉からいただいたとか。

一万円札の肖像でおなじみ、福沢

戦争が起きたら、こんなふうに生

る力の強さを感じました。もし今

台本を読んで、当時の人々の生き

っていく様子が描かれます。私は

ていく中で、人々の生き方が変わ

©テレビ朝日

&

るようにしました。猫用レーザー

いけば返金してもらえるので、急
に何かあった時も安心です」

っていたこともあってそう名付け

活する知恵はないかもと感じます

られます。序盤は、戦争が進行し

たんですが、飼い始めてから仕事

ちなみに、ゆきちという名前は、

運がよくなった気がします
（笑）
」

し、昔の人々のパワーが見える作
品になっていると思います」

確かにゆきちくんの招福パワー
は絶大。清野さんが主演に抜擢さ

せいのなな●1994年10月14日生ま
れ、愛知県出身。07年にティーン
誌の専属モデルとしてデビューし、
卒業後、女優活動を開始。全国ネ
ットドラマ初主演の ｢トットちゃ
ん！｣（17年テレビ朝日系）で黒柳徹
子役を演じ、注目を集める。ほか
出演作に｢半分、青い。
（
｣ 18年NHK総
合ほか）
、｢今日から俺は!!｣（18年日
本テレビ系）
など。

4/8 ㊊スタート 毎週㊊～㊎
12：30 ～ 12：50 テレビ朝日系
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撮影＝諸井純二（Rooster）／取材･文＝大西淳子／ヘアメイク＝光野ひとみ／スタイリスト＝下山さつき／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）
（ウエストベルトショートシャツ）、near.nippon
（シースルーストライプティアードスカート）、WALSH
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P rofile
17年放送の「やすらぎの郷」
の続編。高級老人
ホーム・やすらぎの郷に住む脚本家の菊村栄
（石坂浩二）
は、かつてボツになったシナリオ
からヒントを得て、
「道」の執筆を始めた。山
梨の養蚕農家を舞台にした「道」
のヒロインは、
しの
（清野菜名ね・ご風吹ジュン）
。
身寄りをなくし
ろ
て14歳の時に根来家に引き取られたしのは、
やがて根来家の四男・公平
（風間俊介・橋爪功）
と結婚。昭和初期から現代までを生き抜いた
2人の生涯を、壮大なスケールで描いていく。

「やすらぎの刻～道」

tion
informa

激動の時代を生きた夫婦の物語を劇中劇で描く
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犬の健康

愛
体
重が増えると足腰に負担が

かかるのは、人間もペット

も同じ。健康のため、体重管理は

欠かせません。食事やおやつの質

や量を考えることも必要ですが、

適切な運動も重要です。まずは、

下の
「ボディコンディションスコ

アと体型」の表を参考にペットの

体型をチェックしましょう。

犬の場合、毎日のお散歩が運動

になりますが、散歩嫌いの犬もい

れば、年齢と共に運動量が減って

体重

に
管理

体重管理のためには適切な
運動が大切。 今回は読者の
愛犬にフィットネスクラブを
体験してもらいました。

しまうこともあります。また、飼

い主さんが忙しくてなかなか十分

な散歩ができなくなってしまうこ

そこで増えているのが、犬に特

ともあるでしょう。

化したフィットネスクラブです。

足腰に病気を抱えた犬のリハビリ

犬のフィットネス体験をご紹介

にも活用されています。

するほか、自宅にあるものを使っ

た簡単フィットネスも教えていた

だきました。

取材・文＝佐藤紀子／撮影＝松本順子
イラスト＝岡本倫幸

体験したのは

…

わんフィット

オリジナルの水中運動機を使っ
た水中運動をはじめ、各種フィ
ットネス、マッサージなど、犬
の健康状態やその日の体調を見
ながら、運動を指導。地域の動
物病院と連携して、術後のリハ
ビリなどにも携わっている。
i千葉県佐倉市王子台 3-3-1 シノザワビル 1F
1043・376・3624 69：00 ～ 17：00 d㊊
e京成線京成臼井駅より徒歩3分 Pあり 3www.wan-fit.net/

教えてくれた

のは…

笹生わかなさん（わ
んフィットオーナ
ー）
。統 一 機 構 認
定動物看護師、リ
ハビリセラピスト、
ペット栄養管理士、
ハイドロセラピス
ト、マッサージセ
ラピスト

ボディコンディションスコア（BCS）と体型

犬
BCS1

やせ

BCS2

やややせ

BCS3

理想的

BCS4

やや肥満

BCS5

肥満

猫
（環境省「飼い主のためのペットフード・ガイドライン～犬・猫の健康を守るために～」／平成21年より）
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次は何かな？

まずは、バランスディスクを使ったフィット
ネス。後ろ足側をバランスディスク、前足側
はやや高さを出した緩衝材を巻いた板を準備
し、四肢が長方形になるように立たせ、頭を
上に上げるように誘導します。初めての時は
注意しながらバランスを崩さないよう、飼い
主さんが補助します。

の
だんごちゃん ラブ
ク
フィットネス
体

バランスボール
スラロームとハードル運動

ゃん
ごち ）
だん
♂
北尾
歳
2
グ／
（パ

昨年末には体重が8.5
キロあり、獣医師さん
に7キロ台にしたいね
と言われました。食事
を調整し、2月には8.3
キロに。泳ぎは初挑戦
です」
（北尾さん）

この体勢だと後ろ足を踏ん張ります。犬は
もともと後ろ足に対する意識が低いのです
が、それを喚起するのが目的です。また、
体幹も鍛えられます。

踏ん張
っ
ます！ て

は…

たの

くれ

て
験し

何を
す
るの
かな
で
〜
き
るか ？
な？

バランスディスク

カウンセリング・体重測定
な
きれい
が
姿勢
ね！
とれた

飼い主さんに、普段のフードやおやつの種類と量、散歩
の状況、病歴や性格などを聞きます。次は犬の体重測定。
「あ、体重
体験当日のだんごちゃんの体重は、8.06キロ。
が減ってる！ 今日はたっぷりうんちをしたからかな」
と飼い主の北尾さん。

三角コーンを4 つ置き、
リードを付けてジグザグ
に歩かせます。
体の左右のバランスを整え
るのに役立ち、脊柱の柔軟
性も高めます。初めての時
は急がず、ゆっくり歩くこ
とが大切。

次に三角コーンを2 個組
みにし、間に棒を渡して、
この上をまたがせます。

ボディチェック
バランスボールに前足をかけ、
後ろ足で立つように誘導します。
バランスボールが不安定なので、
この体勢をとろうとすることで
カロリーを消費します。

勢でも
この体 ！
K
O

前足を折った体勢でもよい
のですが、前足をきちんと
伸ばした姿勢の方がよりハ
ードになります。

前足が棒に当たらないよ
うに歩くことで後ろ足を
意識するようになります。
こちらも急がず、ゆっく
り歩くことが大切です。

しょ

よい

上手にできたら、
ポールを 4 本に
増やして歩かせ
てみます。

このペ
フィッ ージの
トネ
お散歩 スは
自宅の 中や
手軽に 中でも
できま
す。
「自宅
P11
ででき
るフィ
ットネ
参照
ス」

ちょっと休憩タイ
ム。
お水も飲んだよ

9

四肢のバランスや筋肉のつき方
を見たり、関節に問題がないか
を触ったりして確認します。運
動前のマッサージやストレッチ
も兼ねています。

猫は食事に注意して
体重管理を

皮膚もきれいだし、特に問題はなさ
そうですね。前足の筋肉もしっかり
しています。今日は無理をしないよ
う、だんごちゃんの様子を見ながら、
運動をしていきましょうね。

多くの猫は散歩の習慣はなく、性格などによ
ってはフィットネスクラブでの運動は向いてい
ません。おもちゃを使ってたっぷり遊ぶことな
どで運動量を増やすことはできますが、急激な
運動には注意が必要です。まずは、食事に注意
した体重管理を進めましょう。
かかりつけの動物病院などで、愛猫の適正体
重を聞き、必要に応じて減量計画を立てましょ
う。猫は体が小さいので、元の体重からどのく
らいの割合で減り、適正体重に近づいているか
を考えながら、食事とおやつを調整するとよい
と思います。量を見直すだけでなく、フードの
カロリーをチェックして、低カロリーのものを
選ぶなどの工夫もしてみましょう。

8

1

ふかふかバランス

用意するもの：マットレス、座布団、クッションなど柔らかいも
のならなんでもOK
準備：ハーネスを付ける

自宅でできる
フィットネス

マットレスなどの上にしっかり立てるように補助します。でき
るだけ四肢がきれいな長方形になるように立たせましょう。お
もちゃなどで視線を上に向け、姿勢を正します。足の下が柔ら
かいので足を踏ん張ることになり、脚力や体幹を鍛えます。

どのフィットネスも初めは 2 ～ 3 分、
慣れてきたら 5 ～10 分を目安に。
1 日 1 ～ 2 回程度で無理をせずに
試してください。

2

陸上トレッドミル
ジグザグ歩き

用意するもの：ペットボトルなどを複数本
（本を積み重ねるので
もよい）
準備：リードを付ける
P9でだんごちゃんがトライしたスラロームと同じ運動。間を空
けてペットボトルを配置し、その間をジグザグや8の字に歩き
ます。おもちゃなどで誘導しても構いません。

水中トレッドミル
次は水中ウォーキングに挑戦。ライフジャケットは着
たまま、リードは付けたまま、補助しながら歩きます。
浮力によって陸上よりも楽に歩くことができ、また関節
に負担をかけずに運動をすることができます。水による
負荷がかかるので筋肉をよく使うことにもなります。

最初はゆっくり、慣れて
きたらスピードを上げた
り、角度をつけたりする
などして負荷をかけるこ
ともできます。歩く様子
を見て、足の使い方など
もチェックします。

ポールまたぎ

用意するもの：ペットボトルなどを複数本、棒を複数本
準備：ペットボトルに棒をテープなどで犬が軽く足を上げてま
たげる程度の高さ
（高さは犬の体の大きさに合わせて調節）
にし
て貼る。両方に面ファスナー
（マジックテープなど）
を付けてお
くと着脱しやすく、高さも変えやすい。
P9でだんごちゃんがトライしたハードル運動と同じ運動。ポー
ルの上をまたぎながら歩かせます。ジャンプしなくても越えら
れる高さで、ゆっくりと歩くことが大切です。

ライフ
ジャケ
ッ
着けた ト
よ

スイミング

り
かり
っか
しっ
し
ね
たね
てた
立て
立

3

トレッドミルは、床面が後ろに移動する、いわば
ウォーキングマシン。安全のためライフジャケッ
トを着用し、リードを付けてから歩き始めます。

プールの上まで水をため、いよいよ泳ぎ
に挑戦。水位を上げる間はボードに乗っ
て待ちます。だんごちゃんは、ボードの
上でもしっかり立っていました。水がた
まったところで、支えたままボードを外
すと、早くも前足が犬かき状態に。ライ
フジャケットで補助しながらゆっくり水
中に入れると上手に泳ぎ始めました。
ウォーキング同様、浮力があるので、体
重による負荷が軽減され、楽に運動をす
ることができます。足腰の筋力アップや、
心肺機能のアップに役立ちます。

初泳ぎ
、
成功！

水流を起こして
も
上手に泳げたよ
！

に
ボク、上手
ょ
できたでし

運動のあとは、
しっかり休憩。
給水タイムも
とりましょう！

北 尾だ ん ごち ゃん と ご家 族
筋肉をしっかりつけることが
大切だとわかりました。そし
て、水中で運動するのは初め
てだったのですが、上手に泳
げていたので感激！ 臆病な
方だと思っていたのですが、
ボードの上で堂々としていた
ことにもびっくり。だんごの
新しい一面を発見できました。

※施設により設備や方法は異なります。
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10

新しくなった 「ビューティープロ」 で

体の中から
健康と美しさをサポート
ペットも〝インナービューティー〞の時代！ おいしく食べて、
健やかな美しさを保つプレミアムフードの、進化した魅力をご紹介。

＝

□最適なフードと食事量、おやつの
量に気を付けてあげましょう。

＝

□室内飼いは運動不足になりがち。
適度な運動を確保しましょう。

おねだりされるとついついあげてしまうおやつ。でも
その
「ちょっと」
が想像以上のカロリーに！
※3 体重約9㎏のわんちゃん、人は標準体型の女性を想定

実は日本はペット肥満大国⁉

日本人の肥満率は約 5 ％
（WHO

と、 か な り 高 い

※2

調べ）と、世界的に見てもとても低

％

50

い水準ですが、飼っているペットの

肥満率は約

ことを知っていますか？ ついつい

あげてしまうおやつも、人間の感覚

だと多すぎることも。場合によって

ため注意が必要で

※3

はクッキー1 枚がハンバーガー1 個

にも相当する

す。ヒルズのサイエンス・ダイエッ

ト体重管理製品なら、豊富なライン

アップと高品質な食材の組み合わせ

CM Research社調べ

による最適な栄養バランスで、〝おい

※1

しくムリのない体重管理〞をサポー

対象商品に付いているポ
イントマークを集めて応
募すると、ステキな賞品
が当たるチャンス。

ホットドッグ

ト。米国の獣医師が自分のペットに

愛犬･愛猫が＂ビューティ
ー＂だと感じる写真を投稿
して、豪華賞品を当てよ
う！

チーズひとかけら

食べさせたいと思うフードで、健康

｢健康・キレイをカラダの中から体験
キャンペーン｣ 4/1㊊～ 7/31㊌

わんちゃん・ねこちゃんは
自分で体重管理ができません！

小さなクッキー 1つ

で元気な毎日のために、体重管理を

｢ビューティープロ フォトコンテスト｣
開催中～ 7/31㊌

あなたの愛犬・愛猫は適正な体重ですか？

＝

はじめませんか。

栄養バランスアップで
ペットがイキイキ♪

大切な家族の一員であるペットに

は、いつまでも元気で若々しくいて

ほしいもの。日々の食事の栄養バラ

ンスに配慮することで、体の中から

健康を保ち、見た目の美しさにもつ

ながります。そこで注目したいのが、

リニューアルした総合栄養食
「ビュ

ーティープロ」
。最新の栄養学に基

ペーン情報
キャン

皮膚と毛並みのつややかさをキープ

吸収しやすい魚由来のマリンコラーゲン3,000㎎ / ㎏や、皮膚の健康
と毛づやを維持するヒアルロン酸などを配合。体の中から健康と美
しさを保つ、まさに＂インナービューティー＂！ 思わず触れたくな
るペットのつややかな毛並みに、飼い主さんもうっとりするはず♪

づき、日本で暮らすペットに必要な

豊富なコラーゲンで体の中から美しく！

栄養素のレシピを獣医師が監修しま

した。国産・着色料無添加で、飽き

ないおいしさも追求。食べ続けるこ

とで、ペットの生涯の健康と美をサ

2

POINT

ポートします。毎日の食事に取り入

日本で最も歴史のあるペットフード専
門研究所で、新レシピを考案。アミノ
酸、ビタミン、ミネラル、脂質などを、
最新のペット栄養学に基づきバランス
よく配合しました。ねこちゃん、わん
ちゃんにそれぞれ必要な45項目以上の
栄養素をとることができます。

れて、手軽に
〝インナービューティ

獣医師が監修

ペットに必要な栄養素が45項目以上！

ー〞
を実践してみては？

1

POINT

わんちゃんが食べるおやつを
人間の摂取カロリーに換算すると？

米国の獣医師がNo.1※1に推奨

おいしく続ける
ムリのない体重管理
ヒルズのサイエンス・ダイエット体重管理製品は、
最適な栄養バランスとおいしさへのこだわりで、
健康な体重の維持をサポートします。

※2 2016 APTJB,“Characteristics of obese or overweight gods visiting private Japanese veterinarian clinics”

ヒルズのサイエンス・ダイエット
体重管理製品で理想的な体型に！
□年齢やニーズに合わせた豊富なラインアップ
□消化にもよい高品質な食材の組み合わせ

愛犬家はコチ ラ
成犬用 1 歳から

成猫用 1 歳から

活発に動く成犬の生涯の健康を考えた
栄養バランス。脂肪分調整で美しい体
型維持や、目の健康に配慮してブルー
ベリーも配合。

成猫期に適した栄養バランス。運動
量が少なくなりがちな室内猫のために、
たんぱく質35％以上で脂肪分を調整。
毛玉排泄サポートも。

も
大容量
登場！
おなかの健康

避妊･去勢後用

オリゴ糖や活性菌、
乳酸菌を配合し、
腸内フローラを整
えおなかの中から
イキイキ。

子猫からすべての
年齢に対応！ 体
重ケアに配慮し脂
肪分は約20％カッ
ト
（成猫比）
。

●子犬用 12ヵ月頃まで（700g/2.5㎏） ●成犬用 1歳から（700g/2.5㎏ /5.2㎏）
●10歳以上（665g/2.3㎏ /4.7㎏） ●低脂肪 1歳から（700g/2.5㎏ /5.2㎏） ●ダイ
エット1歳から（665g/2.3㎏ /4.7㎏） ●歯の健康 1歳から（665g/2.3㎏）●おなか
の健康 1歳から
（665g/2.3㎏ /4.7㎏） ●食物アレルゲンに配慮
［1歳から/10歳以
上］
（665g/2.3㎏ /4.7㎏） ●大粒タイプ 1歳から
（2.5㎏ /5.2㎏）
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健康な代謝のための食
材の組み合わせ。おい
しくムリなく、健康的
に減量をサポート

小さな体に合わせた
特別な栄養の組み合
わせと、食べやすい
超小粒タイプ

避妊・去勢後の体重
管理と健康維持を、
毎日の食事でおいし
くサポート

室内飼いで運動が不
足しがちな愛猫の体
型維持にぴったり。
毛玉の軽減も補助

ライト小型犬用
肥満傾向の成犬用 1 ～ 6歳

避妊・去勢猫用
避妊・去勢後～ 6歳 まぐろ入り

インドアキャット
アダルト 成猫用 1～ 6歳 チキン

ら
子猫期か
OK！

1 歳から

全ラインアップ

□抗酸化成分で本来の免疫力を維持

愛猫家はコチ ラ

全ラインアップ

●子猫用 12ヵ月頃まで
（600g /1.5㎏） ●成猫用 1歳から
（600g /1.5㎏） ●避妊･
［1歳から/11歳以上/15歳以上/
去勢後用
（560g/1.4㎏） ●猫下部尿路の健康維持
低脂肪 1歳から/低脂肪 11歳以上］
（560g/1.4㎏）
※フィッシュ味とチキン味のラインアップがあります
（一部を除く）

お問い合わせ／日本ペットフード株式会社 103･6711･3601
（お客様相談センター） 3www.npf.co.jp 取材・文＝田山容子 イラスト＝岡本倫幸

減量サポート
小粒 小型～中型犬用 1 歳以上

お問い合わせ／日本ヒルズ・コルゲート株式会社 20120・211・311 3www.hills.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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かかる治療費の現実は…？
ペット保険の必要性を考える
ペットの生涯医療費が100 万
円以上とも言われている現在。ペ
ット保険に入っている人の割合は
「ペットがまだ若くて元気な時に

8％
（※）
とまだまだ少数派です。
飼い始める方が大多数なので、病
気になったり医療費がかかるとい
うことが、イメージしづらいよう
それでもペットが長生きになっ

ですね」
と兵藤さん。
た今、医療費の増加に伴い、ペッ
ト保険の加入率は年に ％ずつ増

手術1回

加しているのだそう。

保険会社を選ぶ際、ペットの年
齢が1 歳だとしたら、その年齢の
保険料で比較をして選びがち。で
も高齢になるほど保険料は上がり、
病院のお世話になる確率も高くな

年間診療費

「 年ほど前、わんちゃん、ねこ
たのに対して、今は 〜 歳と倍

ちゃんの平均寿命が8歳前後だっ
近くに。高齢になればガンや心臓
病のリスクも高まり、毎日の投薬
や点滴が必要になります。また、
医療技術の進化と共に治療の幅も
広がり、医療費は高額になってき
ています。病気にかかりやすいの
はシニアの犬猫だけではありませ
ん。わんちゃん、ねこちゃんも人
間と同じように、子供のころは体
調を崩しがちですし、元気で好奇
心旺盛ゆえに骨折や誤飲も多いん
です。ペット保険の加入条件には
年齢制限もありますし、持病は補
償の対象外になってしまうという
現状を踏まえると、〝若くて健康な

本柱

うちに〞
備えることが必要です」

ペット保険の補償は、
通
入院 ｣｢
手術 の
｢院 ｣｢
｣
人間には公的な健康保険制度が
すが、ペットの医療費は飼い主さ

ります。 歳、 歳になった時の
保険料がいくらなのか？ ペット
が生涯を全うするまで終身で補償

上だといいます。「入院」や
「手術」

¥283,600

わんちゃんが

補償内容や条件はもちろん重要
ですが、見逃せないのが各社ごと
に充実のサービス。アニコム損保
では
「どうぶつ健康保険証」
を発行
してくれます。これを、対応病院
で提示すれば、通常はあとから請

してくれるのか？ この2 点を見
極めて、検討することをおすすめ
します。また、商品によっては保
険を継続する際に、持病で補償を
たくさん受けていたら、その持病
が補償から外されてしまう場合も。
加入する前に補償条件もしっかり
チェックすることが大切です。

保険加入者が実際に受ける補償
内容で、圧倒的に多いのが
「通院」
。
アニコム損保でも、保険金の支払
い金額･件数共に
「通院」
が9 割以
は1 回ごとにかかる金額は高額で
すが、発生頻度はそれほど多くな
いからです。入院自体がペットへ
のストレスになってしまうので、
性格によっては
「なるべく通院で
頑張りましょう」と医師に判断さ
れることも。保険料は高くなりま
すが、ペットの健康を長い目でみ
れば、
「通院」
補償のある商品がベ
ター。ただ、多頭飼いだと保険料
の負担が大きいなど、飼育状況に
よっても異なりますので、〝どう備
えたいか〞を飼い主さんがしっか

求 & 支払いされる保険金が、病院
窓口の精算時に適用。また、LI

をぜひチェックしてみてください。

るのも魅力です。ほかにも、会社
ごとに割引特典やサービスがある
ので、使い勝手がよさそうなもの

NE のトークで、100 人以上在
籍している獣医師に、病気や予防、
しつけのことまで気軽に相談でき

（通院･入院･手術含む）

重症化すると怖い
わんちゃんの椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアになったら

わんちゃんが
皮膚炎になったら

¥21,147

年間診療費

¥76,590

り考えてあげてください。

の疾患で多いのが、耳の疾患、皮
膚疾患、
消化器疾患。
高齢になると、
心臓や腎臓疾患、ガンなどのリスクが高
まりますが、皮膚や胃腸の不調は年齢に
関係なく起こりやすいです。これらは早
期発見→通院で治療できる場合が多いで
すが、注意したいのが椎間板ヘルニアや
歯周病。重症化すると、手術や入院が必
要となり、高額な医療費がかかることに。
16

あり、支払いは3割以内で済みま
んの全額負担。では、ペット保険
に加入した場合、支払い負担はど
れくらい軽減されるのでしょうか。
なりますが、 〜 ％補償が多い

「保険会社やプランによっても異

払いで済みます。ペット保険に加

ですね。つまり、半額や3割の支
入するメリットは、単に医療費が
軽減されるだけではありません。
費用を気にしなくてよいから、ち
ょっと様子がおかしいなと思った
ら早めに病院に連れていってあげ
られる。早期発見・早期治療にも
つながるんですね。重症化する前
なら医療費も安く抑えられますし、
何よりわんちゃん･ねこちゃんの
ペット保険で補償される内容は、

心身の負担が軽くて済みますよね」
どのようなものでしょうか。
「ケガや病気の
〝治療〞
に対して補
償されます。ですから、予防接種
や避妊･去勢、妊娠･出産などに
は適用されません。補償の構造は
大きく分けて
『通院』『入院』『手術』
があります。商品としては、3 つ
すべてを補償しているものと、
『入
院』『手術』
のみのものに大別できる
と思います。保険料が安いところ
は、通院補償がない場合も多いの
で、選ぶ際は注意してください」

犬

15

年間診療費

目先の安さではなく
〝一生続けられるか〞を考える

（通院･入院･手術含む）
（通院･入院･手術含む）

¥19,077

ねこちゃんが
皮膚疾患になったら

14
15

チェック
ポイント

泌尿器の病気になったら

ねこちゃんが

泌尿器系の病気は、一度かかると一
生投薬が必要な場合が多いため、お
薬代の負担が大きくなります。また、
外出自体を嫌がる猫が多く、飼い主
さんもついつい病院から足が遠のき
がちに。症状を悪化させて入院とな
ると相当ストレスを与えてしまうの
で、
「通院」補償のあるプランでしっ
かり備えて、早めに病院へ行くこと
を心がけてください

の祖先は水の少ない砂漠地帯出身と
言われ、少量で濃い尿を排出する体
の仕組みになっています。そのため、腎不
全や膀胱炎など、泌尿器系の病気を発症し
やすく、高齢になるほどに注意が必要で
す。ほかに多いのが、消化器系、皮膚の病
気。ねこちゃんは病気を隠す習性があるの
で、早期発見のためにもスキンシップを兼
ねたボディチェックを習慣にしてみては。

「通院」補償のあるもので
日々の安心をサポート

15

3

猫

ねこちゃんの病気で
気を付けたい泌尿器疾患

ペット保険選びの

10

14

70

わんちゃんは、犬種によってかか
りやすい病気もさまざま。例えば
キャバリアは心臓病のリスクが高
く、ダックスフントなど胴長犬は
椎間板ヘルニアになりやすいと言
われています。犬種で保険料が異
なる場合も多いです。保険を選ぶ
際は、自分のペットの犬種がどん
な病気に注意すべきかを、しっか
りチェックすることが肝心です。

各社で実施している
多彩なサービスや特典に注目！

取材･文＝田山容子 撮影＝松本順子

兵藤未来さん／アニコムホール
ディングス㈱経営企画部広報・
ブランディング課課長。獣医師
の資格を持ち、加入者ペットの
お悩み相談にも対応
●アニコム損保
3www.anicom-sompo.co.jp/
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ペット保険
たのは…

ペットの長寿化に伴い、ニーズの高まるペット保険。
「本当に必要？」
「どう選べばいいのかわからない」そんな飼い主さんの声が多いの
も現状。そこで、 ペット保険事業に携わる専門家に、 初心者でも
わかりやすい基礎知識や選ぶポイントについて、 話を伺いました。
教えてくれ

30

※2017年アニコム損保調べ

※記載金額の出典：｢アニコム家庭どうぶつ白書｣

多機能ペットケージがあれば
おでかけ中ずっと助かる

気候のよい4〜5 月は絶好のド

る今年のゴールデンウィークに車

ライブシーズン。最大 連休とな

での遠出を計画している人も多い

のではないでしょうか。

愛犬とドライブするなら、まず

配 慮 し た い の が 安 全 性。 車 内 で

は、転倒や飛び出しによる事故防

止にケージの使用がベストです。

「たためる3WAY ペットケージ」

は、ドライブケージのほか、宿泊

先や屋外での簡易ケージ、キャリ

ーとしても使え、愛犬が旅先でも

安心して過ごせます。さらに
「ウ

ォーターノズル」も取り付けられ

て、いつでも自由に水分補給がで

愛犬が過ごす環境を快適にして、

きます。

一緒に楽しいドライブ旅行にでか

けませんか。

車での

10

ぐ超大型連休
もうす

愛犬と一緒に
いっぱい

おでかけ！
今年のゴールデンウィークは、自由気ま
まに！ ペットといろいろなところへ立
ち寄れるドライブ旅行はいかがですか？

4月から増え始め、梅
雨～夏場がピーク。室
外では草むらや砂地、
室内ではカーペットな
どにいる。

おでか

たためる3W

マダニ
行楽シーズンの春と秋
が発生のピークなので、
キャンプ時などは注意
が必要。山や河原、草
むらなどにいる。

蚊

けに

AYペットケージが
大

おもな
害虫の生態と
発生時期

ノミ

梅雨～夏が発生のピー
クで、明け方と夕方に
最も活動が活発化。水
辺や草むらなどにいる。

活躍

シートベルトをケ
ージのベルト通し
に通すだけで、簡
単に固定できます。

着ける

さが
安心&便利
人気の秘密

車の中では
ージ
ドライブケ

室内飼いのペットでも、お散歩

の時や知人が連れてきたペットか

らうつることがある害虫。ペット

の首に着けるだけで害虫ケアに高

い効果を発揮するのが、アース・

ペットの人気商品
「薬用ノミ・マ

ダニとり& 蚊よけ首輪」です。装

着から約6か月間も効果が持続し、

ペットの安全性に配慮した薬剤を

使用。さらに日々成長する子犬用

に長さを調節できる新アイテムが

加わり、ラインアップも充実して

使用する薬剤は、急な雨など
でぬれても効果が持続します。

います。

持ち手があるので旅先での
移動もラクラク。内部には
リード2本付きで、ペットの
飛び出しを防ぎます。

2
3

ペットに安心な首輪で、お手軽

園などでの
観光地や公
ージ
には簡易ケ
休憩タイム

雨にぬれても
大丈夫！

首輪を装着するだけで
効果を発揮し、約 6 か
月間効果が持続します。
1 本で約 1か月のスポ
ット剤などよりも長く
ノミ・マダニを駆除し、
蚊を寄せ付けません。

害虫ケアを始めましょう。

1
前面扉と天面扉は、巻き上げて固定できるタイプ。ペット
の出し入れや飼い主さんとのコミュニケーションもスムー
ズです。

害虫被害から
ペットを守ろう♡
春先から増え始めるノミ・マダニ・蚊などの害虫被害。
着けるだけでOKの首輪で安心な害虫ケアを開始！

約 6 か月間
効果が持続

旅先で
の移動
キャリー には

だけで 6 か月 安 心

木の枝などでのひっかかりを
防止する安全性
猫用と子犬用には強い力で
切れるスリット（写真）が入り、
ひっかかりを防止します。

動物用医薬部外品

車 内 専 用 タ イ プもチェック
車内に常設しておけば、
いつでもさっとおでかけ
OK。使わない時はコン
パクトにたためます。

たためるドライブ
ペットゲージ

合

い た いお で か け ア イ テ
わせて使
ム

ウォーターノズル
ワンタッチ操作で付け外
しできて、いつでもどこ
でも簡単に水分補給でき
ます。

易ケージ
宿泊先では簡

ライン
アップ

おでかけシーツトレー

薬用ノミ・マダニとり&
蚊よけ首輪 子犬用
調節が可能！
長さ

シリコーンゴム製
でシーツがズレ
にくく水洗いOK。
コンパクトに丸め
て持ち運べます。

首回りが成長する子
犬に合わせ、首輪通
しで余り部分をとめ
て長さの調節が可能。
室内での思わぬ事故を防ぐためにも簡
易ケージがあると安心です。

製品の詳しい情報はこちら

リッチェル ペット
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www.richell.co.jp/

猫用 ピンク

猫用 ブルー

小型犬用

中・大型犬用

検索
お問い合わせ／株式会社リッチェル 1076・478・2957
（お客様相談室） 取材・文＝酒井牧子／イラスト＝岡本倫幸

お問い合わせ／アース・ペット株式会社 20120・911330
（お客様窓口） 3earth-pet.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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体の約 〜 ％が水分とされる

わんちゃんとねこちゃん。健康維

持のためには、いつも新鮮な水を

フィルター式給水器の
「ピュア

飲める環境にあることが大切です。

日の交換が面倒、食べかすが残っ

60
80

おでかけ時も安心
！

中の
GW

お留守番中のペットに
いつもキレイな水を♪
最大10連休になる今年のGW。おでかけ中もペットが安心・安全
な水が飲めるように、フィルター式給水器を検討してみては？

もし水を飲まなかったら
商品代金を全額返金する
キャンペーンを実施中
（購
入締切：7/31㊌）
。詳細は
右のQRコードから。

タ
ベジー
にも

初めて給水器を使うねこちゃ
んが利用しやすいよう、流れ
る水にヒゲが当たらないよう
に意識した形状。シリコンゴ
ムを装着し、手かきをなくす
ことで静音性もアップ！
ピュアクリスタル
クリアフロー 猫用

!!

ヨン）
（パピ
ねぎ

初
チン

ひより
（狆）

変身着ぐるみウエア
前足を入れるだけで、2 足
の立ち姿風に。ベジータの
ほか、孫悟空とフリーザの
全3種類

なりきりウエア

筋斗雲クッション

背中の｢亀｣ マークがポ
イントの亀仙流道着。
サイズはXS～Mの 4 サ
イズ

クッションに座るだけ
で、筋斗雲にのってい
るように見えちゃう！

で も 安心 の
て
め

器
フィルター 式 給 水

もんきち
（ミックス）
セーラー
マーキュリー

なりきりケープ
セーラー 5 戦士をモチー
フにした、キュートなウ
エア・ケープ型。マジッ
クテープでとめるだけの
簡単装着で、ウエアが苦
手なねこちゃんにも

ーンロッドが
キューティム
！
けりぐるみに

と一緒に
小型犬や猫
おでかけ♪

リュックキャリー

けりぐるみ

四星球モチ
ーフ！
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

お問い合わせ／株式会社ペティオ 20120･133･035 3www.petio.com 取材･文＝田山容子 撮影＝松本順子

水を舌ですくって飲む特性が
あるわんちゃんには、水がた
まるスペースがある形状に。
犬は特性上、被毛や食べかす
が入りやすいが、水がたまる
部分には残らないよう設計。

セーラー
ジュピター

セーラー
マーズ

セーラー
ヴィーナス

ピュアクリスタル
クリアフロー 犬用

ドームベッド

めポイント

のおすす
リアフロー」

「ピュアクリスタル ク

中に入っ
て
リラック
ス

スクイーカーボール
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クリスタル クリアフロー」は、毎

てしまい水を飲んでくれないなど、

一般的な給水皿使用時の不満点を

踏まえて開発されました。たっぷ

りの水をポンプで循環させ、抗菌

活性炭を使ったフィルターで汚れ

セーラー
ムーンに
変身♪

を
返金キャンペーン
実施中！

SNS に
投稿しちゃお
！

筋斗
雲
クッ
シ
ある ョンも
よ！

悟空に
なりきり
！

体験 ♥

を除去。いつでも清潔な水が流れ

冒険気分！

るため、ペットの飲水量は見違え

少女戦士セー
美
「
ときめき ラームーン」で

てアップするはずです。形状にも

「ドラゴンボ
ールＺ」の世界
で

こだわり、初めて使うペットでも

の詳細は
コチラ

ペット× ーの
タ
ク
ラ
ャ
キ
人気
現♪
実
が
ボ
ラ
夢のコ

この春ペティオとバンダイがコラボレーション
し、ペットライフをキャラクターで彩る新ブラ
ンド「キャラペティ」が誕生！ 第1弾として、
「美少女戦士セーラームーン」と「ドラゴンボー
ルＺ」をモ チーフにした、ねこちゃん、わんち
ゃん用のウエアやベッド、キャリー、おもちゃ
などが続々登場。大好きなペットと一緒にキャ
ラペティグッズを使って楽しもう♪

違和感なく飲めるのもポイント。

「キャラペティ」

ＳＮＳ映
え抜群！

スクイーカーボール
音が鳴るの
も
楽しい！

❶おいしい水を作って清潔に維持

❸フィルター代・電気代が安い

ポンプで水を循環させることで水中に酸素を
取り込み、新鮮でおいしい水を維持。食べか
すや被毛、ホコリはフィルターで除去し、2
種類の活性炭がカルキ臭もしっかり吸着。

フィルター 1個入りで約1か月間使用できるう
え、従来品の半分のサイズなのでコストも軽
減。電気代も1か月約￥43
（※50Hz/1kwh＝￥25
で計算）
とリーズナブル。

❷お手入れが簡単！

❹安心・安全に配慮

たっぷり950㎖の水が入り、残りの水の量も
外から確認することが可能。本体は簡単に分
解できるシンプル設計なので、お掃除をする
のも簡単です。

足に引っかけないよう長さを調整できる中
間接続コードを採用した、12Vの低電圧設計。
万が一停電になった場合でも、手前にたまっ
た水を飲むことができるので安心・安全。

流れる水に慣れてきたら、よりお手入
れの頻度が少なくなる大容量タイプが
おすすめ。犬用・猫用共に複数飼育に
ぴったりの2.3ℓタイプもあります。

ピュアクリスタル
ブルーム1.8ℓ犬用

さらに
イプも
容
大 量タ
あり

ピュアクリスタル
ブルーム1.8ℓ 猫用

©武内直子・PNP･東映アニメーション

お問い合わせ／ジェックス株式会社 1072・966・0054 3www.gex-fp.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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artist

編集部より
ひと言

rojiman
猫の合同写真&物販展
「ねこ休み展」

「ブンブブ～～ン！ ブンブブ～～ン！」
。
家中のクッションをバイクのように乗り

かわいい猫の写真やグッズ 詳しい情報は
こちら
が大集結する猫クリエイ
▼
ターの祭典が今春も開催。
SNSで話題のスター猫たち
の新作を見に行こう。
主催:株式会社BACON

punkuma

artist :

kiyochan

遊ぶのが大好きなマリーちゃん。ほかの子が

魚眼レンズでどアップにした変顔写真。※本

遊んでいないか見晴らし台から偵察中。

猫は決して下ぶくれではありません。

編集部より
ひと言

緑がさわやかな春らしい1枚。遊
び相手は誰か見つかったかな？

スター猫がモチーフの
t
グッズも人気！

artist :

編集部より
ひと言

トのある作品になりますね♪

大好きなオヤツは立ち上がるほどのおいし

し猫・なごむ。あと処理はハンドドライで。

さ！ 無我夢中で食べています。

広島パルコ

編集部より
ひと言

21

SNSで話題のなごむちゃん。手ぐ
しで毛並みがツヤツヤですね

ならママ

編集部より
ひと言

巻いた真っ赤なマフラ
ーもかっこいい！

r
alke ！
W
した
にゃん
わん が選びま
部
編集

開催日：4/19㊎～ 5/6㊗

洗面台の水を頭からかぶりながら飲むかけ流

artist :

思えない完成度。首に

今春は 2 会場で開催！
i静岡県静岡市葵区紺屋町 6-7 5F 特設会場
610：00 ～ 20：00
7入場料￥600
（3歳以下は無料）
dなし

matsumotoooooo

つぶす、抜け毛ライダー現る。

も抜け毛で作ったとは

レンズを替えるだけで、インパク

静岡パルコ
artist :

ヘルメットもゴーグル

本当に好きなんですね。まっしぐ
らな様子がよーく伝わってきます

開催日：4/26㊎～ 5/12㊐

i広島県広島市中区新天地 2-1新館5F 特設会場
610：00 ～ 20：30
7入場料￥600
（3歳以下は無料）
dなし

人気イベント
「ねこ休み展」
より、キュートな猫たちの
写真をピックアップ！

ギャラリー
取材・文＝齋藤久美子
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日本の猫のための

“和風だし”
ドライフード
国産ドライキャットフード第 号の
「キャネットチップ」
から、グルメな和
風だしシリーズがデビュー！ 選べる
味わいで、食事シーンが豊かに♪

グルメな猫も大満足！
こだわりデイリーフード
日本初の猫用ドライフードとし
て
「キャネットチップ」
が誕生した
のが1972（昭和 ）
年。コスパ
の健康維持など優れた機能面も、

& 嗜好性の高さに加え、下部尿路

かつおだしと並ぶ＂だし＂の大定
番、こんぶだし仕立てに、まぐ
ろや白身魚、えびのフレーバー
をプラス。
（2.7㎏）
高級食材である鯛だし仕立ての
贅沢な一品。上品なおいしさと、
かつお味など魚介のうまみがギ
ュッと凝縮。
（200g/2.7㎏）
ねこちゃんが大好きな、うまみ
たっぷりの鶏だし仕立て。チキ
ン、まぐろ、さけ味のミックス
で、食いつき抜群。
（200g/2.7㎏）

多くの愛猫家に支持されてきた理
由です。 年以上愛され続けるロ
ングセラーフードから、この春ち
ょっと贅沢な新シリーズがお目見
え！ テーマはズバリ、日本のね
こちゃんに向けた
〝日本の味〞
。鯛
だし、鶏だし、こんぶだしの3つ
の和風だし仕立てで、あっさりと
洗練されたおいしさを追求しまし
た。栄養バランスや健康面も、も
ちろんしっかり配慮。毎日のご飯

和風こんぶだし仕立て
和風鶏だし仕立て

1

に選べるおいしさがプラスされ、

「和風だし」
シリーズ

ここが
“すごい”
其の一

滋味あふれる上品なおいしさ
日本人が愛する上品な
〝だし〞
の味
わいを愛猫にも！ 和風だしの中か
ら、うまみ極まる鯛だし、鶏だし、
こんぶだしの3 種を厳選。ねこちゃ
んのお気に入りがきっと見つかるはず。
其の二

健康面もしっかりサポート
レギュラーシリーズ同様、優れた
栄養バランスで毎日の健康をサポー
ト。猫の下部尿路の健康維持に配慮
したマグネシウム含有量や、毛玉の
排出を助ける食物繊維を配合。
皮膚・
被毛の健康維持にはDHA ・EPA
を豊富に含む魚とガンマ‐リノレン
酸を配合。愛猫の健康を支える栄養
バランスに優れた総合栄養食です。

おなじみのレギュラーシリーズも、パ
ッケージを一新！ まぐろ･かつお･
舌平目･しらす味をブレンドした「ミ
ックス」をはじめ、ビーフ&チキンに
白身魚をプラスした「お肉とお魚ミッ
クス」
、お魚のうまみたっぷりの
「フィ
ッシュ」など、豊富にライ
ンアップ。猫の下部尿路の
健康維持にも配慮され、子
猫からシニア猫まですべて
の年齢に対応しているから、
多頭飼育にもおすすめです。

！

ーシリーズもリニューアル

レギ ュラ

まぐろ味･白身魚味･えび味

チキン味･まぐろ味･さけ味

登場

「和風だし」シリーズ が 新
ップに

ットチ
ネ
ャ
キ

47

飽きやすいねこちゃんも大満足間
違いなしです。

年以上！
5
4
て
け
れ続
愛さ

45

かつお味･さけ味･しらす味

和風鯛だし仕立て

22
お問い合わせ／ペットライン株式会社 10572･20･1655
（お客様相談室） 3www.petline.co.jp 取材･文＝田山容子

★

★

★

★

★

★

PRESENT

★

★

★

★

★
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今号の「わんにゃんWalker」はいかがでしたか？ 読者の皆さまにプレゼントをご用意しました。
「わんにゃんWalker」公式ホームページより、ぜひご応募ください。

清野菜名さん
サイン入りチェキ

スペシャルプレゼント

2

インタビューはP4

名様

ピュアクリスタル クリアフロー
犬用、猫用

ジェックス
各

簡単！おいしい♪春のポテトサラダ

詳細はP18

日本ヒルズ・コルゲート

詳細はP12

各

30
名様

最適な栄養バランスで ＂おいし
くムリのない体重管理＂ をサポ
ートするヒルズのサイエンス・
ダイエット体重管理製品。小型
～中型犬用、避妊・去勢猫用を
それぞれ30名様にプレゼント！
●20120・211・311 3www.hills.co.jp/

美少女戦士セーラームーン あごまくら ルナ、
ドラゴンボール あごまくら ドラゴンボール柄

Vol.39
旬の新ジャガイモと、植物性たんぱく質が豊富
に含まれ、かつ低脂肪なグリーンピースを使っ
た春にぴったりのポテトサラダ。食物繊維も豊
富なグリーンピースは、愛犬の腸内環境を整え、
便秘の解消や予防を行うのに効果的です。老犬
は粒のまま食べると気管に詰まらせる可能性が
あるため、混ぜ合わせる時にグリーンピースや
コーンをつぶしぎみにするとよいでしょう。

ペティオ
各

3

サイズ：W230×H95×D95㎜

名様

人気キャラをモチーフにした新
ブランド
「キャラペティ」
から、
あごをのせてくつろげるペット
用の枕をプレゼント。あごをの
せたキュートな姿は、写真を撮
りたくなるはず！
●20120・133・035 3www.petio.com

日本ペットフード

ビューティープロ® ドッグ おなかの健康 1歳から（665g）、
ビューティープロ® キャット 避妊･去勢後用（560g）
詳細はP13

全

16
名様

最新の栄養学に基づいて再設計し
た、わんちゃん&ねこちゃんにそ
れぞれ必要な45項目以上の栄養素
を摂ることができるインナービュ
ーティーフード。わんちゃん用を
6名様、ねこちゃん用を10名様に。

キャネットチップ和風鯛だし仕立て
かつお味･さけ味･しらす味
内容量：2.7㎏

ペットライン

約 166 kcal

10

詳細はP22

除く
※ドライフードを

名様

アース・ペット

詳細はP16

ペットの首に着けるだけで、約6
か月間害虫ケアに効果を発揮する
「薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首
輪」
。日々成長する子犬用に長さ
を調節できる新アイテム
（写真）
な
ど、全5種を各5名様にプレゼント。
●20120・911330 3earth-pet.co.jp/

各

5

名様

デビフペット

プリモデビィ ササミ&野菜、ササミ&さつまいも、ササミ&すりおろ
し野菜、ササミ＆野菜ペースト、ササミ&さつまいもペースト
内容量：各95g

シニア期の愛犬の健康に配慮した
総合栄養食の
「プリモデビィ」
。鶏
ささみをベースに、栄養豊富な鶏
レバーや鶏手羽をプラスし、消化
しやすく柔らかく仕上げた5アイ
テムをセットで20名様に。

5種セットで

20

鶏ささみをそぼろ状
にし、角切りチーズ
を合わせたロングセ
ラーの総合栄養食。
細かくほぐしてある
ので、ドライフード
と混ざりやすく、食
物繊維も豊富です。

新ジャガイモは皮をむき、1cm幅く
らいの角切りにして水にさらします。

水を入れた鍋に、切った新ジャガ
イモを入れて7 ～ 8分ほど茹でます。
グリーンピースはさやから出してお
きます（薄皮がついている場合は取
り除いてください）
。

鍋の新ジャガイモに串などを刺して
みて柔らかくなってきたら、グリー
ンピースを入れます。さらに2分ほ
ど茹でて火を止め、ザルにあけて水
気を切ります。

ボウルに水気を切った新ジャガイモ
とグリーンピースを入れてコーンを
加えたら、ささみ＆チーズとドライフ
ードを入れてさっくり混ぜ合わせ、お
皿に盛り付けたら完成です。

リッチェル
5種セットで

2

名様

詳細はP17

GWのおでかけにぴったりの豪
華5種セット。ドライブケージ、
キャリー、簡易ケージとしてあ
らゆるシーンで便利に使える
「たためる3WAYペットケージ」
のほか、車中での安全に配慮し
たシートクッション（写真は軽
自動車用）
、ドライブケージな
どをセットにして2 名様にプレ
ゼント。

栄養学の基礎知識

たんぱく質は体をつくる
最も大切とされる栄養素
皮膚や筋肉、血液など体を構成するおもなも
のの原料となって体をつくり、動かすための
エネルギー源ともなるたんぱく質。成長期に
ある子犬にはもちろん必要ですが、高齢期の
ペットにとっても外傷やストレス、感染に抵
抗するためにたんぱく質は必要です。

●1076・478・2957 3www.richell.co.jp/

3sp.walkerplus.com/wannyan/

▶代謝エネルギー 85kcal/100g

名様

●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp

たためる3WAYペットケージ 640、
たためるドライブペットケージ S、
ドライブシートクッション
（軽自動車用、普通車用、ミニバン用から1つを選択）、
おでかけシーツトレー レギュラー、
ウォーターノズル
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ささみ&チーズ

・ささみ&チーズ……………………………1缶
※小型犬の場合1/2缶
・新ジャガイモ……………………………約50g
・グリーンピース…………………………約30g
※1房8 ～10gの物を3房使用
・コーン……………………………………約30g
※缶詰タイプを使用
・ドライフード……………………………適宜

●10572・20・1655 3www.petline.co.jp

薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪 子犬用、猫用 ピンク、
猫用 ブルー、小型犬用、中・大型犬用

使用アイテムは

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください

45年以上愛され続ける日本初の猫
用ドライフード「キャネットチッ
プ」に、今春加わった ＂和風だし＂
シリーズ。グルメなねこちゃんも
大満足な和風鯛だし仕立て2.7㎏
を10名様にプレゼント。

●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

ホームページよりご応募ください

の
ゴハン

健康

名様

●1072・966・0054 3www.gex-fp.co.jp/

サイエンス・ダイエット 減量サポート 小粒 小型～中型犬用 1歳以上（1.3㎏）、
避妊・去勢猫用 避妊・去勢後～ 6歳 まぐろ入り（1.8㎏）

応募
方法

ペット

8

抗菌活性炭を使ったフィルター
で汚れを除去し、愛するペット
にいつも新鮮な水を飲ませられ
る給水器「ピュアクリスタル ク
リアフロー」
。犬用、猫用をそ
れぞれ8名様にプレゼント。

表紙と巻頭インタビューに登場
の清野菜名さんの直筆サイン入
りチェキ（右）
を2名様にプレゼ
ント。キジトラのとろくんとの
触れ合い後に決めてくれた貴重
なニャンポーズ！

デビフ

締め切り●2019年

5/20㊊

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※ご提供いただいたお客様の個人情報は、プレゼントの発送に利用させていた
だくほか、お客様の個人を識別できない統計的な資料を作成するために利用
させていただきます。詳しくは当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
3ir.kadokawa.co.jp/company/policy.php

愛犬レシピ
動画は
こちら！

※デビフペットでは、食肉用のお肉を
使用しています。レシピは総合栄養食
のドライフードなどと一緒に与えるこ
とを推奨しています。ペットの体調や
疾病などを考慮して与えてください。

お問い合わせ／デビフペット株式会社 103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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わんにゃんWalker
！
ら
ち
こ
は
ジ
ー
ペ
ム
ー
ホ
式
公
3sp.walkerplus.com/wannyan/
わんにゃんウォーカー

検索

「わんにゃんWalker」を設置しているお店の確認や、最新号を電子版で読む
ことができます。
プレゼントの応募や愛犬・愛猫のモデル応募もこちらから。

コロくん

柴犬
（豆柴）

2歳（♂）

まんじゅくん

6 か月（♂）

ペルシャ

石川県金沢市

シルバくん
マンチカン

3 歳（♂）

ベルちゃん

大分県別府市

れた

募してく

モデル応

わんちゃん＆
ねこちゃん
セレクション

6 か月（♀）

ミニチュアピンシャー

鹿児島県鹿児島市

maryちゃん 3 歳（♀）
ラガマフィン

フードやグッズのモニターとなって誌面に
登場してくれる愛犬・愛猫を大募集。ここで
は、全国から応募してくれたわんちゃん&ね
こちゃんを一部ご紹介させていただきます！

千葉県市川市

いくらちゃん
シーズー

4 か月（♀）

大阪府大阪市

い主さんは
興味のある飼
ホームページから
ださい♪
お気軽にご応募く

弧虎くん
柴犬

1 歳（♂）

栃木県さくら市

千葉県千葉市

リリィちゃん 1歳（♀）
ラグドール

愛媛県四国中央市
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成 犬用

北海道産牛
97%使用の
総合栄養食

保存料、着色料、発色剤、
プロピレングリコール、
ミートミール、砂 糖、食 塩 不 使用

肉食動物である犬本来の食事に着目し、
北海道産の牛赤身肉と牛内臓肉を
97％以上配合することにより、
自然に近い形で栄養を補える
嗜好性の高いフードに仕上がりました。

穀物不使用

犬 が 消 化しにくい
穀 物 類（トウモロコシ、

◎ 内容量

400 g（50g×8 袋）

小 麦、米）
を使用しない

「グレインフリー」。

Hokkaido
製造者／株式会社ノースペット

北海道夕張郡栗山町旭台1番地 59

The Factory is in Kuriyama, Hokkaido.

お問い合わせ TEL0123 -72-2211

