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ながら、モデル犬のシーズ

目がちの瞳をキラキラさせ
て。本当に家族の一員みたいに感

緒にいて安心感がありそうだなっ

すけど、どっしりと大きい犬は一
「すずにとってはリンさんも大切

去も明らかになる。

と、夫・周作
（声・細谷佳正）
との過

黒
ー・ペペちゃんと街を楽しくお散

ミニチュアダックスフンドを預か

ですが、以前、母の知り合いから

「自分で犬を飼ったことはないん

賞 を 受 賞 し、 ロ ン グ ラ ン ヒ ッ ト

く つ も の ）片 隅 に 」
。数々の映画

ニメ映画
「 こ の 世 界 の（ さ ら に い

が、主人公・すずの声を務めるア

そんなのんさんが出演する新作

トに出ているかなと思います」

以上にすずさんの内面がストレー

ンによって入れ替わるので、前作

す。その入り交じった感情がシー

ない複雑な感情があると思うんで

さんとの関係には、嫉妬だけでは

な人なので、そのリンさんと周作

って、お世話していたことがあり
した
「この世界の片隅に」（ 年）
に、

じそうですよね」

ます。かわいかったんですけど、

ので、犬を飼いたくても十分なお

たね
（笑）
。私は今は一人暮らしな

れしかったです。制作側と見てく

にたくさんの人に伝わったのがう

になると思って挑んだので、本当

「前作は自分にとって特別な作品

されて、すずさんを演じたいと思

った美しい桜のシーンに心を動か

「前作のパイロットフィルムにあ

満開の桜の木の上で話す場面。

るのが、再会したリンとすずが、

inform
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「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」

歩してくれたのんさん。

よくほえたりケージから逃げ出し

世話ができなくて。自分のお世話
れた方々の両方に
『すべての人に
ったので、今回、そのシーンが追

今作で好きなシーンとしてあげ

で精一杯なんです。だから、街な

加されたのがすごくうれしくて。

約 分の新映像を加えた作品だ。

かのわんちゃんを見たりして癒さ
見てもらいたい』という使命感的

もしいつか自分で飼うなら、ゴ
新しいセリフやシーンが加わった

んだ！』という新たな発見もあり

験できることではないので、貴重

ます。前作とはまた違う部分でグ

ールデンレトリーバーのような大

嫁いだすずが、困難の中でも工夫
ッと来る映画になっていると思い

ことで全く違う味わいの映画にな

して暮らす姿が描かれたが、追加
ますね」
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（声・岩井七世）
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（ribelo visualworks）／衣装協力＝NEEDLES
〔NEPENTHES〕
（シャツ、スカート）

5

Ⓒ2019こうの史代・双葉社 / ｢この世界の片
隅に｣製作委員会

のん●1993年7月13日生まれ、
兵庫県出身。女優、創作あ
ーちすととして活動。劇場
アニメ ｢この世界の片隅に｣
（16年）
で主人公・すずの声
を演じ、第38回ヨコハマ映
画祭
「審査員特別賞」を受賞。
ヒロインを務める映画 ｢星
屑の町｣が20年公開予定。

「小型犬もかわいくて好きなんで

ペ ペ7歳♂）

こうの史代の同名コミックを映画化した｢この世界の片
に新たな映像を追加し、前作では描ききれ
隅に｣
（16年）
なかった原作のエピソードを盛り込む。1944年に広島
から呉の北條家に嫁いだすずは、戦時下の物資不足の
中でも明るく健気に暮らしていた。偶然知り合った遊
郭の女性リンと親しくなるが、やがてリンと夫・周作
との過去に気付き、心を揺らす。そして1945年、呉は
大空襲に見舞われ、すずも大切なものを失ってしまう。
12/20㊎公開
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犬や猫などのペットは家族の一員であり、かけがえのない存在です。
毎日の暮らしがペットにとっても飼い主さんにとっても
快適になる家電をご紹介します。
家族でじっくり検討してみませんか？
取材・文＝佐藤紀子／写真協力＝おはぎ、一教、二教

わせ
お問い合
Aパナソニック株式会社 ご相談窓口 3panasonic.jp
Bシャープ株式会社 プラズマクラスター加湿空気清浄／ 20120・078・178
（固定電話／ PHS）
、
10570・550・449
（携帯電話） ペットケアモニター／ 1050・3852・5211 3jp.sharp
Cダイソン株式会社 20120・295・731 3www.dyson.co.jp
D株式会社リッチェル 1076・478・2957 3www.richell.co.jp
Eジェックス株式会社 1072・966・0054 3www.gex-fp.co.jp
F株式会社ペティオ 20120・133・035 3www.petio.com、www.petio.com/addmate
Gドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口 20120・086・192 3www.doggyman.com
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健康管理はトイレ から！
の
愛猫

ペットケアモニター

HN-PC001 B

サイズ：幅380×奥行き576×
高さ210㎜
重量：約4㎏
￥27,280
（税込）

猫の尿の量や
回数などを計測し、
健康管理をサポート！

広々スペースにも
使える

尿の量、回数、体重、トイレの滞
在時間などを自動的に計測、記録
してくれるスーパー猫トイレ。し
かも計測データをAIで解析して、
によりス
専用アプリ
「COCORO PET」
マホに体重の増減やトイレの頻度
や滞在時間の変化などの異変も知
らせてくれるので、愛猫の健康管
理が一歩進むでしょう。

F-MV4100は、18畳（30㎡）ま
で対応。LDKが一体となっ
ているような広々としたス
ペースもしっかり脱臭でき
る安心感があります。

留守

左右は約360度、上下は
約90度の広範囲で動くカ
メラを搭載。スマートフ
ォンと接続し、外出先か
らカメラを動かして、ペ
ットの様子を見ることが
できます。

次亜塩素酸で脱臭！
菌もウイルスも
バッチリ対策
次亜塩素酸は、除菌力、ウイル
ス抑制力に優れた成分。介護施
設や保育所でウイルス対策に使
われ、ほ乳瓶の除菌、水道水の
浄化などにも使われています。
ペットのニオイ対策はもちろん、
家族の健康対策にもなりますね。

塩タブレットは
自動投入で手間なし

※使用には無線LAN環境が必要です。また、専用アプ
（税別）が必要です。
リ「COCORO PET」の利用は月額￥300

首振り機能で
ペットを捉える

空気を洗ったみたいにすっきり！

の＂うちの子＂をチェック！
中
番

次亜塩素酸を生成するた
めに塩タブレットを使い
ますが、F-MV4100は自動
投入装置があるのでラク
ラク。約半年に1 度補充
をすればOKです。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
ジアイーノ F-MV4100 A
サイズ：幅398×奥行き240×高さ710㎜
重量：約11.2㎏
オープン価格

留守番中の動きを
自動録画
2 種類のセンサーによりペットの
動きを捉え、カメラが自動的に動
きます。外出時モードではペット
の動きを自動録画できるので、意
外な愛犬・愛猫の様子を見ること
ができます。録画可能時間は約10
秒から約15分の間で設定可能。い
つどんな動きを見せてくれるのか、
ワクワクしてきますね。

HDペットカメラ
KX-HDN205 A
サイズ：幅82×奥行き82×高さ126㎜
オープン価格

るニオイを狙い撃ち！
な
気に
プラズマクラスター NEXT
搭載で、排せつ物臭を
ノックアウト！
プラズマクラスターは自然界に存在す
るのと同じイオン。濃度を高めること
で空気の浄化や消臭に効果を発揮しま
す。シャープ史上最大級のイオン度を
誇るプラズマクラスター NEXTは、気に
なる排せつ物臭を消臭してくれるので、
家族はもちろん、来客があっても安心。
また、犬・猫の皮膚特有の菌の発生も
抑えてくれます。

を快適に、グルーミン
内
グも楽
室
微細なごみまで
強力吸引。
室内の空気を
もっときれいに！
ナイロンフェルトが大きなごみを
捕らえ、カーボンファイバーブラ
シが微細なごみまで吸い取ります。
2重に使用されているフィルター
が0.5ミクロンまでの微細な粒子
を捕らえ、きれいな空気を排出し
てくれるのが心強い。

❷

❶
❶Dyson Ball Fluffy
❷ペットグルーミング ツール C
Dyson Ball Fluffy ／サイズ：幅685×奥行き712×高さ250㎜
重量
（本体）
：2.72㎏ オープン価格
ペットグルーミング ツール／オープン価格
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※においの種類、強さ、対象物の素材、加湿空気清
浄機からの距離など、状況により効果は異なります。

留守番中の
室内の状況を

スマホでチェック！

グルーミングをしながら
抜け毛もキャッチ
ペットグルーミング ツール
を掃除機に装着するだけでグ
ルーミングツールに！ ブラ
シが捕らえた抜け毛はそのま
ま掃除機に吸い込まれ、飛び
散らないのがうれしいところ。
アレルゲンも吸い取ってくれ
るので安心です。

プラズマクラスター加湿空気清浄機

KI-LP100 B

愛犬や愛猫が留守番中の室
内の気温や湿度などの情報
を
が、アプリ「COCORO AIR」
利用することでスマートフ
ォンに届きます。離れてい
ても、快適に過ごせている
かどうかをチェック可能。

サイズ：幅427×奥行き371×高さ738㎜
重量：約17㎏
オープン価格
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使えるから
が
両手 お手入れラクラク！

ヘッドの角度調節
可能なスタンド式で
両手が使える

犬も猫も水が流れていると興
味を持つので、水を飲む機会
が増えることが期待できます。
また、舌でかきこむように水
を飲む犬のためには湧き出し
た水がたまる部分を作り、舐
め取るように飲む猫のために
は湧き出した水が斜面を流れ
るように設計されています。

片方の手でペットを押さえ、
もう一方の手を自由に動かせ
るなど、ドライヤータイムが
快適に。ヘッドの角度が 3 段
階に調節可能で、ペットの大
きさや乾かしたい場所などに
合わせることができます。

低めの温度でも
風量は同じ！
風のタイプは温風高モード、
温風低モード、冷風モードと
3つのモードから選べ、温度
を変えても風量は同じ。全体
を乾かしたい時は温風高モー
ド、耳の周りなど敏感な部分
には温風低モードなどと使い
分けつつ、素早く乾かすこと
ができて便利。

な水で飲水量
きれい
不足
を解 消！

犬、猫共に
飲みやすい工夫あり

浄水機能で
ペットにやさしい水に
三菱ケミカル・クリンスイの浄
水カートリッジを使用し、水道
水に含まれる微量の有害5物質
を除去。約30分でスピード浄水
別売りの浄軟
します。
（Sサイズ）
水カートリッジを使えばミネラ
ルを除去できるので猫の結石予
防にも効果的です。

フリーハンドドライヤー G
サイズ：幅180×奥行き200×高さ340㎜
本体重量：約570g
オープン価格

サイズ：S ／幅140×奥行き230×高さ130㎜、
M ／幅185×奥行270×高さ130㎜
容量：S ／ 1.6L、M ／ 2.8L S ／￥4,600
（税別）
、M ／￥5,800
（税別）
※浄水カートリッジ付き

気持ちのよい居場所作りに
も
いつ

冷暖プレート

PL-PT40D-T B

サイズ：幅約305×奥行550×
高さ約102㎜
重量：3㎏
オープン価格

お手入れ簡単！
自動オフで安心
アルミプレートなので水
拭きでき、清潔に保つこ
とができます。また、4
時間か12時間のタイマー
を設定すると自動でオフ
になるので、加温しすぎ
ることがなく安心。

一年を通じて
快適な居場所を作る
シルバーのプレートの下にセ
ンサーが入っていて、ペット
が乗ると、暖モードなら約38
℃、冷モードなら室温から約
マイナス5℃に制御されます。
1台で年中快適な居場所を作
ってあげられます。

愛犬、愛猫にぴったりの
給餌量と給餌時間を
設定できる
給餌量は1 回約 5 ～100gまで 5g 単
位での設定が可能、給餌時間は1
日 4 回まで設定できるうえ、時間
ごとに給餌量を変えられます。留
守番中のご飯を忘れたり、ペット
が食べすぎたりすることを防ぐか
ら、体調管理もバッチリ！

Lacook EASY SERVER E

※暖モードの温度は室温10 ～ 20℃の時、
冷モードの温度は室温25 ～ 35℃の時です。

サイズ：幅280×奥行き280×高さ363㎜
容量：最大3.2L
オープン価格

る
べ
ペットに合わせて
選
温かさを

どっしりスタイルで
転倒しにくい

温度は2パターンから
セレクト可

❷

ケージにも
設置OK
固定ホールが開いているの
で、ケージに取り付けるこ
ともできます。ケージの外
側に付けて周囲をほのかに
温めます。ペット自身が快
適な距離を取れる場所に設
置するのがポイント。
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プレアクア
キャットウォーターファウンテン
プレアクア
ドッグウォーターファウンテン D

どちらも約39度でしっかり温か
い面と、約32度でほんのり温か
い面のリバーシブル。ペットの
好みや状況などに合わせ選べる
のがポイント。セーフティ機能
があるので温まりすぎを防ぎま
す。また本体は水拭きできるの
で、汚れが気になったらすぐに
拭き掃除できます。

ひょうたん形のような安
定感のある形状なので倒
れにくいのも特徴のひと
つです。ペットがうっか
り倒して、フードがこぼ
れてしまう心配が減るの
はありがたいところ。

❶

❶アドメイト ペット用 リバーシブル電気ヒーター
❷ペティオ ペットのための電気ヒーター ハード F

アドメイト ペット用リバーシブル電気ヒーター サイズ：M／幅約330×奥行き約220×高
さ15㎜ 重量：約710g ※Sサイズもあり オープン価格
ペティオ ペットのための電気ヒーター ハード／ M ／サイズ：約幅370×奥行き260×高さ
30㎜ 重量：約750g オープン価格 ※Sサイズ、Lサイズもあり ※フリースカバー付

毎

ちょうどいいご飯で体 調 管 理
の
日
10

お悩みを解決する
技ありのメッシュトレー

13

シニアプラス 小型犬用
高齢犬用 10歳以上

年末は大掃除のシーズンです。

減量サポート 超小粒
小型犬用

ポイント

この機会に、愛犬が使うアイテム

ポイント

も見直したいもの。例えばトイレ

よく
使い勝手 ！
ル
ア
リニュー

隙間に汚れが入り込んで、
掃除が大変！

従来品

メッシュ周りの隙間に汚れがたまりや
すく、
掃除に手間がかかっていました。

お掃除簡単ステップトレー

コーナーなどにオシッコが
たまりにくい！

お掃除簡単ステップトレーは、縁の立ち上がりに隙間が
ない一体型で傾斜もなめらか。ワンタッチでシーツ交換
もラクラク。分解できるので、お手入れも簡単です。

▶一般的に成犬体重10㎏未満が小型犬に分類
▶7 歳がシニア期の始まりとされる

改善

！

従来品の断面図

断面を見ると、
その違いは一目瞭然
リニューアル品の断面図

１

米国本社の「ヒルズ ペットニュートリ
ションセンター」では、220人以上の獣
医師、科学者、栄養学者と450頭以上
のわんちゃんが一緒に最新の栄養学に
基づくフードづくりを行っています。
それぞれの栄養が体に与える影響を知
り尽くすこと＝サイエンスに基づき、
小型犬のために特別な栄養で、毎日の

ポイント

は、シーツのいたずら防止に役立

10 歳～

つメッシュトレータイプが安心で

シニア 小型犬用 高齢犬用
7歳以上

すが、「メッシュの隅にオシッコが

今年も大掃除のシーズンが到来。よりお手入れが簡単になったトイレで、
愛犬の生活空間もきれいに整えましょう。

長年の研究に基づいた栄養組成
アダルト 小型犬用 成犬用
1歳～ 6歳

たまる」「トイレの隅まで掃除する

お手入れラクラクなトイレ
「お掃除簡単ステップトレー」

▶大型犬より長生きすることが一般的

全ライフステージを支える
ヒルズ サイエンス・ダイエット
ポイント

のは大変」というお悩みが多いよ

14 歳

約

うです。「お掃除簡単ステップトレ

小型犬の平均寿命は

ー」
は、一体成型のメッシュトレー

7 歳～

ラクラク。清潔を保持しやすいの

歳

で、縁に隙間がないからお手入れ

最新の研究に基づく小型犬の特徴に合わせた栄養組成で、全ライフステージを
サポートするヒルズ サイエンス・ダイエット。米国の獣医師が№1※2に推奨す
る特別なフードで愛犬の健康をサポートしてあげましょう。

で、飼い主さんも愛犬も快適です。

長い時間を共にする愛犬との
幸せな生活をサポート
※1 日本ペットフード協会動物飼育実態調査2018 ※2 CM Research社調べ

1～ 6

年末が時！
え
買い替

※1

大掃除も買い替えも今年のうちに。

飼い犬の
約64％が
小型犬

お手入れしやすさに配慮したトイ

ポート。単に粒サイズの大きさだ

レで新しい一年を迎えましょう。

現在、日本で飼われているわん

多かったり、ソファや階段の上り

けではなく、室内で過ごす時間が

下りからくる関節の負担など、小

% が小型犬と

いわれています。さらに、小型犬

型犬ならではの環境に配慮して、

ちゃんのうち、約

は大型犬に比べると平均寿命が長

最新の研究に基づくフードづくり

をしています。

く、より長い時間を一緒に過ごす

ことになります。

長くするためにも、まずは毎日の

愛犬と過ごす幸せな時間をより

食事から考えてみませんか？

ヒルズ サイエンス・ダイエット

別な栄養組成で、それぞれのわん

小型犬用は、小型犬に合わせた特

ちゃんの年齢に合わせて健康をサ

64

健康はもちろん、骨や関節、皮膚など
の健康もサポート。合成の香料・着色
料は不使用。

トイレの
止には
ラ
エ ー防

2
3

おいしさへの
こだわり

お掃除簡単ステップ壁付トイレ
コーナーに汚
れがたまりに
くい形状です

ビタミンE＆Cなど、科学的に証明され

抗酸化成分で
た抗酸化成分を高レベルで配合。本来
本来の免疫力を維持

4

カラーバリエーションは
3 色、サイズはレギュラ
ーとワイドの2タイプ

縁の立ち上がりに隙
間がない構造です

周囲の壁が高いので足がはみ出しにく
く、トイレのエラー防止に効果的。オシ
ッコの飛び散り防止にも役立ちます。

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

チキンや野菜などの自然素材をふんだ
んに使用。小さな体に優しい、消化の
よい素材にこだわっている。
小型犬の小さな口に合わせて、粒は薄
くて小さめサイズに設計。歯と歯茎の
健康維持にカルシウムも配合。

の
男の子
んには
ゃ
ち
ん
わ

足上げ
オシッコポール
トイレ内に的を
つくってはみ出
しを軽減。ポー
ル内の専用シー
ツがオシッコを
吸収します。

トイレに入ったら
壁に沿って移動す
るので、トイレの
失敗を防ぎます

の免疫力を維持し、健康をサポート。

食べやすい
粒の形と大きさ

組み合わせてさらに便利

【壁の高さ】
レギュラー：16.3㎝
ワイド：19.3㎝
カラーバリエーションは

3 色、サイズはレギュラ
ーとワイドの 2 タイプ

その他ラインアップも充実。製品の詳しい情報はこちら リッチェル

ペット

3www.richell.co.jp/

検索

「お掃除簡単ステップトレ
ー」
にも
「お掃除簡単ステッ
プ壁付トイレ」にも、メッ
シュ部分に取り付け可能

お問い合わせ／株式会社リッチェル 1076・478・2957
（お客様相談室）
12
取材・文＝酒井牧子／イラスト＝岡本倫幸

ッと
ロ
ホ
、
り
しっと
が

めくるめく
味わいで
とっておきの時間を

手が汚れない

つ
や
お
〞
〝生食感 ー！
デビュ

覚の
ない生感
今までに
場！
登
やつが新
くて安心
柔らかお
食べやす
も
に
犬
アや小型

”ルナ”

シニ

毎日家でお留守番をしてくれる、

大好きな愛猫。特に週の始まりの

月曜日は、いつもより仕事が長く

感じられて、一刻も早く会いたい

思いが募る…。そんな飼い主さん

とねこちゃんの蜜月ストーリーが、

すてきなフードになりました。そ

の名も
〝ルナ〞
は、お星様の形をし

たお魚とお肉味のカリカリに、香

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 撮影協力＝ユアペティア王禅寺店

り立つかつお節をはじめ、さまざ

かつお節と小えび&ほたて味
ビッツ添え
（180g×4袋）

かつお節としらす添え

かつお節と小えび添え
かつお節とほたて味
ビッツ添え
かつお節とチキン味
ビッツ添え
かつお節とチーズ味
ビッツ添え

point 2

機能面にも配慮
猫の下部尿路の健康維持に配慮し、
マグネシウム含有量
（標準値）0.12％
健康で美しい瞳のために、猫に欠か
せない必須アミノ酸〝タウリン〞配合
元気な毎日に欠かせない、ビタミン
やミネラルをバランスよく配合
かつお節&チキン味とチーズ味
ビッツ添え
（180g×4袋）

待

っ

てる

君が、いとおし
い…

point 3

猫のアクションにキュン
月曜日は、
ルナ曜日。

ストーリー動画を
Check！
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まなこだわり素材をトッピング。

各2種のアソート入り
カリカリ食感のドライフード＋2
種のトッピングの組み合わせが、
全5種類。1袋で2種類のアソート
を楽しめます。トッピングはすべ
てにかつお節が入り、小えび、し
らす、うまみが凝縮したサクサク
ビッツなど。多彩なバリエーショ
ンで、
飽きっぽい猫も大満足です。

き抜群♡
食いつ
コも
ャン
気まぐれニ

小型犬 も食べやすい
で
♪

CatMeaty
（8本入）
カツオ&ササミ／マグロ&ササミ／
タラ&ササミ カニ風味

一度に多彩な味わいを楽しめるか

point 1

猫用

雅
（ミックス）
Meaty
（10本入）
ササミ&タラ／ササミ&レバー／ササミ

家族の一員であるペットとの生

活の中で、何より楽しみなのがお

やつタイム。高齢化や小型犬人気

に伴い、「添加物が気になる、硬い

ものは食べない」という意見が増

えています。そんな飼い主さんの

要望に応えて、ペティオから新感

覚のおやつ
「Meaty（ミーティ）
」

が登場！ 片手であげられるステ

くるみ
（トイプードル）

ィック形状の中身は、柔らかな生

犬用

食感。添加物を使わず、生のお肉

トッピング

やお魚を贅沢に使用しているので、

ペロペロ

わんちゃん・ねこちゃんが夢中に

パクッ

なるおいしさです。封を切って指

ご

で押し出すと、中身がにゅるっと

切って
角を

出て、手を汚さずに与えやすいの

飯 の上に

ぐ 切っ
て
っす
ま

も魅力。そのまま与えるだけでな

ろ♪
与え方いろい

く、ご飯に混ぜたり、いろんな使

ょうどよい量と大きさ。食べ切りサイズだから使いやすい

い方ができるから、これからのお

3 一度にたくさん食べられないペットのために、1 回分にち

やつの新定番になりそう!

使用。抜群のおいしさでペットの食いつきもばっちり

ぴったり食べ切りサイズ！

かつお節としらす&ほたて味
ビッツ添え
（180g×4袋）

ら、まるで猫のひとくちフルコー

2 完全無添加で安心
食品添加物を一切使わず、生の食品素材を贅沢にたっぷり

スのよう。夢中で食べる姿を眺め

こぼれたり、毛についても汚れる心配なし

柔ら
かい
♡

る時間は、飼い主さんにとって何

汁がたれないから汚れない
1 液状タイプとは違い柔らかな固形なので、

よりのご褒美です。〝ルナ〞で今宵

＂生

もおいしいひと時を。

内袋の
まま
お湯で
温めれ
ば、
香りが
たって
おいし
さアッ
プ！

ネ！

つのイイ
食感＂で3

いとしい猫と過ごす、とっておきの
食事タイム。めくるめくおいしさを、
すてきなパッケージに詰めた、
特別なフードができました

猫のひとくちフルコース

4種類の夜空を描いたパッケージに秘められた
ストーリーをチェック。満月に見立てた飼い主
さんに向かって、ねこちゃんが 〝見上げる〞 〝片
手でおねだり〞〝立ち上がってじゃれる〞〝ジャン
プ〞といった、おなじみの愛情行動を表現♡

かつお節&ほたて味とチキン味
ビッツ添え
（180g×4袋）

お問い合わせ／ペットライン株式会社 20120・572・285
（お客様相談室） 3www.petline.co.jp 取材･文＝田山容子
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Miawシリーズに新アイテムが登場 ～
w
a
i
M
～

最強コ
ンビ
ニャ♡ だ

これでおいしさUP！

猫思いの”やわらか小粒フード ＂

懐石2dish 瀬戸内の小魚ペア
ベストセレクション
（80g×10袋）

お問い合わせ／日清ペットフード株式会社 20120・22・1124
（お客様相談室） 3www.nisshin-pet.co.jp 取材・文＝越智龍二

ペットの長寿化に伴い、「ドライ

売れ筋 のかつお味に、人気のお肉味と野菜味の粒
をたっぷりブレンドしたまさに欲張り仕上げ。

フードが食べにくくなってきた」

が当たる！
現金￥5,000
キャンペーン
懐石運だめし

人気のかつお味に、お肉味、野菜味の粒をブレンド

いった飼い主さんの声が増えてい

チキン味

「懐石4 dish」
「懐石zeppin」シ
リーズの箱の中に、当たり
券が入っていれば現金￥
5,000がもらえるキャンペ
ーンを実施中。売り切れ次
第終了となるので、急いで
チェックしよう！

3

Point

おいしさと健康に配慮
生の鶏肉が
主原料

厳選した国産の鶏
肉や鶏レバーを使
用しているから抜
群のおいしさ

「やわらか小粒」
３つのやさしさ

まぐろ味

Point

優れた
消化吸収性

動物性たんぱく
質を使用し、栄
養を体内でしっ
かり消化吸収

2

Point

やわらかい総合栄養食
腎臓の
健康維持

リンやナトリウ
ムの含有量を調
整し、腎臓の健
康維持に配慮

ドライタイプの約3倍の
水分量を含んだ半生仕
上げ。MiawMiawカリカ
リ小粒タイプと比較し
て、約4分の1の力で噛
めるやわらかさです。

1

a-iペプチド配合
北里大学獣医学部の有原圭三教授と
共同開発した｢a-iペプチド｣が、愛猫
の心の健康維持をサポート。たんぱ
く質がアミノ酸に分解される途中で
できるペプチドは、
消化吸収に優れ、
嗜好性も高いとされています。

原寸大

クリーミーなおやつも新登場
Point

1

スキンシップでストレスケア

飼い主さんが猫におやつを与える目的と、
猫のストレス解消法の第1位は｢スキンシッ
プ｣。おやつを与えながら、一緒に遊んで
楽しくストレスケア♪

Point

これでおいしさUP！

「少量でも栄養がとれるものを」
と

おいしさにこだわって
最強のおいしさに進化

お客様アンケートで人気上位の

2フレーバーをいいとこどりした

「懐石 2dish 瀬戸内の小魚ペ

ア ベストセレクション」
。一方、

「キャラットミックス お肉とお魚

味のよくばりブレンド」は、人気

のかつお味にお肉味と野菜味の粒

をブレンドして新たに登場した。

どちらも既に人気の高い商品を、

おいしさにこだわってさらに強化。

グルメなねこちゃんも喜ぶこと

大容量でリーズナブルな
ミックスタイプの総合栄
養食に、お肉味と野菜味
を加えた新フレーバーが
登場。赤や緑の4色、魚
やハート形などの 4 形状
になり、見た目で楽しめ
るのもうれしい。グルコ
サミンやハーブを配合し
て、骨や関節、胃腸の健
康維持もサポート。

最強のおいしさへと進化している。

（500g×6袋）

確実な最強の新グルメフードは、

飼い主さんも大満足間違いなし！

キャラットミックス
お肉とお魚味の
よくばりブレンド

17

懐石dish

猫の飼い主さんに大人気の
「懐石dish」
「キャラットミックス」
シリーズから、
グルメなねこちゃんも大満足の新アイテムが登場！

New

ます。そこでおすすめしたいのが、

まぐろ&しらす

「MiawMiaw」シリーズの新商

5位

品
「やわらか小粒」
。通常のドライ

4位

かつお節&かにかま

セミモイストタイプの総合栄養食

小魚&かにかま

フードの約3倍の水分量を含んだ、

3位

だ か ら、 や わ ら か く て 食 べ や す

2位 小魚&まぐろ節

人気の
猫用グルメフードが
おいしさUPで
新登場♪
クス
キャラットミッ

い！ 国産の生の鶏肉を贅沢に使

1位 小魚&かつお節

用しているので、嗜好性も高く消

懐石dish
お客様が選ぶ
ング
ピングランキ
ッ
ト
人気

化吸収性も抜群です。さらに今な

※1 自社調べ

ら、ねこちゃんが食べなかったら

New

購入金額が返金される
〝100 ％

生の国産鶏肉を使用した、小粒で
やわらかい総合栄養食。食べやす
さ、おいしさにこだわったほか、
a-iペプチド配合で心の健康をサポ
ート。無着色なのもうれしい。

満足保証キャンペーン〞を実施中。

「懐石dish」
シリーズの人気トッピ
ングを選ぶお客様アンケートで
1位の小魚&かつお節、2位の小
魚&まぐろ節を組み合わせ。

《MiawMiaw やわらか小粒》

安心して試せます。

アンケート1・2位※1の
最強トッピング

お部屋で暮らす猫の心の健康維持をサポートするフード
「MiawMiaw」
から、
やわらか食感の総合栄養食がお目見え。
グルメなねこちゃんにも、歯が弱ったシニアねこちゃんにも好適です。

ねこちゃんが好む具材を厳
選し、贅沢にトッピングし
たオールステージの総合栄
養食。利用者からの評価が
高い
「小魚とかつお節添え」
「小魚とまぐろ節添え」
の2種
が入った最強アイテムがお
目見えした。80gの小分けタ
イプなので、飽きやすいね
こちゃんにもぴったり！

2

a-iペプチド配合で
外からも内からもケア

《MiawMiaw クリーミープチ》
ねこちゃんに大人気のペースト系おやつ
に、飼い主さんの要望を反映し、
〝食べて、
遊んでストレスケア〞できる
「クリーミープ
チ」がデビュー！ 猫が大好きなマグロを
ベースに、人気のフレーバーが勢ぞろい。

こんなねこちゃんにぴったり

ドライフードが食べ
にくくなってきたシ
ニアのねこちゃんに

愛猫の心の健康維持をサポートする「a-iペ
プチド」配合だから、内側から愛猫の心の
健康維持をサポート。さらにスキンシップ
で外からケアして、ダブルでサポート

Point

3

少量食べ切りサイズで
たくさんコミュニケーション

1本標準5gとプチサイズだから、普段の食
事に影響しないのがうれしい。1日1本あげ
て10日分、
毎日楽しくコミュニケーション！
ラインアップ
まぐろ／まぐろ チキン味／まぐろ おかか味／まぐろ ビーフ味
（各標準5g×10本入り）

食事量が気にな
る、好き嫌いが
激しいグルメな
ねこちゃんに

お問い合わせ／アイシア株式会社 20120･712･122 3www.aixia.jp 取材･文＝田山容子
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わんちゃん用は

3 種類

ビーフ&アボカド
（100g）

グルメな愛猫に
おいしさの贈り物を
「コンボ プレゼント キャット ドライ」
から、飽きっぽ
いねこちゃんも大満足の、おいしさいろいろアソート
タイプが新登場！ ご飯タイムがさらにハッピーに。

ヘル

愛猫と一緒に過ごす日々を、毎

日の食事を通して幸せな時間にし

たい…。そんな飼い主さんの願い

がかなうグルメフード
「コンボ プ

レゼント」が、パッケージも新た

に魅力的にリニューアル！ ねこ

ちゃんが大好きなカリカリ食感

の
「ドライ」
は、日本食文化の製法

フレーバーごとのカラフルなス

タンドパウチで登場した
「ヘルズ

ぷり 100g（子犬・子猫用は g）

90

キッチン コトコトパウチ 」
。たっ

素

入 った ペースト 状 の フ ー ド は、松

茸 味 な ど 全 7 種 で 新 登 場！

材のうま味が溶け込んだ濃厚な味

わいが特徴で、グルメなわんちゃ

と評判に。

ん& ねこちゃんの食いつきが違う

そのままご褒美として与えるほ

か、いつものご飯に混ぜたり、水

分 補 給 と し て 与 え て もO K！ ス

パウトが付いた与えやすく手が汚

れにくいパウチは、女性も開けや

4 種類

すい大きなフタ付きで、朝晩に分

用は

キッチンと

けてあげられるのもポイントです。

ねこちゃん

ズ

は?

わんちゃん、ねこちゃんの
舌をうならせること間違い
なし！ えりすぐりのメニ
ューをお届けする活気あふ
れる大忙しの厨房がヘルズ
キッチン。右のシェフマー
クは、妥協なしの証です。

を応用した熟成の旨みがよりアッ

インスタも話題！

プしました。さらに4つの味を楽

松茸味やアボカド味など、ペットフードとしては珍しい
。
フレーバーが人気の
「ヘルズキッチン コトコトパウチ」
新発売の注目フードは、インスタでも話題沸騰中！

しめるアソートタイプが新登場し、

4 とってもリーズナブル！

飽きないおいしさで幸せな時間を

3 フタ付きなので分けてあげられる

プレゼント♪ 柔らかゼリー仕立

2 ボリュームもたっぷり！

ての
「レトルト」
もデザインを一新。

グルメなウェットフード
「コトコト」が話題に！

1 松茸味など味がユニーク！

抜群のおいしさはそのままに、魚

「コトコト」のココが話題！

好きもお肉好きも大満足のライン

アソートタイプが
新登場！

今まで なかった 味 がズ ラリ！

ねこちゃんがおいしそうに食べ

新発売

アップです。

コンボ プレゼント
キャット ドライ

アヒル&さつまいも、
チーズ
（100g）

てくれる姿に、飼い主さんもとび

きりの幸せを感じられるはず。

子犬用
チキン&チーズ
（90g）

4つの味で

飽きないおいしさ

まぐろの旨み 4種アソート
（20g×12袋）

定番の「まぐろとかつお節
味」に加え、アソート限定
の「濃厚まぐろ味」
「まぐ
ろとチキン味」
「まぐろと
シーフード味」
の全4種入
り！ 食べ飽きしやすい
ねこちゃんも大満足です

15歳頃から
まぐろの旨み 4種アソート
（20g×12袋）

熟成した旨みで
おいしさアップ！
凝縮された熟成の旨み＋特製濃厚お魚パウダ
ーで、豊かな味わいが実現。旧商品に比べて
おいしさが186％アップしました（※）。愛猫の
食いつきもよく、多くの評価を獲得。

小袋で楽しく
遊べる！

食べ具合

まぐろと
かつお節味

まぐろと
チキン味

まぐろと
シーフード味

機能性タイプも充実！

新鮮さを保つ小分け包装に、キュー
トなデザインが登場。小袋の写真を
使って、愛猫がかわいく変身できち
ゃいます。どんな写真が入っている
かは、開けてからのお楽しみ♪

ビーフ&松茸
（100g）

濃厚まぐろ味

健康にも気遣いながら、ご
飯もおいしく食べてほしい。
毛玉対応
そんな願いに応えて、まぐ
（20g×12袋）
ろとかつお節味の機能性タ
イプがリニューアル。天然
食物繊維入りの
「毛玉対応」
、
低脂肪の「肥満が気になる
猫用」
、低マグネシウム設
計の「猫下部尿路の健康維
肥満が
持」
の3種ラインアップでサ
気になる猫用
ポートします
（20g×12袋）

猫下部尿路の
健康維持
（20g×12袋）

※日本ペットフード調べ

子猫用 チキン&
ゴートミルク
（90g）

チキン&チーズ
（100g）
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お問い合わせ／ F&Bell株式会社 103・6859・7285 取材・文＝越智龍二

まぐろ&
フィッシュエッグ
（100g）

まぐろとかつお
（40g）

まぐろと
かつお
野菜添え
（40g）

まぐろと
かつお
ほたて貝柱
添え
（40g）

鶏ささみと
ビーフ入り
（40g）

15歳頃から
まぐろと
かつお
しらす添え
（40g）

トタイプもリニューアル

コンボ プレゼント
キャット レトルト
柔らかゼリー仕立てで旨みたっ
ぷりのレトルトは、ご褒美ご飯
にぴったり！ 魚好きの猫に
は、まぐろとかつおのたっぷり
フレーク。お肉好きには、鶏さ
さみとビーフの組み合わせを。
カニカマや野菜、ほたて貝柱な
ど、贅沢なトッピングも入り、
味わいをさらに豊かにします。

せ～♡
しあわ

レトル

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
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検証

A

犬は子供を

6 見下す

A

猫は色が

10 見えていない

ウソ

人は色を見分けることが得意な細胞が網膜にた
くさんありますが、猫は色を見分ける能力より
も明暗を見分ける細胞が発達しています。暗闇
の中でも視界を保ち行動できるのは、このため。
色の識別は人に比べると劣っており、赤や緑は
識別することができませんが、決してモノクロ
の世界を見ているわけではありません。

検証

A

検証

A

ウソ

特に生のイカを大量かつ長期的に猫に与えると、ビタミンB1欠
乏症になり、ふらつきや歩行困難な症状が表れます。この姿を
見て、｢腰を抜かす｣と表現されているのだと思いますが、実際
に腰を抜かすわけではありません。イカは生でも加熱されてい
ても、消化が悪いため猫に多量に与えてはいけません。

検証

A

犬がしっぽを振っていても、うれしいわけで
はない時もあります。しっぽを速く大きく振
っている場合はうれしい時ですが、しっぽを
少し低く小さく振っている時は不安を感じて
いたり、状況次第では噛みついてしまう子も。
犬の感情を見る際は、しっぽだけではなく顔
の表情や体のリラックス度合いも同時に見る
といいでしょう。

半分ホント

以前は、猫が喉を鳴らすのはリラックスして家族に甘
えている状態であると言われていました。最近の研究
では、猫は痛みやストレスを感じている時にも喉を鳴
らすことが判明。どちらの気持ちで鳴らしているかは、
猫の表情やしっぽの動き、体のリラックス度合いなど
から総合的に判断するといいと思います。
21

犬は家族の気持ちに同調する傾向が強い動物です。
家族が不安になれば不安になり、家族が怒りっぽ
いと犬も怒りっぽくなり、家族が興奮しやすいと
犬も興奮しやすくなります。親子の仲違いが見ら
れるようになったころから攻撃性が出てきた犬や、
ご家族が体調を崩すと同じ時期に体調を崩す犬の
症例を診たことがあります。

検証

A

半分ホント

マタタビには猫の中枢神経を麻痺させたり、よだれの
分泌を促進させる効果のある成分が含まれています。
マタタビの匂いを嗅ぐと、多くの猫が興奮したり、陶
酔したような行動を示したりしますが、マタタビに全
く反応しない猫もいます。陶酔した姿がまさに酔っ払
っているかのように見えるのかもしれませんね。

犬は人につき、

8 猫は家につく

家犬の祖先と言われているタイリクオオカミはダブルコ
ート
（二重毛）
で、寒さにも耐えられる毛の構造でした。
改良された現在の犬には、シングルコートや短毛、無
毛の犬も存在し、寒さにとても弱い犬種もいます。一方、
猫の祖先は砂漠出身のため寒さに弱いのはホント。ただ、
ノルウェージャンフォレストキャットなど、体が大きく
ダブルコートで比較的寒さに強い猫種も存在します。

検証

半分ホント

共働きの家の犬は
9 ほえる

ウソ

共働きかどうかに関係なく、ほえる犬はほえますし、ほ
えない犬はほえません。犬がほえる心理はたくさん考え
られます。甘えたい、寂しい、つまらない、構ってほし
い、縄張りを主張したい、相手を追い払いたいなど。一
緒に生活する中で、よい社会性を与え、個々の犬が満足
する遊びや運動、コミュニケーションを提供してあげる
だけでも、ほえは改善されていきます。

ペットの常識

ソ
ウ ? ホン

ト!?

飼い主さんの間でまことしやかにささやかれている噂や、昔から当た
り前のように信じられている言い伝えをあらためて検証！ ペットに
まつわる〝常識〞が、ホントかウソか、獣医師にズバリ伺いました。犬
&猫の生態から、しぐさによる感情表現、しつけ、食事と健康につい
てまで、知って楽しい&タメになる解説と共にご紹介します。
取材･文＝田山容子／イラスト＝岡本倫幸

牧口香絵先生
獣医師、AVSAB(アメリカ獣医行動学会)
会員。犬猫の問題行動の治療を専門とし、
メディカルハーブやフラワーレメディな
どを取り入れた、動物に優しい治療を行
う。18年には日本アニマル・ハートヒー
リングケア協会を設立し、一般の人がわ
かりやすく自然療法を学べる機会を提供。
3pet-consul.com/

検証して
くれたのは

検証

A

半分ホント

猫はマタタビで

3 酔っ払う

犬は最初に人と暮らし始めた動物で、人と
社会構造も似ており、コミュニケーション
能力も高いです。なにより愛する家族と一
緒にいることを好むので、犬は人につくと
いう考えはホント。猫は環境の変化にとて
もデリケートな動物。ゆえに家につくと言
われているのかもしれませんが、猫種や
個々の気質によっては飼い主にべったりの
子もいるので、ホントとウソに分かれます。

半分ホント

A

A

ホント

A

猫にイカを食べさせると

7 腰を抜かす

犬がしっぽを
11 振っているのは
うれしい証拠

猫が喉をゴロゴロ
検証
12 鳴らすのは
幸せのサイン

犬の性格は

2 飼い主に似てくる

検証

ウソ

子供は家族の中でも力が弱く、親の庇護のもと成長して
いく存在。そのような存在であることを犬は家族の会話
ややりとりを通じて理解しています。以前、赤ちゃんが
寝ている時に呼吸ができなくなった状況を、愛犬がいち
早く母親に知らせて命拾いをしたという話を聞いたこと
があります。子供のことを、友達または守るべき存在だ
と感じている犬が多いのではないでしょうか。

検証

犬は寒さに強い

1 猫は寒さに弱い

検証

A

犬＆猫に

4 タマネギは毒

ホント

タマネギは、人にとっては血液サラサラ効果
など健康によい野菜ですが、犬や猫にとって
はタマネギ中毒を引き起こす食べ物です。タ
マネギに含まれるアリルプロピルジスルフィ
ドという成分が体内に入ると、赤血球が破壊
され溶血性貧血を起こしてしまいます。生で
も加熱されたものでも中毒症状が出ますので、
タマネギを入れた料理を犬や猫に与えないよ
うに注意しましょう。

検 証

A

猫が顔を洗うと

5 雨が降る

ウソ

猫は自分の顔や体を舐めてグルーミングをする動物です。
猫が顔を洗うのは、緊張や怖い体験をしたあとに、自分
を慰めリラックスさせるため。食事のあとのお手入れと
して顔を洗う場合もあります。雨が降る前は気圧や湿度
が高まり、繊細な猫のひげが変化を敏感に感じるため、
ひげを整えることがあるかもしれませんが、必ずしも雨
が降る前にすべての猫が顔を洗うわけではありません。
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er
んWalk
わんにゃ 選びました！
編集部が

ギャラリー
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！

artist :

牧野直樹

こんなふうにソファの上から見下ろされる
となんだか相談したくなってしまいます。
「猫神様…。僕の悩みを聞いてください」
。
もふもふの毛としょんぼりタ
編集部より
ひと言

レ目がかわいい神様。
『どうし
たんじゃ？』とどんな悩みに
もやさしく答えてくれそう♪

編集部より
ひと言

編集部より
ひと言

すっかりきれいに

ちゃめっ気たっぷ

なりましたね。本

りのキュートな一

人は気持ちよすぎ

枚。飼い主さんが

て眠いのかな？

大好きなんですね

artist : ネズミイロのネコとバニラ

artist :

シャンプーをしたらおなかの毛が真っ白にな

私と一緒にベッドでゴロゴロするちくわ。こ

りました！ バニやん、いいにおい～♪

の時の姿が赤ちゃんみたいでかわいいんです。

編集部より
ひと言

2 匹そろってばっ

konokonoCHIKUWA

猫の合同写真展&物販展
「ねこ休み展 in 船橋」
開催日

12/19㊍～29㊐

ちり決まってる！
仲良しなのが伝わ
ってきます

artist :

瀬戸にゃんちさ

g東武百貨店 船橋店 6Fイベント
プラザ
i千葉県船橋市本町7-1-1
610:00 ～19:30
（最終入場18:00）
dなし 7入場料￥600
主催：株式会社BACON

詳しい情報は
こちら

ボス的存在のうしおと白猫のミルコ。モデル
のようにポーズをとってくれました。

65万人を動員してきた人気イベ
ントが年末に船橋に上陸。見て
いるだけでほっこりできるスタ
ー猫の写真に癒されよう。

r会場限定グッズも見逃せない

取材・文＝齋藤久美子
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★
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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。
リッチェル

お掃除簡単ペットケージ 1200、
お掃除簡単ステップ壁付トイレ レギュラー、
ウォーターディッシュ S、
こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ S、
ペットバギー Nラコット、
キャンピングキャリー ダブルドア S

6種セットで

3
名様

アイシア

MiawMiaw やわらか小粒 まぐろ味（40g×6袋）、
クリーミープチ まぐろ（標準5g×10本）

2種セットで

10

詳細はP16

デビフ

新年も健康で♪ 年越しうどん風

の
ゴハン

健康

名様

a-iペプチド配合で猫の心の健康
にも配慮したシリーズから2種
をプレゼント。小粒で柔かい総
合栄養食、食べ切りサイズのク
リーミーおやつをセットで。

詳細はP12

ペット

Vol.43

●20120･712･122 3www.aixia.jp

家族の一員であるわんちゃんに食べさせたい、
温かい年越しうどん風レシピをご紹介。小松菜
はホウレン草よりもアクが少なく、ビタミン類
やβカロテン、食物繊維などが豊富に含まれて
います。食べれば愛犬の肝臓の働きをサポート
してくれるはずです。今年の大みそかの夜は、
新年の健康を願って家族みんなで温まりましょう。

日清ペットフード

懐石2dish 瀬戸内の小魚ペア ベストセレクション（80g×10袋）、
キャラットミックス お肉とお魚味のよくばりブレンド（500g×6袋）
詳細はP17

2種セットで

10
名様

人気のトッピング1・2位を合わ
、お肉味と野
せた「懐石2dish」
菜味の粒をブレンドした「キャ
ラットミックス」
。2種をセット
にして10名様にプレゼント。
●20120・22・1124 3www.nisshin-pet.co.jp

日本ペットフード

コンボ プレゼント キャット ドライ まぐろの旨み
4種アソート(20g×12袋)、レトルト まぐろとかつお(40g)
詳細はP18

うま味アップでリニューアルし
。4つの
た「コンボ プレゼント」
味が楽しめる新登場のアソート
に、柔らかゼリー仕上げのレト
ルトを合わせて12名様に！

●1076・478・2957 3www.richell.co.jp

●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

日本ヒルズ・コルゲート

内容量：各1.5㎏

12

詳細はP13

名様

8

詳細はP14

名様

10

各

名様

兼松ウェルネス

筋トレわんわん（HMBケアシリーズ）犬用ケアサプリメント
生後6ヵ月～高齢期まで
内容量：56g
（約40個入り）

まるで生のような柔らか食感、
完全無添加がうれしい、食べ切
りサイズのおやつが新登場。犬
用3種、猫用3種をそれぞれセッ
トにして各10名様に！

愛犬の筋肉の衰えをおいしくサポ
ートする筋肉ケア＆健康維持を目
的とした国産ケアサプリメント。
ひと口サイズの食べやすさもポイ
ント。動物病院専用品。

●20120・133・035 3www.petio.com

●103・3669・7064

応募
方法

ホームページよりご応募ください

3sp.walkerplus.com/wannyan/

鶏のムネ肉を角切りに
して特製スープでじっ
くり煮込んだ、
無添加・
無着色の85g缶。栄養
素やうま味成分が入っ
たスープと一緒に与え
るのがおすすめ。

鍋に水を適量入れて、昆布でダシを
とっておきます。

ニンジンは皮をむいて、小さめのい
ちょう切りにします。シイタケ、小
松菜もそれぞれみじん切りにします。
乾麺のうどんは手で1～2㎝くらいの
長さに折っておきます。

でとった昆布ダシを火にかけて、
沸騰したら昆布は取り出し、ニンジ
ン、シイタケ、乾麺のうどんを入れ
ます。麺の規定時間分で茹でたら、
小松菜とお麩を加えて1分弱くらい
茹でて火を止めます。

火からおろした鍋に、鶏肉のスープ
煮をスープごと入れてほぐします。
ドライフードを加えたら完成です。
よく冷ましてから与えてください。

名様

●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp

詳細はP15

▶代謝エネルギー 110kcal/100g
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詳細はP24

●20120・572・285 3www.petline.co.jp

犬用・猫用を

鶏肉のスープ煮

デビフペット

食品用の牛肉、ラム肉のうま味
を閉じ込めた150g缶4種と、ち
ぎっても与えられる食べやすい
厚さの牛肉・馬肉4種。合計8種
をセットにして24名様に。

ペティオ

使用アイテムは

牛肉の角切り、牛肉ミンチ、ラムミンチ、ラム&さつまいも（各150g）、 8種セットで
牛肉スライス、牛肉カット、馬肉スライス、馬肉カット（各40g）

猫と月が描かれたパッケージが話
題のキャットフード。定番のかつ
お節に、シラスや小エビ、サクサ
クビッツが入った全4アイテムを
セットにして8名様に。

Meaty ササミ（10本入り）など犬用3種、
CatMeaty カツオ＆ササミ（8本入り）など猫用3種

25

名様

●103・6859・7285

内容量：各180g×4袋

・鶏肉のスープ煮……………………………1缶
※小型犬の場合は1/2缶
・うどん……………………………………約20g
※乾麺を使用
・小松菜……………………………………約10g
・シイタケ…………………………………約10g
・ニンジン…………………………………約20g
・お麩………………………………………約2g
・昆布………………………………………約2 g
・ドライフード………………………………適宜

12

●20120・211・311 3www.hills.co.jp

4種セットで

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください

詳細はP19

素材のうま味が溶け込んだ濃厚
な味わいが特徴のグルメなフ
ード。アボカド味など犬用3種、
松茸味など猫用4種をそれぞれ
セットにして各12名様に。

ペットライン

除く
※ドライフードを

F&Bell
ヘルズキッチン コトコトパウチ ビーフ＆アボカド（100g） 犬用・猫用を
など犬用3種、ビーフ＆松茸（100g）など猫用4種
各

全ライフステージを支える豊富
なラインアップがそろうヒルズ
サイエンス・ダイエット。小型
犬用の1歳～6歳用、7歳以上用
の2種をそれぞれ12名様に。

＜ルナ＞かつお節としらす&ほたて味ビッツ添え、
かつお節と小えび&ほたて味ビッツ添えなど全4種

12
名様

開口部が広く掃除が簡単なペットケージ、
お手入れしやすい壁付トイレに加え、ウ
ォーターディッシュとディッシュをプレ
ゼント。さらに、コンパクトに折り畳め
るバギーと丈夫なキャリーもセットにし
た6種セットを3名様に！

サイエンス・ダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1歳～ 6歳、 2種を
シニア小型犬用 高齢犬用 7歳以上
各

約134 kcal

2種セットで

締め切り●2020年

1/20㊊

10
名様

※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

※うどんやお麩の大きさが気になる場合は
小さくカットしてください

pick お肉のうま味が詰まった
up
プレミアムな150g缶
お肉は食品用の牛肉とラム肉を100％使用し
た、リッチな味わいの150g缶が新登場。お肉
のうま味が贅沢に味わえる牛肉ミンチ、ラム
ミンチ、ラム＆さつまいもの食べやすいミン
チ状3種のほか、角切りにした牛肉をスープ
でじっくり煮込んだ牛肉の角切りも人気！

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。

UNIくん 0 歳（♂）

チャオズくん

ヒマラヤン

7 歳（♂）

ペキニーズ

東京都中央区

麦次朗くん

3 歳（♂）

スコティッシュフォールド

ケントくん
ミックス

1 歳（♂）

福岡県北九州市

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

埼玉県春日部市

彩（こと）ちゃん
柴犬

1 歳（♀）

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！

大阪市城東区

ニコールちゃん

ウォーカーハウンド

5 歳（♀）

神奈川県鎌倉市

記載の
ホームページ
メールアドレスから
さい♪
お気軽に応募くだ

吉くん

ミックス

6 歳（♂）

大阪市東住吉区

なな子ちゃん 9 歳（♀）
ミックス

沖縄県島尻郡

埼玉県川越市
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