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波瑠

隔月発行

映画「弥生、
三月

-君を愛した３０年-」主演

好評連載

ギャラリー

暑くなる前に確認しておきたい
愛犬・
愛猫の

健康管理の
ポイント

特別企画

フードもグッズも続々♪
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春の新商品をCheck！

にゃん
わん カー
ウォー HP
公式

WEBで読める電子版も好評
3sp.walkerplus.com/wannyan/

@wannyanwalker

Cover Face インタビュー
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波瑠
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暑くなる前に確認しておきたい
愛犬・
愛猫の

健康管理の
ポイント

12 いなばペットフード

ラインアップ拡充で使い勝手もUP！
総合栄養食タイプの＂わんちゅ～る＂

2020年4・5月号

撮影＝田中智久
取材・文＝大西淳子
ヘアメイク＝岩根あやの
スタイリスト＝入江未悠
（Linx）
編集協力＝千葉由知
（ribelo visualworks）
撮影協力＝AWABEES
デザイン＝清水麻紀子

c o n t e n ts

13 日本ペットフード

混じりっけのないおいしさ！
ピュア素材のフード

14 ペットライン

毎日のご飯をスペシャルに
猫のひと口フルコース

15 ジェックス

GWのおでかけ中も安心！

体調管理をサポートする新型給水器「コパン」

16 ペティオ

今話題のキーワード
＂グレインフリー＂のおやつが登場!!

17 リッチェル

愛犬と外でたくさん遊ぼう♪
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特別企画

フードもグッズも続々♪

春の新商品をCheck!

22 かわいすぎるSNSのスター猫も登場

にゃんだふるギャラリー

24 デビフペット

デビフペットのわんゴハン カンタン健康レシピ
春の野菜炒め風

25 読者プレゼント

かわ
い

スペシャルプレゼント
い

い
犬 猫 っぱい

ゃん
わんに カー
ウォー HP
公式

発行

読者の皆さまの声にお応えして、
「わんにゃんWalker」
の公式ホームページでは、最新号をWEBにアップして
います。配布・設置場所も掲載していますので、ぜひ
アクセスしてください！

3sp.walkerplus.com/wannyan/

株式会社KADOKAWA
103・3238・8421
発行人 西澤元晴
編集人 盛田勉
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名様

波瑠さん
サイン入りポラロイド
インタビューはP4

トイプードルのマリーくんを抱っこして
遊んでくれた、波瑠さん直筆サイン入り
写真を1名様にプレゼント。※応募方法
はP25を参照のこと。

兼松株式会社
兼松株式会社 103・5440・9593
メディア担当 高野雅行
グローカルペットケア株式会社
ラブリー・ペット商事株式会社
株式会社森光商店

©KADOKAWA CORPORATION 2020
本誌の無断複製
（コピー、スキャン、デジタル化等）
並びに無断複製
物の譲渡及び配信は、著作権法上での例外を除き禁じられています。
また、本誌を代行業者などの第三者に依頼して複製する行為は、た
とえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。
本誌の価格表示はすべて税込み表記となります。

一匹一匹違うことを
意識して健康管理
しています

「弥生、三月 -君を愛した３０年-」
3/20㊗公開

Ⓒ2020｢弥生、三月｣製作委員会.

informa
t ion

遊川和彦が脚本・監督を手がける激動のラブス
弥生と太郎は高校で出会い、
トーリー。1986年3月、
互いにひかれ合うが、弥生は太郎に恋する親友・
サクラ（杉咲花）
を応援。しかし高校卒業前にサ
クラは病気で命を落としてしまう。気持ちを伝
えられないまま、別の道に進んでいく2人。それ
ぞれに夢をかなえ家庭も持つが、2人の人生は順
風満帆ではなく、やがてどん底に突き落とされ
る。
そんな時、
サクラが残したメッセージが届く。
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トイプ

ト
イプードルのマリーくんと
表紙を飾ってくれたのは、
匹飼っていま

「チワワやミックス犬など、実家
も合わせて犬を
す」という犬好きの波瑠さん。も
ちろん愛犬たちの健康管理には気
を配っているという。
「うちはいろんな子がいるので、
それぞれの子に合わせたフードを
選んでいます。サプリを与えてい
る子がいたり、療法食の子がいた
り。一匹一匹違うというのは意識
していますね。目やにや歯、毛並
みの状態もチェックしています」

なので、そこを履き違えないよう

が、ほかの人から見れば他人の犬

「私は犬を家族だと思っています

く、客観的な目線も持つ波瑠さん。

いんだ』と言っていただいて。こ

生は波瑠さんだし、それ以外はな

したら、『太郎は成田くんだし、弥

お断りするつもりで監督とお会い

自信がなかったんです。それで、

いくのも難しいことだと感じて、

とても純粋な人なのだと思います。

粋ですし、多分、遊川さん自身が

「太郎と弥生の愛情ってすごく純

ドの魅力は
「ピュアさ」
だと分析。

じていても苦しかったです」

思いがさらに苦しみを生んで、演

っすぐ愛する自分でいたいという

という不安と、それでも誰かをま

にしないといけないと思っていま

こまで望んでもらえる機会もそう

し、一人の役者で 年間を描いて

す。どこにでも連れて行くとか、

ないですし、こんなに熱意がある

ペットをただ溺愛するだけでな

家の外で人間と同じ権利を求めて

系）などの脚本を手がけた遊川和

「皆さん私のことを凛としている

のイメージと重なる。

から正直で潔い弥生を成立させる

くし、被災して夫も亡くす弥生の

じゃないかと思いますね」

太郎と弥生の人物像に出ているん

としてこうありたいと思うものが

そんななかで感じた遊川ワール

はいけないものだと感じています

きっと遊川さん自身が、自分も人

彦さんが脚本・監督を務めた作品

と思われるみたいですが、全然そ

い女性。その姿は確かに波瑠さん

弥生は自分の信念を貫く芯の強

ちになりました」

監督とやってみたいなという気持
そんな波瑠さんの主演映画が

ね」
「弥生、三月 君- を愛した３０年 」
。
「家政婦のミタ」（ 年日本テレビ

で、運命で結ばれた弥生
（波瑠）
と

んなことはないんですよ
（笑）
。だ
描く激動のラブストーリーだ。実

のは大変でした。 代で親友を亡

人生はすごくつらく感じます。私

P rofile

太郎
（成田凌）
の 年を 月だけで
は当初、監督からの出演オファー
を受けるか悩んだという。

が誰かを幸せにできるんだろうか

10
るなど、背負うものも大きいです

はる●1991年6月17日生まれ、東
京都出身。06年の女優デビュー
以来、多くのドラマや映画に出
演。主な主演作にドラマ「あさが
来た」
（15 ～ 16年NHK総合ほか）、
「サバイバル・ウエディング」
（18
年日本テレビ系）
、
「G線上のあな
たと私」
（19年TBS系）
、映画「オズ
ランド 笑顔の魔法おしえます」
（18年）など。日台共同制作の主
演ドラマ
「路～台湾エクスプレス
～」
（NHK総合）
が5月放送予定。

ルウ
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「弥生は物語の中で震災に被災す

撮影＝田中智久／取材・文＝大西淳子／ヘアメイク＝岩根あやの／スタイリスト＝入江未悠（Linx）／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）／撮影協力＝AWABEES
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確認し

愛犬・愛猫の
健康管理のポイント
愛犬や愛猫には、健康で長生きしてほしいと願うもの。そのために普段の暮らしの中で行う基本的な
健康管理のポイントについて、気温や湿度が上がって体調管理が難しくなる前に確認しておきましょう。
取材・文＝佐藤紀子／撮影＝松本順子／イラスト＝岡本倫幸

ペ
ットの疾患のきざしに気付

くには、普段からよく観察

したり、全身を触ってチェックす

ることが大切です。確認する基本

的なポイントは、犬も猫も同じ。

平常時の食事の様子や排泄の状況、

目や耳などの体の状態がわかれば、

ちょっとした変化にもすぐ気付く

ことができるからです。また、安

静に寝ている様子を動画に撮ると、

正常な呼吸の状態
（回数）
が把握で

きます。ちょっとおかしいかも…

と思った時に見比べられるので便

普段と違うことがあれば、すぐ

利です。

に、かかりつけ医を受診しましょ

う。ちなみに
〝すぐ〞
とは、気付い

たその日か、遅くとも翌日のうち

と捉えてください。

は…

教えてくれたの

毎日、頭から
しっぽの先まで、
しっかりチェックして。
平常時の様子を
動画で撮るのも
おすすめ！

弓削田直子さん
獣医師・博士
（獣医学）
Pet Clinic アニホス院長、
厚生労働省 薬事・食品
衛生審議会臨時委員、
TeamHOPE関東地区委員。

Pet Clinic アニホス
（一社）Team HOPE
全国の獣医師が中心となり、ペットに長く健康
で過ごしてもらうため、日ごろの健康管理と病
気の早期発見の重要性を発信している。
お近くのTeam HOPE賛同病院やウェルネスチェ
ックを実施している病院の検索はこちらから。
3teamhope-f.jp/

獣医師、動物看護師、動物美容師がチームワーク
を発揮して、地域の動物医療に貢献。ケアホーム
やペットホテルも併設、しつけ教室やリハビリテ
ーションも行っている。
i東京都板橋区南常盤台1-14-9 103・3958・9110
69：00 ～12：00、14：30～18：30
（㊏㊐㊗～16：30）
dなし e東武東上線ときわ台駅より徒歩6分
3www.anihos.com/
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言葉が話せないペットにとって
排泄物は健康の重要なバロメーター

排泄

毎日時間を決めてトイ
レの掃除を行うと、排
泄チェックができます。
一日にどのくらいの排
尿や排便があったか、
回数や量をおおまかで
よいのでつかんでおく
ことが大切です。

犬も猫も、正常な便は 〝細長いかりんと
う〞 状。排便に時間がかかったり、便全
体が細くなったり、固く丸まっているよ
うなら、排便トラブルがあるので医師に
相談を。また下痢は、嘔吐と同様に、何
らかの疾患の初期症状かもしれないので、
もし元気な様子だったとしても、できる
だけ早く受診しましょう。

朝起きた直後の尿は少し濃くて当たり
前。でも、一日中、オレンジがかった
ような濃い色だったり、逆に薄い色だ
ったりしたら要注意です。また、トイ
レに行く回数が多いのに排尿をした様
子がない、あるいは排尿量が少ないよ
うなら、排尿トラブルが疑われます。

猫の尿を自宅でチェックできるキット

ユニ・チャーム株式会社 ペットケアダイヤル 20120・810・539 ㊊～㊎
（祝日を除く）9：30～17：00
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と気にな
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る

ユニ・チャームペット
デオトイレおうちでおしっこチェック
キット ￥オープン価格

猫に対する健康志向の高まりにより、猫
のトイレで採尿できることを重視する飼
い主さんが増えているようです。ユニ・
チャームから発売されたのが、自宅で手
軽に尿の量や色、たんぱく量を確認で
きる猫専用の
「おしっこチェックキット」
。
専用スポイト付きなので、飼い主さんが
苦労していた採尿が簡単にでき、そのま
ま動物病院に持ち込むこともできます。

編集部から

ケア
グッズ

愛犬&愛猫の適正体重を維持、

食事・水

食事も飲水も適量を知っておく
毎日水を交換する時間を決め
ると、約24時間でどのくらい
飲んだかを把握することがで
きます。厳密に計量する必要
はありませんが、おおまかな
量をつかんでおくと、体調の
変化に気付きやすくなります。

食事で大切なのは、適正体形
を維持できるように心がける
こと。その目安になるのがボ
ディコンディションスコア
です。下図を参考に真横
（BCS）
と真上からの見た目と、触り
心地で確認しておきましょう。
太りすぎ、やせすぎの場合は
かかりつけ医に相談して、適
正体形が維持できるようにし
てください。

水をたくさん飲むほうが、疾病を
疑う必要があります。一日あたり、
猫なら体重 1㎏あたり40～50㏄以
上、犬なら90～100㏄以上飲むよ
うなら、多飲と判断できます。

下痢も軟便もなく、毎日同じペー
スで排泄でき、食べるペースが安
定していて、体形に変動がないな
ら、それが食事の適正量といえま
す。ガツガツ食べる子もいれば、
遊び食べみたいにする子もいます
が、食べ方は個性の一つと捉えて
大丈夫でしょう。疾病を持ってい
たり、体調を崩している場合は食
事の内容や量などについて、かか
りつけ医に相談してください。

食事と同時に飲水量も大切で
す。飲水量が少ないのではと
心配する人もいますが、個別
に適量があります。健康体な
ら、きれいな水を常に用意し、
飲みやすい環境を作った上で
飲まないなら、それ以上は必
要としていないと判断してよ
いでしょう。

ボディコンディションスコア
（BCS）
と体形
肋骨（ろっこつ）
、腰椎（ようつ
い）
、骨盤がよく見え、触って
も脂肪がわからない。腰のくび
れと腹部のつり上がりが大きい。

肋骨に容易に触れ、上から見る
と腰のくびれがよくわかり、腹
部のつり上がりもはっきり。

過剰な脂肪がなく、肋骨に触る
ことができる。上からは肋骨の
後ろに腰のくびれが、横からは
腹部のつり上がりが見られる。

脂肪は多いが肋骨には触ること
ができる。上から見て腰のくび
れはあまりないが、横からは腹
部がややつり上がって見える。

脂肪におおわれ肋骨には容易に
触れず、腰椎や尾根部にも脂肪
がある。腰のくびれはほとんど
なく、腹部のつり上がりはない
か、下がっている。

BCS4

BCS5

犬

BCS1

BCS2

やせ

やややせ

肋骨、腰椎、骨盤がよく見え、
首が細く、上からは腰がくびれ
て見える。横から見た腹部のつ
り上がりが大きく、脇腹のひだ
には脂肪がない。

肋骨には容易に触ることができ
る。上から見ると腰のくびれは
少なく、横から見た腹部のつり
上がりはわずか。

BCS3

やや肥満

理想的

肥満

猫
肋骨には触れるが見ることはで
きない。上から見ると肋骨の後
ろに腰のくびれがわずかにある。
横から見ると腹部がつり上がり、
脇腹にひだがある。

肋骨の上に脂肪があるが触るこ
とができる。横から見た腹部の
つり上がりはやや丸く脇腹がく
ぼむ。脇腹のひだは脂肪で垂れ
下がり、歩くと揺れる。

脂肪におおわれ、肋骨や背骨に
はなかなか触れない。腹部のつ
り上がりは丸く、腰のくびれは
ほとんど見られない。脇腹のひ
だが目立ち、
歩くと盛んに揺れる。

（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30年より）
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最も変化に気付きやすいのが目。
耳は自宅では外耳を清潔に保てばOK。
口は小さいころから触らせる習慣づけを。

耳のお手入れは、基本的には外側の汚
れだけ取ってあげればOK。汚れたも
のを外に出すターンオーバーの機能が
あるからです。もし、頭を振ったり耳
をかいたりする時は、耳の中がかゆい
というサイン。耳の中に触れたりせず
にすぐに受診してください。

目・耳・口

目は顔の中心にあるので、
変化に気付きやすい場所で
す。目がぱっちり開いてい
るか、適度な涙の量がある
か、毎日顔を合わせて確認
しましょう。犬や猫にもド
ライアイはあります。

猫の場合はまばたきが多く
て半目になったり、犬の場
合は人間が太陽を見た時の
ようにまぶしそうにするの
は、目に痛みがある時です。
犬も猫も短頭種の場合は白
目の部分が充血していない
かも確認を。

歯肉炎などは口を開
かないと発見しにく
いもの。小さいころ
から歯磨きの練習も
含めて、口に触るこ
とに慣れさせること
が必要です。

犬の場合、口臭がしたり、歯肉炎な
どがある場合、必要に応じて歯石の
処置を行い、口の中を一度きれいに
リセットすると安心です。
猫の場合は歯石を取っても口の中の
状態がよくなるとは限りません。ま
た歯磨きも難しい子が多いでしょう。
その場合、口の中の環境をよくする
ため、歯磨きジェルのようなもの
（動物病院で処方が可能）
があるので、
かかりつけ医に相談してください。

目やにの量と形状もチ
ェック。少し赤黒かっ
たり半透明なものが、
多少ついているだけな
ら問題ありませんが、
黄色い目やには要注意。
すぐに受診しましょう。
固いフードを食べにくそうにしていたり、
柔らかいフードを好むようになった場合は、
口の中に問題を抱えているかもしれません。
元気はあるのに体重が落ちてきたり、食事
に時間がかかったり、口臭がするという時
も、医師の診断を仰ぎましょう。

ペットライン株式会社 お客様相談室 20120-572-285
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ひとこと

フード

シニア猫オーナーのニ
ーズに応えた、腎臓の
健康維持を目指すフー
ド。リン・ナトリウム
を調整し、食物繊維
（セ
ルロース）とフラクト
オリゴ糖配合で便通に
も配慮されています。
メディファス
〈アドバンス〉
腎臓の健康維持
￥1,900

と気にな
ょっ

る

年齢や健康状態に合わせたフード選び

ち

編集部から

シニア犬オーナーの声から生まれたウェットフード。老齢期
や手術後などの愛犬の健康維持と、使いやすさに配慮した介
護期用のフードです。
メディコート
〈ライフアシスト〉
ウェット ￥各190

犬も猫も長生きになって、高齢化が
進んでいます。よりいっそう体の状
態に合わせたフード選びが大切にな
ります。飼い主さんの声を反映した
フードもいろいろ誕生しています。

毎日、 全身をやさしく触って
変化がないかをチェック

もし、皮膚炎のようなもの
を発見したら、そのまま病
院へ。シャンプーなどでき
れいにしてしまうと、疾患
の本質がつかみにくくなっ
てしまうことがあります。

皮膚

毎日、頭のてっぺんから指先、しっぽ
の先まで、しっかり触って見てあげま
しょう。体に何かできていないか、昨
日と変わっているところはないか、し
っかりチェックを。もし、皮膚が盛り
上がっていたり、リンパ節にしこりを
感じた時は、決してもんだりせず、す
ぐかかりつけ医を受診してください。

猫には特に季節性の皮膚疾患は少な
いのですが、犬は春から夏にかけて
皮膚炎や感染症が増える傾向があり
ます。また、犬も人間と同様に花粉
や草木などに対するアレルギー性皮
膚炎がよくみられます。散歩の時に
症状が強くなるなら注意が必要です。

編集部から

TOPIX

定期的に
健康診断を受けましょう

と気にな
ょっ

る

犬や猫にとって怖いのが、フィ
ラリア、ノミ、マダニです。
フィラリアは蚊が媒介する感染
症で、犬の場合、咳が出たり運動
量が低下したりします。慢性化す
ると心臓病などにつながり、急性
症を引き起こすこともあります。
猫も 頭に1 頭ほどの割合でフィ
ラリアに感染しているという報告
があります。猫は少数の寄生であ
っても命に関わる重篤な症状に陥
ることが多く、呼吸困難を呈して
突然死する場合があります。
ノミやマダニは皮膚に寄生しま
すが、犬や猫だけでなく人間にも
影響があります。特にマダニは、
人が重症熱性血小板減少症候群
という感染症を引き起
（SFTS ）

フィラリア、マダニ、ノミの
予防をしましょう。

ち

ひとこと

健康診断

10

こした事例が報告されており、十
分な注意が必要です。犬や猫にマ
ダニが寄生すると、皮膚炎や貧血
を起こします。さらにマダニの吸
血により致死的な寄生虫やウィル
スなどの感染症を発症し、人や犬
猫の生命を脅かす危険性もありま
す。ぜひ、かかりつけの獣医師に
予防薬の相談をしてください。
また、万が一、マダニに寄生さ
れた場合、マダニは目視できるの
で取ってあげたくなりますが、無
理に取るとダニの口が残り皮膚炎
の原因になることがあるばかりで
なく人へのSFTS 感染症のリス
クもあるので、獣医師に任せまし
ょう。

愛犬や愛猫の健康は、毎日の
自宅チェックが肝心。そのう
えで、定期的に獣医師による
健康診断を受けることも大切
です。丁寧に全身の触診をし
て異常がないかを診断、耳の
中など、自宅では見ることが
できない部分もしっかり診察
してもらえます。食事や排泄、
行動などについてもアドバイ
スをしてもらいましょう。

10

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ チキンミックス味
20本入り
（14g×20本）

20本入り

栄養素を配
合
要な
必
ペットフードと水だ
けで指定された成長
段階における健康を
維持できるような栄
養素的にバランスの
とれた製品のこと。

ちゅ～る 総合栄養食
バラエティ 20本入り
（14g×20本）

硬いものが食べられ
なくなったシニア犬
にぴったりの液状ウ
ェットフード。食欲
がないわんちゃんに
もおすすめです。

プ拡充で
ッ
ア
ン
ライ
もUP！
使い勝手

総合栄養食タイプの犬用「ちゅ～る」。
ニューアイテムの登場で、
どんどん使いやすくなっています！

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ バラエティ 40本入り
（14g×40本）

昨秋発売され、
「ちゅ〜るがた

くさんあげられる」とわんちゃん

オーナーさんの間で大好評の犬

40

用
「ちゅ〜る」
の総合栄養食タイプ。

20

ベースとなる4 本入り・8 本入り

に加え、新たに 本入り・ 本入

りの大容量アイテムもお目見えし、

さらに便利になりました。まとめ

買いできてとっても便利で、食い

しん坊なわんちゃんにたくさんあ

げたい時など、フードの与え方の

より与えやすく便利になった

幅も広がります。

〝ワンちゅ〜る〞
で、しっかり栄養

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ
（14g×4本）

を与えつつ、愛犬と上手にコミュ

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ
緑黄色野菜入り
（14g×4本）

ニケーションをとりましょう。

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ
ツナ入り
（14g×4本）

ちゅ～る 総合栄養食
とりささみ
さつまいも入り
（14g×4本）

もおすす
め
犬に
老

総合栄養食タイプの
〝ワンちゅ～る〞

ちゅ～る 総合栄養食
バラエティ 40本入り
（14g×40本）

40本入り

総合栄養食タイプ
って？

4本入り・犬種別もラインアップ
犬種別ちゅ～る
総合栄養食
柴犬用
（14g×4本）

犬種別ちゅ～る
総合栄養食
ミニチュアダックス
フンド用
（14g×4本）

も

3分CM ！
中

公開

「ちゅ～るちゅ～る」でおなじみのCMのフル
バージョンが1月末からWEB限定で公開中。
3番まで歌詞があり、約3分間にわたるあの
CMソングの全貌は下記のQRコードから。
ここから
アクセス

犬種別ちゅ～る
総合栄養食
チワワ用
（14g×4本）

犬種別ちゅ～る
総合栄養食
トイプードル用
（14g×4本）

お問い合わせ／いなばペットフード株式会社 10120・178・390 3www.inaba-petfood.co.jp/ 取材・文＝越智龍二
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混じりっけのない
おいしさ！

ピュア素材のフード
本物素材、ピュアなおいしさにとことん
こだわったフードで、愛犬の健康と長生きをサポート！

Point

1

混じりっけのない
ピュアなおいしさ

国産鶏肉･野菜ブレンド
（300g/700g）

国産小魚･野菜ブレンド
（300g/700g）

厳選チーズ･野菜ブレンド
（300g/700g）

低脂肪
国産鶏肉･野菜ブレンド
（300g/700g）

Point

Point

3

2

環境にもピュア
ナチュラルカラ
ーのパッケージ
には、ボタニカ
ルインクを使用。
植物由来成分を
含むインクを使うことで、CO2の
排出削減に貢献しています。

おいしさと健康を支える 3 つのピュア

1

ピュア素材

素材本来のおいしさをその
ままに、栄養も損なわれな
いフリーズドライ製法など
を採用した、本物トッピン
グ。うまみのある国産鶏肉、
クリーミーでコク深い厳選
チーズ、エアードライ
（熱
風乾燥）
の国産小魚など。

2

ピュアドライ

うまみたっぷりの国産鶏肉
と8 種類の野菜を、おいし
いバランスで風味よく仕上
げたドライ粒。グルコサミ
ン&コンドロイチンや、お
なかの健康を保つオリゴ糖
も配合。必要な栄養を一度
にとれて、健康をサポート。
DE L I C I O

PI

P

13

TO

詳細は
コチラ

NG

！

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

US

3

ピュアオイル

おいしさと健康を目指す新
しいエッセンスとして加え
ているのが、オメガ9脂肪
酸であるオレイン酸を豊富
に含んだ「オリーブピュア
オイル」
。クセがなく、素
材のうまみや風味をさらに
おいしく引き立てます。
HE

!

ALTHY

自分たちの食事だけでなく、大

切な家族の一員である愛犬の食事

に対しても、ナチュラル志向への

関心が高まっています。「毎日食べ

るものだから、混じりっけのない

おいしさをあげたい」
、そんな飼

い主さんのピュアな思いに応えて、

着色料･香料･保存料無添加の国

産素材にこだわった、
「コンボ ド

ッグ ピュア」
が新登場！

体にやさしいだけでなく食いつ

きも抜群なので、大切な愛犬の毎

日の食事にぜひ。

コンボ ドッグ ピュア

毎日のご飯をスペシャルに

猫のひと口フルコース

お魚とお肉味のカリカリに、多彩な厳選素材をトッピング。
ひと口でフルコースのような味わいを楽しめる特別なフードが登場！

選べる

ストーリー動画
公開中

かつお節＆チキン味とチーズ味
ビッツ添え（180g×4袋）

4＆5入り

3

3＆4入り

4

5

チーズ味ビ
ッ
節と
お

え
添
ツ

チキン味ビ
ッ
節と
お

え
添
ツ

え
添
ツ

各

ほたて味ビ
ッ
節と
お

かつ

2

と小えび
お節
添
つ
え
か

かつお節＆ほたて味とチキン味
ビッツ添え（180g×4袋）

かつ

2＆3入り

かつ

1

節としらす添
つお
え
か

4 つのフルコース

かつお節と小えび＆ほたて味
ビッツ添え（180g×4袋）

1＆3入り

一日の仕事を終えて帰宅すると、

サクサク食感がたまらない、濃
厚なうまみが凝縮したビッツ

〝ルナ 〞

かつお節としらす&ほたて味
（180g×4袋）
ビッツ添え

大好きな愛猫が待っている。おい

ほたて味ビッツ
チキン味ビッツ
チーズ味ビッツ

しそうに食べてくれる姿を見たい

元気な毎日のた
めにビタミンや
ミネラルをバラ
ンスよく配合

から、今夜はとっておきのごちそ

健康で美しい瞳
のために、猫の
必須アミノ酸〝タ
ウリン〞配合

うをあげましょう。輝く月が目を

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

素材のおいしさをそのまま堪能
できる、しらすや小えび入り

ひくパッケージの
〝ルナ〞
は、お魚

Point

機能

とお肉味のカリカリに、香り立つ

しらす 小えび

かつお節をはじめとする、さまざ

産地から厳選した、香り際立つ
かつお節が全種類にトッピング

まなこだわり素材をトッピングし

香り立つかつお節

一度に多彩な味わいを楽しめる

を…

たグルメフード。

menu

から、まるで猫のひと口フルコー

ひと
時

＂トッピング
＂ルナ

ス♪ めくるめくおいしさで、と

し
い

びきりの食事タイムを過ごして。

お

い

2 種のアソート入り
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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GWのおでかけ

中も安心！

飲水量

30%

ＵＰ

体調管理をサポートする
新型給水器「コパン」
人気のフィルター式給水器「ピュアクリスタル」から、
わんちゃんやねこちゃんはもちろん、飼い主さんに
うれしい改良を施したニューアイテムが登場！

GW 中のおでかけ時、ペットの

気代が安い点も変わりません。

お手入れ簡単、フィルター代& 電

飲みやすいお皿タイプなので、

体調管理が気になる飼い主さんも

初めて使うペットでも安心して利

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

多いのでは？ 今春お目見えした

ピュアクリスタル コパン
猫用 ベージュ

ＵＰ

新型給水器
「コパン」
は、外出時も

水を舌ですくい上げるわんちゃん、水を
なめるねこちゃんの飲み方に対応。わん
ちゃん用もねこちゃん用も水が流れる場
所とたまる場所があり、どちらでも飲め
るため、お皿でしか飲んだことがないペ
ットでも安心できます。

20%

用できるのもポイントです。

飲水量

ペットが安心・安全に新鮮な水を

もし愛犬、愛猫に合わず、水を飲ん
でくれなかった場合は、商品代金を
全額返金するキャンペーンも行われ
ています
（購入期
間：4/1㊌～ 6/30
㊋ 申し込み締
。詳
切：7/31㊎）
しくは右記のQR
コードから。

飲めるように改良された新商品。

旧作の利用者から届いた
「水が飛

び散る」「ペットのおなかにやさし

「流れる&たまる」2 パターンで
初めて使うペットにも安心

15

い軟水を飲ませたい」などの声に

イオニック
（イオン交換樹脂）
で、水道水
のマグネシウムやカルシウムを除去し、
ペットのおなかにやさしい軟水に変換す
る軟水化フィルターを標準装備。加えて
抗菌活性炭の配合で菌の繁殖を抑え、カ
ルキ臭も吸着してくれます。

ピュアクリスタル コパン
犬用 スモークブルー

対応して開発されました。もちろ

返金キャンペーンも
実施中！

軟水化フィルターで
下部尿路の健康維持に！

●本体サイズ
20.7×22.5×13.5㎝
●定格消費電力
2.4W
（50Hz）
、2.0W
（60Hz）
●定格水量
950㎖
●電気代
約43円
（50Hz）
、約36円
（60Hz）※1kWh＝25円の
場合
（1か月連続使用時）

んたっぷりの水をポンプで循環さ

「ペットが水を飲む際に水が飛び散る」
問
題点を解決するため、飲み口の周囲をお
おうカバーを追加して、水の飛び散りを
ガード。食べカスや被毛、ホコリなどを
キャッチするフィルターや、掃除が簡単
なシンプル設計は継続して採用。

せた新鮮な水が与えられ、飲水量

水が飛び散らない
新型フォルム

が増えるため、ペットの体調管理

3

をサポートできる特性はそのまま。

「コパン」の
おすすめ

今話

近ごろ、ペットへの健康意識が

高まってきており、注目が集まっ

ト！
サポー
健康を

ているのが
〝グレインフリー〞
のペ

「元来犬や猫は肉食であり、穀物
を消化する機能に長けていない」
という考え方を基に、原材料に穀
物を使用しないペットフードが作
られたと言われている。

ットフード。元来肉食である犬や

「グレインフリー」
とは？

猫 の 生 態 を 考 慮 し た、 グ レ イ ン

穀物のこと。狭義には、小麦や米、
トウモロコシなど、イネ科作物の
種子を指す。広義には、大豆など
マメ科作物や他科の作物の種子ま
でも含むとされている。

（穀物）
を使用していないフードは、

穀物アレルギーを持つ愛犬・愛猫

にも安心という声も多く聞かれま

す。毎日の主食だけではなく、食

生活のトータルケアに役立つグレ

インフリーの
〝おやつ〞
が、人気商

品
「ミーティ」「ビスケット」「ガム」

好みや与えるシチュエーション

になって新登場！

でおやつのタイプを選べるのも魅

力。ペットとの楽しいおやつタイ

ムで絆を深めて、健康もサポート

してあげてください。

「グレイン」
とは？

題のキーワード

〝グレインフリー〞 の
おやつが登場！
！
ニーズが高まるグレインフリーフードに、
バラエティ豊かなおやつがデビュー。
健康サポート&アレルギーケアにもおすすめ！

3 つのタイプ からチョイス

グ レインフリ ー

ガム

グ レインフリ ー

ビスケット

おいしさ長持ち、 ヤギミルク入り

野菜が主役のサクサク食感

ロングセラー商品
「ササミ巻き」
に、グレ
インフリーが登場。栄養価が高く濃厚な
味わいのヤギミルク入りガムに、低脂肪
のササミを100％使用。やさしい噛み応
えで、硬いものが苦手な愛犬にも最適。

小麦粉を使用せず、野菜を主役にしたグ
レインフリーのビスケット。食物繊維や
ビタミンC･Eが豊富なさつまいも、ビタ
ミンたっぷりのかぼちゃ、βカロテン豊
富なにんじんなど、野菜の風味と栄養を
ギュッと閉じ込めて焼き上げており、保
存料･着色料も不使用だから安心。

ササミ巻き ガム
グレインフリー
さつまいも

贅沢野菜のビスケット
グレインフリー

アレルギ
ーをケア
！
グ レインフリ ー

ミーティ

しっとり、 ホロッと生食感おやつ
添加物を使用せず、ササミやカツオなど
生の素材を贅沢に使用した、食いつき抜
群のおやつ。柔らかな食感で食べやすく、
パピーやシニアにもぴったり。液状では
ないので、手を汚さずに与えやすいのも
うれしい。さらに糖質ゼロ・穀物不使
用で、ペットの健康に配慮。

ミーティ
グレインフリー ササミ

デンタル
ケアも！

ヤギミルク風味
スティックガム
グレインフリー

トリプルフロスガム
グレインフリー
チキン風味

キャットミーティ
グレインフリー カツオ
かぼちゃ

にんじん

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
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愛犬と外でたくさん遊ぼう♪
暖かくなり外遊びが楽しいシーズン。愛犬とのコミュニケーションが
深まる「ナーフドッグ」のおもちゃをご紹介します。

犬用玩具「ナーフドッグ」が
待望の日本初上陸！

機能性とデザイン性に定評があ

る犬用おもちゃブランド
「ナーフ

本初上陸を果たしました。

ドッグ」が、3 月下旬に待望の日

そのラインアップは、ガンタイ

プのおもちゃ
「ストライクシュ

ーター」をはじめ、愛犬と 楽し

くコミュニケーションがとれるも

のばかりです。公園での外遊びや

おでかけ先での水場、夕方以降の

お散歩など、遊ぶシーンはいろい

ろ。飼い主さんも愛犬もワクワク

感が高まるおもちゃで、楽しい時

間を過ごしましょう。

サッカークランチ
ボール2.5i

好みの音で
もっと楽しく

噛むとカシャカシャ音
が鳴り、愛犬が夢中に
なること間違いなし。

ブレイド
フライヤー 9i

んと伸ばす
飛距離をぐー
シューター

中心の球体を噛むとキ
ュッキュッと音がして、
追いかけるのが楽しく
なります。

ワクワク！
光の刺激で

エアストライク25i

ストライクシューター 12i

ボールを約10m飛ばせて〝取って
こい遊び〞ができるガンタイプ。
ボール3個付きです。

先端にボールをはめて
遠投できるおもちゃ。
フリーハンドでボール
を拾って投げられます。

ライトバーベル7i
振るなどの衝撃で光
るおもちゃ。バーベ
ル形で噛みやすいの
も魅力です。

ライトボール2.5i

夕方以降、お散歩中の〝
取ってこい遊び〞 にぴ
ったり。衝撃を与える
と光ります。

海や川での
び〞に
〝取ってこい遊

その他
ップも
ラインア
充実

水に浮くのはもちろ
ん、引っ張り合いっこ
もできるリング形です。

ウォーターシャーク7i

製品の詳しい情報はこちら リッチェル

ペット

検索

3www.richell.co.jp/
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ウォーター
フライヤー 9i

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

水に浮き、噛むとキュッキ
ュッと音が鳴ります。好奇
心をそそるシャーク形です。

話題

の

グレインフリーが

登場
！
メディコート
〈グレインフリー〉

愛犬のさまざまなニーズに応え続け
る国産プレミアムフード「メディコ
ート」
から、
待望の
〈グレインフリー〉
がお目見え！ 原材料として穀類を
使用せず、動物性たんぱく質を第一
原材料にした高たんぱく設計です
（※）
。愛犬の栄養バランスに徹底的
にこだわると共に、おいしさあふれ
る 2 種のテイストを用意。
ペットライン株式会社
20120･572･285
（お客様相談室）
1歳から チキンテイスト

1歳から フィッシュテイスト

※メディコート〈腸内フローラケア〉成犬用比約120%

Food

～
しそ
い
お

待望の機能性フードから、
柔らかタイプのグルメフ
ードまで、愛犬の旺盛な
食欲と飼い主さんのニー
ズを満足させるラインア
ップがずらり！

に夢中♥
フ
ー
りビ
切
角

ズも

ッ
グ
も
ド
フー 続々♪

コンボ ドッグ やわらかソフト

春の新商品を

Check!

●その他のラインアップ/角切りビーフ・小魚
野菜ブレンド、低脂肪 角切りささみ・ビーフ 野
菜ブレンド、11歳以上 角切りささみ・ビーフ 野
菜ブレンド

新年度を迎えて、ペット業界でも春の新商品が
そろい踏み！ 各メーカーが自信を持って
おすすめする、厳選アイテムの魅力を
一挙ご紹介。愛犬・愛猫にぴったりの
逸品が、きっと見つかるはず♪

室内飼育のペットライフをクリーン
で清潔に保つ、技ありアイテムがお
目見え。わんこが夢中になって遊べ
る新シリーズ玩具も要チェック！

玩具

気になる
ワン

※インテージSRI ドッグドライ 1㎏以下 15年11月～ 19年10月累計販売金額

タイヤ

Goods

日本ペットフード株式会社 103･6711･3601
（お客様相談センター）

津々
興味 も
に
うち ♪
い
欲し

魅力の
タフさが

取材・文＝田山容子

角切りビーフ・ささみ
野菜ブレンド

ドッグドライフードNo.1 ブランド
（※）
の
「コ
に、半生タイプが新登場！ ビ
ンボ ドッグ」
タミンや食物繊維が豊富な 8 種の野菜をブ
レンドした柔らか粒は、おいしさも栄養も
満点です。さらに、霜降り状に仕上げた角
切りビーフや厳選ささみ粒など、お肉もた
っぷりトッピングされ、食い付き抜群♪

トンカ タイヤロープ
アメリカで人気のミニカーブランドから派生し
た犬向け玩具
「トンカ」
シリーズが日本デビュー。
リアルタイヤ素材のタフでハードなアイテムは、
犬の噛む本能を満たしながら遊べて大興奮間違
いなし！ 引っ張り合いっこ用の
「タイヤロープ」
ほか、フードを中に入れられるバーベルやボー
ルなど豊富にラインアップ。
株式会社リッチェル 1076･478･2957
（お客様相談室）
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大人気おやつの

クローバースタイル
素材の旨味 鶏肉

新フレーバー

お肉は食品用鶏肉の生肉のみを贅
沢に使用し、素材の旨味がギュッ
と詰まった半生タイプ。超小粒で
柔らかく、やさしい噛み応えなの
で、小型犬やシニアにもぴったり
です。愛犬に必要な栄養成分もバ
ランスよく配合された総合栄養食
で、ワンランク上のおいしさと健
康をサポートします。
●その他のラインアップ：シニア犬用
デビフペット株式会社
103･3941･4171

まぐろ 緑黄色野菜入り

成犬用

おい
しいヒ
ミツは

まぐろ

！
半生にあり
時間が
の
飯
ご
楽しみ！

ちゅ～る 食物アレルギーに配慮
愛犬用ちゅ～る
「食物アレルギーに配慮」
に、グレ
インフリータイプの新フレーバーが登場！ アレ
ルゲンになりにくいといわれているまぐろを使用
し、穀物は不使用。免疫力の維持に役立つ乳酸菌
やβ-グルカンも配合され、楽しいおやつタイム
で愛犬の健康をサポートします。
いなばペットフード株式会社 10120･178･390

尿を吸収す

ると

崩れる猫砂

!?

おいを

のに
トイレ

臭！
消
解
分

デオケア 消臭ペール

木粉が主原料の猫砂は、瞬間的な消
と、木
臭効果がある消臭剤「デオンD」
本来の消臭力で排泄物のにおいをし
っかりキャッチ。猫砂自体が尿を吸
収して崩れ落ちるから、トイレシー
トいらずで経済的です。猫砂は、排
泄物と一緒にトイレに流したり、可
燃ゴミとして処理してもOKなので、
お手入れもラクチン！
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ら
ないか
におわ
ニャー
い
し
れ
う

ル

ク

株式会社ペティオ 20120･133･035

ジェックス株式会社 1072･966･0054

※写真は犬用

！と入れ
て
イッ
ポ

け

ペティオ猫システムトイレセット
トイレに流せる猫砂
デオンDサンド入

使用済みのシートやおむつ、猫砂を
消臭してくれるトイレペールが、犬
用・猫用それぞれ登場。まずは付属
の消臭袋で、気になる悪臭を分解消
臭。さらに、フタが二重構造になっ
たペールにポイッと入れてクルッと
回せば、完全密閉され、におい漏れ
をブロックしてくれます。室内飼い
でも、心地よい清潔空間をキープ♪

だ
ッ！
と回 す

artist

編集部より
ひと言

sanchelove
猫の合同写真&物販展
「ねこ休み展 春 2020」
開催日
開催中～ 4/12㊐
20年初開催となる春の「ね 詳しい情報は
こちら
こ休み展」
は、
＂イースター＂
▼
をテーマにした作品や春を
感じる作品など250点以上
が大集結。動画コーナーや
会場限定グッズも登場する。

イベントにぴったりな

見慣れないカラフルなイースターの飾り
にキョトンとするうらら。撮影をしたあ
と、卵を1つ盗んでいきました
（笑）
。

最高の一枚。いつもと
違う光景に戸惑いつつ
も、カメラ目線でいい
表情をしていますね

r
alke ！
W
した
にゃん
わん が選びま
部
編集

r会場内を撮影してSNSに上げると 5 周年記念
ステッカーをプレゼント
（なくなり次第終了）
gTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA
i愛知県名古屋市中区新栄1-17-12
611：00 ～ 18：00
d㊊㊋
7入場料￥600 ※3歳以下無料
e地下鉄東山線新栄町駅 2 出口より徒歩 7分
主催：株式会社BACON

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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artist :

Riepoyonn

ネズミイロのネコとバニラ

お気に入りのカゴでラブラブしている双子の

ウサギさんになってイースターエッグを探し

アメリ&カヌレと、中に隠れるそら兄ちゃん。

に行ってきます！ ゆで卵大好きボク！

編集部より
ひと言

artist :

アメカヌちゃんはいつも仲良しで
すね♪ お兄ちゃんはマイペース!?

瀬戸にゃんちさ

編集部より
ひと言

artist :

かわいい帽子、よくお似合いです。
たくさん見つかるといいですね♪

牧野直樹

外でお花見もいいですが、サクラの花みたい

床にゴロンと横になるふーちゃん。
「ぜったい

な猫の肉球を眺めるのもいいものですよ。

にうごかへんで～。おれはねるんやで～」
。

では肉球のマスキン
編集部より 『ねこ休み展』
ひと言

編集部より
ひと言

グテープも販売されています
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artist :

気に入った場所ではどこでもスヤ
スヤと眠っちゃうそうです
（笑）

デビフ

ペット

春の野菜炒め風

の
ゴハン

健康
Vol.45
カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄など、
さまざまな種類のミネラルが含まれているスナップ
エンドウを使ったレシピです。基本的にミネラルは、
たんぱく質、脂質、炭水化物の3大栄養素の機能を
サポートしてくれる大切な成分。犬の体調を整える
だけではなく、骨や歯など体の組織を構成する働き
も。トッピング食材としても取り入れましょう！

約158 kcal
除く
※ドライフードを

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください

・かつお白身 白米入り………………………1缶
※小型犬の場合は1/2缶
・キャベツ…………………………………約20g
・スナップエンドウ………………………約20g
・ニンジン…………………………………約20g
・シメジ……………………………………約20g
・オリーブオイル…………………………約3g
・ドライフード…………………………… 適宜
※スナップエンドウは必ず火を通し、食べやすいように小さく切って
与えましょう。またアレルギーがあるかも確認してください。

使用アイテムは

かつお白身 白米入り
▶代謝エネルギー 70kcal/100g

肉が苦手なわんちゃんに
ぴったりの魚をベースに
した150g缶。カツオの白
身を食べ応えのある大き
めのフレークに仕上げ、
白米をプラス。たんぱく
質やDHA・EPAなどが含ま
れています。

フライパンにオリーブオイルを入れ
て火にかけたら、ニンジンを入れて
さっと炒め、スナップエンドウ、シ
メジ、キャベツの順に入れて、全体
がしんなりするまで炒めて火を止め
ます。

スナップエンドウは筋を取り、斜め
に切ります。ニンジンは皮をむいて
千切りにし、キャベツとシメジも食
べやすい大きさに切ります。

をお皿に盛り付けて、かつお白身
白米入りを上にのせたら、ドライフ
ードも加えて完成です。

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。

pick デビフ初の半生タイプの
up
総合栄養食が新登場
素材のうまみが詰まった半生タ
イプの総合栄養食「クローバース
タイル 素材の旨味」
が満を持し
て登場。食品用鶏肉の生肉のみ
を使用し、小型犬でも食べやす
い超小粒仕立て&便利な50gの小
分けパックになっているのが特
徴です。健康維持をサポートす
る植物性乳酸菌 K71を約 300億
個（100gあたり）
、オメガ 3 脂肪
酸を含むDHA・EPAなども配合。

クローバースタイル
素材の旨味
鶏肉 成犬用

クローバースタイル
素材の旨味
鶏肉 シニア犬用

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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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。
いなばペットフード

いなば ちゅ～る 総合栄養食 とりささみ ツナ入り、
いなば Pureちゅ～る とりささみ＆緑黄色野菜、
いなば ちゅ～る まぐろ

3種セットを

30
名様

内容量：各14ｇ×4本

Meaty ササミ（10本入り）、 贅沢野菜のビスケット

（さつまいも）、 ヤギミルク風味 スティックガム

●10120・178・390 3www.inaba-petfood.co.jp

●20120・133・035 3www.petio.com

10

内容量：700ｇ（350ｇ×2袋）
詳細はP13

5
名様

まるで生のようなやわらか
食感&完全無添加のMeatyな
ど、犬用のおやつ3種をセ
ットにして5名様にプレゼ
ント！ すべて穀物不使用
のグレインフリー。

日本ペットフード

3種セットで

詳細はP16

犬用おやつ「いなば ちゅ
～る」の新商品をプレゼン
ト。総合栄養食タイプ1種に、
食物アレルギーに配慮した
グレインフリーの新商品2
種をセットにして30名様に。

コンボ ドッグ ピュア 国産鶏肉・野菜ブレンド

ペティオ

ナーフドッグ ストライクシューター 12i
詳細はP17

リッチェル

36
名様

名様

着色料・香料・保存料無添加
で、
＂混じりっけのないピュ
アなおいしさ＂ にこだわっ
た新商品。国産鶏肉のうま
みと8種の野菜が入った新
商品を10名様に！
●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

ペットライン

〈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

4種セットで

8

内容量：各180ｇ×4袋
詳細はP14

名様

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、しらす
や小えび、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。

ボールをガンガン飛ばして愛犬と＂取ってこい＂遊び
ができるガンタイプ。飛距離が約10ｍあるので、わ
んちゃんも大喜び必至の玩具を36名様にプレゼント。
※使用対象年齢14歳以上

●20120・572・285 3www.petline.co.jp

●1076・478・2957 3www.richell.co.jp

ジェックス

ÖSOTOキャリートラベラー Jr.ホワイト・Tallブラック、
デオケア消臭ペール犬用・猫用

背負ったり、スーツケースに
取り付けたり4つの使い方が
できる丈夫&安心なリュック
2種を各2名様に。使用済みシ
ーツや猫砂のイヤなにおいの
モレをブロックするダストボ
ックスを犬用猫用各4名様に。

4種を

12

全

名様

クローバースタイル 素材の旨味 鶏肉
成犬用、シニア犬用
内容量：各200（
ｇ 50ｇ×4袋）
詳細はP24

デビフペット
2個セットで

12

各

名様

お肉は食品用鶏肉の生肉のみ
を使った半生タイプの総合栄
養食。超小粒タイプ、小分け
パックの新商品を、成犬用と
シニア犬用それぞれ2個セッ
トにして各12名様に。
●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp

ペットアイジージー個包装タイプ 犬用・猫用
生後3 ヵ月～高齢期まで

内容量：60（
ｇ 4ｇ×15）

兼松ウェルネス

10
名様

母乳が子犬や子猫の免疫を
高めることに着目して作ら
れた機能性ミルク。食事に
振りかけたり、水に溶いて
与えることで健康をサポー
ト！ 動物病院専用品。
●1072・966・0054 3www.gex-fp.co.jp
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応募
方法

ホームページよりご応募ください

3sp.walkerplus.com/wannyan/

●103・3669・6110 3www.s-milk.com

締め切り●2020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

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。

アリスちゃん

ミックス

1歳（♀）

ミルクちゃん 5歳（♀）
柴犬

ミックス

埼玉県さいたま市

しまくん
ミックス

埼玉県鶴ヶ島市

れた

募してく

モデル応

0歳（♂）

メラちゃん 0歳（♀）
サクくん 0歳（♂）

わんちゃん＆
ねこちゃん
セレクション

愛媛県西予市

つくねちゃん
ボストンテリア

0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！

千葉県鎌ヶ谷市

メルちゃん
ミックス

1歳（♀）

埼玉県鴻巣市

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

みみちゃん 1歳（♀）
アメリカンショートヘア

長野県上田市

沖縄県那覇市

ロイくん 1歳（♂）
ビジューちゃん 0歳（♀）
ヨークシャーテリア

東京都台東区
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