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ドル玲奈さん。小学生のころから

猫をリクエストしてくれたトリン

め、撮影用のモデル猫も白

実家で白猫を飼っているた

とても小さくて真っ白な子だった

ちゃって、自宅の前で保護した子。

時うちで飼っていた猫についてき

にお願いしたんです。ユキは、当

を見て、私と妹が飼いたいと両親

子で、片耳の先端が切り取られて

キジトラの猫は公園で保護された

「以前飼っていたきじぽんという

譲り受けた子だそう。

れてきた猫たちは、すべて保護や

こんなふうに、これまで迎え入

ご
ずっと猫を飼っている愛猫家だけ

んですけど、すごく汚れていて行

のリアルな思いを聞かせてくれた

に、
たいくんともすぐに仲良しに！

に思っていましたが、きじぽん自

いたんです。それを見るといつも

体はとても人懐っこくて元気な子

玲奈さん。最後に、今号で特集し

『ああ、きじぽん…』
とかわいそう

飼うことにしたんです。臆病な子

ているペットの災害対策について

き場がなさそうだったので、この

ですし、あのまま外にいたら危険

で。怖い記憶があったかもしれな

まま放置しても…と思い、うちで

ことが好きだし、すごく楽しそう

いけど、うちで楽しそうに暮らし

ね。マイペースだし、気持ちいい
に生きている感じなのが勉強にな

だったかもしれませんね」

に甘えてこなかったり。男の子だ

にベッタリなのに、母がいると私

ですよ。母がいないところでは私

ど、普段はそれを全然見せないん

緒に楽しく過ごすことで、こちら

とにはすごく喜びを感じます。一

ていない子をうちに迎えられるこ

なって、まだすむところが決まっ

たならいいなと思います。里親に

ていたので、それを忘れられてい

りしたケージを準備しようと思っ

同行できるように、さらにしっか

ケージはあるのですが、避難所に

べきですよね。ユキ用の大きめの

「非常時の対策は事前にしておく

の考えも聞いてみた。

（♂）
はすごい甘えん坊なんですけ

猫との暮らしが始まったきっか

からそういう面があるのかな？」

はやっておきたいです」

トックしておくなど、できること

ています。フードや水も多めにス
ペットの里親制度には近年関心

もたくさん癒されますから」
が高まっているが、当事者として

けは、あるご縁。
親さんを探しているというチラシ

「初めて飼った猫は、カフェで里

-

たいールド（2歳♂）
フォ
ッシュ
ィ
テ
スコ

とりんどるれいな●1992 年 1月23日
生まれ、オーストリア出身。09年に
モデルとしてデビュー。バラエティ
番組などにも活動範囲を広げ人気を
集める。また、ドラマ
「黒の女教師」
（12年TBS系）
で女優デビューし、
「いつ
かティファニーで朝食を」
（15年日本テ
レビ系）
でドラマ初主演。近作に「ラ
ンチ合コン探偵～恋とグルメと謎解
きと～」
（20年日本テレビ系）など。

ver 2Fac
C #7
ります
（笑）
。うちの白猫のユキ

「猫って癒し効果がすごいですよ

奈
玲
ル
ド
ン
リ
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猫の里親に
なれることに
喜びを感じます

最新情報は公式インスタグラムでチェック：@toritori0123

□家や仕事場、学校などのある場所の
ハザードマップを確認している。
□自分と家族、周囲の人たち、
そしてペットのことを同じく大切に
考えることができる。

で
□ローリングストック方式
（P9参照）
非常用食料や水を常備している。

□適切なしつけが
できている。

共助

たのは…

教えてくれ

そしてペットを守るために重要な
のは、飼い主が無事でなければな
らないということ。だから、災害
時は人命が最優先です。加えて普
段の暮らしでも、災害時にも力を
発揮する
〝飼い主力〞
も重要だと思
います。
避難所にペットを受け入れても
らうのは、容易ではありません。

本は、災害大国ともいわれ
が優先になり、そのハードルはさ

避難所は新型コロナウイルス対策

特に今は、もし災害が起これば、
ます。大規模な地震が想定
らに高くなる可能性があります。

度の避難で済むと判断したら、ペ

ですから、短期の場合、中長期の

ットは安全な場所にある動物病院

されていますし、ここ数年は毎年

地震のように予測しにくいもの
やペットホテルなどに預けて、人

のように豪雨による災害が起こっ

もあれば、豪雨のように天気予報

場合のそれぞれについて、預け先

などで事前にある程度予測がつく

間だけ避難所に行くという方法も

を探しておくことも重要です。例

ものもあります。また地震では避

や土砂災害にまでいたらなければ、

かかります。まずは
「自助」
、そし

となりますし、開始までに時間も

る
「公助」
がありますが、人が優先

災害に際しては、行政などによ

考えられます。

一時的な避難で済むことも。この

て
「共助」
で乗り切る準備と覚悟が

機転がきき、
行動力もあった
飼い主さん
年、伊豆大島で台風被害があ
った時、島外避難についてはペッ
トを東京都と東京都獣医師会でお
預かりしました。台風が去ったの
で預かったペットをお返ししよう
と、竹芝桟橋に行った時のこと。

飼

ように状況によって、対策の仕方

行政や獣医師会
などの支援

が少し違う部分もありますが、大

公助

大切だと思います。

のですが、豪雨の場合、堤防決壊

難生活が中長期になることが多い

ています。私たち一人一人が危機

日

平井潤子さん
公益社団法人東京都獣医師
会事務局長。同法人が発行
する
「ペット防災BOOK」
を担
当。人と動物の防災を考え
る市民ネットワークNPO法
人ANICE代表。

管理を心がけなくてはいけない時

アップしましょう。

えば豪雨の時、数時間から1 日程

〝防災力〞と〝飼い主力〞を

代だと言えるでしょう。

人とペットを守るため、
切なのは一人一人の
〝防災力〞
です。

近隣住民の
協力
自分自身の
備え

1

キャリーケースに入れた2 匹の
犬を連れた男性がいました。話を
聞くと、小さい子供がいるので避
難時に犬がいては大変だろうと考
え、親戚の人に預かってもらうた
め、伊豆大島から調布空港に飛ぶ
飛行機に犬を乗せたというのです。
「台風が去ったので、家族で迎え
に行ってきました」とのこと。実

13

取材・文＝佐藤紀子 撮影＝松本順子 イラスト＝岡本倫幸 写真協力＝いもこ

自助

さんが目にし
平井 い 主 力 た

ました。

に判断力に優れ、行動力のある人
だなと感激し、とても素晴らしい
飼い主力の持ち主でもあると思い

Topics

る

6
7

□ペットを終生にわたって面倒見るという
覚悟ができている。

ペットの災害対策
□災害の内容や規模に合わせて、
どう行動するかを考え、
家族で共有している。
□近隣の人と、ペットを
飼っていることについて
互いに情報を共有している。

もしもに備える
□もしもに備え、家族間の
連絡方法などを話し合い、
内容を書いたカードを
作っている。
□必要なワクチン接種やノミ・ダニ対策
などを行っている。

近年、大規模地震の発生が危惧されると共に、豪雨による浸水害や土砂災害なども増えています。
災害が起きれば、ペットと共に避難することが必要になる場合もあります。
今回は事前準備や避難先での心がけなどについて考えていきましょう。

「 共 助 」で人とペットを
と
助」
守
「自
まずは

例えば…
例えば…

□家具の転倒防止対策、窓ガラスなどの
飛散防止対策ができている。
□ペットの健康をチェックしている。

防災力
飼い主力

A

食料と水は
ローリングストックをする

持ち出し品には食料や水、衛生用品などがあげられま

災害による避難状況や直前察知の違いと飼い主がすべきこと

地震

風水害
土砂崩れ
堤防決壊

すが、人とペットの食料と水は、常に一定量を備蓄し
ておきます。目安は、最低1か月分です。自宅避難に
備えるのはもちろん、避難先に持っていくこともでき
ます。ただ、ずっとしまったままでは消費期限が来て
しまうので、消費期限をチェックしながら、定期的に
消費して買い足す、
「ローリングストック方式」で備蓄
するのが賢い方法です。

C

預け先を探す

避難所でペットを同伴できない場合や同伴できる設定
になっていても状況によっては同伴できなくなる可能
性に備えて、動物病院、ペットホテル、知人や親戚の
家など、預け先の候補を複数用意しておきましょう。
動物病院やペットホテルは、料金や預かる場合の条件
やケア内容を確認しておきます。また知人や親戚の場
合は、前もってペットの世話などについてよく話し、
預ける際にはペット用品も十分に渡しましょう。

避難は比較的中長期

避難は比較的短期

直前の察知は難しい

直前に察知できる

□ハザードマップを見直す
□家の中の安全点検

□家族間の連絡方法等の確認
□ペットの預け先の確保 C

□持ち出し品の準備と点検 A
□避難場所の確認 B

□迷子対策 D

□避難先を選定する
□家族で連絡を取る
□持ち出し用品を

など

□ペットの預け先を
手配する
（同行避難しない場合）

準備する

B

避難場所を確認し、
連絡方法などのカードを作る

□自分たちの滞在場所と
ペットの滞在場所を確認
□ペットの管理
（トイレの管理、鳴き声や
抜け毛などにも注意）
□飼い主同士で協力し合う

災害の内容や状況により避難した方がよい場所は変わ
ります。それぞれ、ペットと同行避難ができるかどう
かも確認しておく必要があります。また、避難所が被
災することもあるので、複数の避難先や避難の仕方、
家族間の連絡方法について話し合っておくことが重要
です。いざという時には気が動転して思い出せなくな
ることもあるので、1枚のカードにまとめておきまし

19

飼

10

19

台風19号時、
共助で乗り切った
飼い主さんたち

直前に

すること

避難

したら

は
在した場所
ペットが滞
除を
きれいに掃

さんが目にし
平井 い 主 力 た
2

できること

短期であれ中長期であれ、ペッ
トが滞在した場所は、退所時、飼
い主みんなできれいに掃除をしま
しょう。家のことも気になるでし
ょうから、いったん家に帰ってか
ら再集合すればよいと思います。
帰宅前に施設の管理者に伝え、ほ
かの人にもわかるようにその旨を
書いて張り出すとよいでしょう。
単に水拭きをして終わりではな
く、例えば適切な濃度の次亜塩素
酸水で掃除をし、可能であれば換
気もしましょう。そして、どのよ
うな清掃を行ったのかをきちんと
報告すると施設側も安心します。
こうした対処をすることで、も
し次に災害が起きた時でも、施設
側がペットを安心して受け入れて
くれることにつながります。ペッ
トを飼っている者としての社会的
な責任と言えるでしょう。

年 月、台風 号の襲来時、
東京都内ではいくつもの自主避難
所が開設されました。そのうちの
一つのペットを連れた人が多く集
まった避難所で、飼い主さんたち
は共同して、施設の管理者に雨や
風がしのげる自転車置き場をペッ
トと自分たちの居場所に使わせて
ほしいとお願いしたのです。施設
の中は空調が効いていますが、自
転車置き場は蒸し暑く、決して居
心地はよくありません。それでも、
一緒にいられる方がペットも自分
たちも安心であり、ほかの人にも
迷惑をかけずに済むという判断で
した。
滞在が中長期になる避難所では

人と動物のすみ分けをすることが

ありますが、台風や豪雨などの時
は短い滞在になるので、合理的な

方法だと思います。

Topics

事前に

※避難所に避難する場合の例です。自宅避難、テント避難、ペ
ットは自宅に置いて通って世話をするなど、人とペットの避難
方法はいろいろあります。

ょう。非常時でも携帯率の高いスマートフォンで撮影
しておくことをおすすめします。

9

台風
豪雨

8

種類豊富な犬用おやつの中で、

何をあげたらいいのか迷う飼い主

さんも多いのでは？ おいしさは

もちろん、健康面も大切だし、使

い勝手のよさも気になりますよね。

そんなニーズに応えて誕生したの

3

機能別のラインアップが

いっぱい♥

つの幸せ
Po

ことがあります。また、避難所などから脱走す
ることも考えられます。そこで、大切なのが迷
子対策。もしもに備えて、迷子札を着けるか、
マイクロチップを装着しておきましょう。また、
捜索のためには迷子ポスターが役立ちますが、
被災してから作るのは大変なので、平時に作っ
ておくことをおすすめします。何枚か作って持
ち出し品の中に入れたり、スマートフォンで撮
影して保存しておくとよいでしょう。毎年、避
難用品のチェックと共にポスター作りを防災恒
例行事にしてはいかがでしょうか。

～

in

2

迷子ポスターの 例

カリカリ粒が

抜群のおいしさ♥

食べ慣れたドライフードが、おやつに変
身！ カリカリ食感に、愛犬の大好きなチ
ーズと旨みパウダーをＷコーティングして、
とびきりのおいしさを実現しました。
※粒の画像は
「関節の健康維持」

カリ
関節の健康維持
●N-アセチルグルコサミン 配合
●コンドロイチン 配合

歯の健康と口臭ケア
●グロビゲンPG 配合
●歯磨き粒

カ
食感 リ

おなかの健康維持
●マンナンオリゴ糖 配合
●乳酸菌 配合
●活性菌 配合

栄養面も
安心！

子犬の健康維持
●成長期犬用総合栄養食
●β-グルカン 配合
●DHA 配合

全身がわかるもの、
顔のアップのほか、
特徴的な部分もあれば、
入れると
よいでしょう。

使い切りにベストな超小分け♥

16種の
豆知識も
記載♪
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

名前は
「いもこ」です！

柴犬
6歳・女の子
全身茶系で
顔やおなかは白です。
避妊手術済み
迷子時は、赤い首輪を
していました。

尻尾が太っちょで
丸まっています！

oin

3

犬

を捜しています！

飼い主と一緒の
写真があると
保護されて
引き取る時の
飼い主の証明に
なります。

しあわせ♥

10粒以下が
ちょうどいい♪

11

写真は、

t

P

シニア犬の健康維持
●コエンザイムQ10 配合
●グルコサミン 配合
●コンドロイチン 配合

おいしい
ヒミツは…

迷子対策をしよう

災害時、ペットは驚いて家から走り出てしまう

t

1

D

愛犬とのおやつタイムをもっと幸せにしてくれる、
こだわりおやつが新登場！ とびきりのおいしさと
健康、そして一緒に過ごす幸せな時間を、
大好きなわんこにプレゼントしよう♪

ボ プレゼント ドッグ 』

in

楽しく♪

ヘルスケアできる
犬 用 お や つ が新登場！

t

Po

が
「コンボ プレゼント ドッグ」
。

『歯の健康と口臭ケア』や
『関節の

健康維持』など全5種類のヘルス

ケアに配慮し、さらに総合栄養食

の基準も満たしたおやつです。う

まみたっぷりの
〝カリカリ〞
タイプ

だから、食いつきも抜群！ かわ

いいパッケージの小分け包装で、

いつでもフレッシュ& 与えすぎ防

止にも役立ちます。犬友さんへの

プレゼントにもおすすめですよ。

～『 コ
ン

！
おいしく

迷子になった時間帯や
場所の情報を
入れましょう。
準備段階では
空欄にしておきます。

顔は富士額に
見えます！

ひと目でわかる
特徴を
目立つように
書きましょう

○月△日○時ごろ、△□○の近くで逃げ出してしまいました。
見かけた方、保護してくださっている方、
どんな情報でもいいので教えてください！

連絡先

○山○子

000・0000・0000
10

コンパクトで
便利な機能が満載！

留守番中の

愛犬のお悩みに多い、食物アレ

ルギー。皮膚トラブルの増える夏

場は特に気になりますよね。アレ

！
！

ルギーかな？と思ったら、獣医さ

♪
にゃー

愛犬にアレルゲンカッ
トを与えてから、口周
りの吹き出物や抜け毛
がなくなりました！

2 種の原材料でお
いしいフードを作
るのは、簡単ではあり
ません。何度も試作･
検証を繰り返し、通常
のフード開発の倍の期
間を経てついに……。

んに診てもらうのが一番ですが、

上下
左右 約10
広範 約3 0°
、
囲を 60°
の
見渡
せる

ユーザ
ーさんの
声

完成

生後10か月で鶏アレルギ
ーが判明。いろいろ試し
た結果、アレルゲンカッ
トが一番合っていたよう
で、よく食べてくれます。

毎日あげているフードを見直すの

〇〇ちゃ
ーん！

も一考です。そんな飼い主さんの

マイク＆スピーカーを内蔵し、双方向
で通話が可能。外出先からペットの名
前を呼びかけてカメラに注意を向けさ
せたり、鳴き声を聞いたりできます。

悩みにいち早く着目したのが、メ

双方向で通話できる

14

ディコート
〈アレルゲンカット〉
。

声をかけたり・聞いたり

発売から早 年、食物アレルギー

上下
（垂直）
方向に約100°
、左右
（水
平）方向に約360°の範囲を撮影で
きます。また、動きを検出した方
向へカメラが自動的に追尾します。

対応の代表的なフードとしてライ

首振り＆自動追尾

ンアップを増やしながら、多くの

カメラが上下左右に

食物アレルギーの主な原因
は、食べ物に含まれるたん
ぱく質。
〈アレルゲンカット〉
は、ドッグフードによく使
用されている牛肉・乳製品・
小麦・鶏卵・鶏肉などを徹底
カット。低リスクの「魚」&
「お米」
、
「魚」&「えんどう豆
蛋白」
のみで、おいしく食べ
られるように工夫して作ら
れています。

愛犬家たちに愛され続けてきまし

ーショ
双方向でコミュニケ
ょう。
を充実させまし
し
ら
暮
の
と
ト
ペッ

メディコート
〈アレルゲンカット〉とは？

た。アレルゲンになりやすいたん

るカメラで、
ンを取りながら見守

「

食物アレルギーに配慮した国産のプレミアムフード。多くのユーザーさんに愛され続ける秘密に迫ります。
ぱく源を徹底的にカットした、商

ペットを
見守るカメラが
新登場

愛犬の健康を食から支える
ンカット」の魅力を徹底解剖
ゲ
ル
レ
！
ア
品のスゴさと誕生秘話をご紹介！

一人暮らしや共働き世帯が増え

るなか、ペットを自宅に残して外

出する機会が多くなっています。

外出中や仕事中、ペットの様子が

気になるという飼い主さんは多い

のではないでしょうか？

そんな留守番中のペットをスマ

ホから確認できる見守りカメラが

コンパクトなサイズで、インテ

新登場しました。

リアを邪魔しないシンプルなデザ

インです。カメラの可動域が広く、

動くものを自動で追跡するのでペ

ットの姿を見逃しません。また、

マイク＆スピーカー内蔵で、双方

向で音声を伝えることも可能。

機能満載の見守りカメラで、ペ

ットとの暮らしをもっと楽しみま

しょう。

発売から14年！

開 発ス
トーリー

アレルゲンになり
にくい「魚」と「お
米」を使って作ること
に。原材料を2種に限
定した国産プレミアム
フードは、画期的であ
り挑戦でした。

『食物アレルギーで悩
む飼い主さんのために、
誰でもどこでも買えるフー
という思いか
ドを作ろう!!』
ら、研究・開発がスタート。

暗い部屋もおまかせ。

ナイトビジョン機能

動画のチェックも

スマホでらくらく操作

室内が暗くなると、自動的に暗
視モードにスイッチするナイト
ビジョン機能付き。夜間でもペ
ットの様子を確認できます。

スマホにアプリをダウンロード
＆アカウント登録。大きな音や
動きを検出した時にはスマホに
通知が届き、手軽な操作で動画
を確認することができます。

魚&えんどう豆蛋白

魚&お米

ココがスゴイ
たんぱく源を2 種に限定
たんぱく源はアレルゲンになりにく
い
「魚とお米」
「魚とえんどう豆蛋白」
のみを使用。

お魚好きはもちろん、
わんこの食いつき抜群！
おいしさにも配慮し、
「食べ残しがな
くなった」
「喜んで食べてくれる」と
いう声も多数！

食物アレルギーじゃなくても
健康維持におすすめ

見守りカメラ

「LOOK」
13

外出先の飼い主さんと留守番中のペットをつなぐ見守りカ
。録画機能を搭載しているので、ペットのいろ
メラ「LOOK」
んな様子を楽しむこともできます。フルHDで約14日間の
動画を保存できます※。
●サイズ/φ6.4×9.6H
（cm）
、本体重量/約170g

お問い合わせ／株式会社リッチェル 3www.richell.co.jp/ 取材・文＝酒井牧子

※128GBのmicroSDカードご利用の場合

主原料の魚には、DHA･EPAが豊富。
愛犬の皮膚の健康や美しい毛づやの
維持をサポート。
製品の説明を
動画で見ることが
できます。

プ

ラインアッ

プ 1歳から 成犬用／ 7歳から 高齢犬用

ラインアッ

リッチェル ペット

検索

詳細は
ら
コチラか

離乳～ 1 歳まで 子いぬ用／ 1歳か
ら 成犬用／ 7 歳から 高齢犬用／ 11歳から 老齢犬用
／低脂肪ライトタイプ
（1歳から 成犬用、7歳から 高
齢犬用）／大粒
（1歳から 成犬用、
7歳から 高齢犬用）

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

12

「ドライフードにかけたら、いつ

もよりおいしそうに食べていた」

変化をつけやすい」「簡単に出せて

「食欲が落ちた時、普段の食事に

お問い合わせ／ライオン株式会社 20120・556・581
（お客様センター） 3www.lion-pet.jp/ 取材・文＝越智龍二

便利。トッピングに使いたい！」
。

みがくチャンスを逃さず、
指にはめたら即座にみが
くことができる指型ウェ
ットタイプの歯みがきシ
ートが新登場。指にフィ
ットするので初心者でも PETKISS 指サック
使いやすく、とれた汚れ 歯みがきシート
が見えるのもポイント。 アップルの香り

実際に使った飼い主さんのクチコ

PETKISS 指サック
歯みがきシート
無香料

ミが軒並み高評価の
「シーザー ®ト

くなる
使 いた
り
よ
イント
つ のポ

5

1

PETKISS
歯みがきシート
アップルの香り

お助け

POINT

おやつ握りみがきもおすすめ
手におやつを握って〝ちら見せ〞
したあと、待てをさせた状態で
歯みがきを開始。上手にできた
らおやつをあげましょう。

ラインアップも豊富♪

指にはめたら
すぐにみがける
便利アイテムも登場！

ッピング」
。絵や文字を描いたり、

ドライフードの上にかけるだけで、いつ
もの食事がより贅沢なものになる簡単&
便利なウエットフード。厳選素材にこだ
わり、おいしさがぎゅっと詰まった濃厚
クリームは、ドライフードと混ぜやすく、
よく絡めれば最後までおいしく食べられ
ます。1 回使い切り12gのスティック各 3
本入り。16本入りの大容量タイプもあり。

お口まわりやお口の中に触れるようにな
ったら、次のステップ
「歯みがきシート」
に移行します。シートを巻き付けた指で
ペットの歯や歯ぐきを前歯の方から順番
に優しくみがいてあげましょう。シート
に好みの味のジェル
をのせてみるのもお
すすめです。

PETKISS ネコちゃんの
歯みがきおやつ
まぐろ味 プチ

NEW

ユニークなトッピングを施して楽

PETKISS つぶつぶチッ
プで歯のケア ササミ
スティック 野菜入り

しんでいる人も多いようです。

1回使い切り&混ぜやすい
おいしさが詰まった濃厚クリーム

「シーザー® トッピング」
あじわいチキン味

15

ング用ウエットフードは、いつも

®

PETKISS
歯みがきシート
無香料

ペットが好きな味の
ジェルを指に付けて
なめさせると、触り
やすくなります。

「シーザー ®
」
ブランド初のトッピ

嫌がらず触らせてくれたらおやつをあげて、た
っぷりほめてあげることを繰り返しましょう。

のドライフードにかけるだけで、

ごほうびおやつ&ほめてあげる

歯みがきジェルを
使ってみよう

PETKISS
歯みがきジェル
リーフの香り

る
飯
な
ご
が
の
く
よ
も
り
し
おい
いつ
ー トッピング
ザ
ー
シ
」
「

慣れてきたら
歯みがきシートに挑戦
嫌がらなければ歯ぐ
きに沿って奥歯の方
へ指を入れてみる

よりリッチな味わいになるだけじ

POINT

ゃありません！ 同量のドライフ

お助け

ードに比べてカロリーは約1 ／4

PETKISS
歯みがきジェル
チキン風味

で、夏場の水分補給にもぴったり

最初は優しく顔や
口まわりをタッチ

簡単& 機能的なワンランク上の

慣れてきたら唇
をめくって歯や
歯ぐきに触れる

使い切り！

「シーザー ® 」ブランドから登場したトッピング用ウエットフードで、食事の時間をよりおいしく楽しく♪
ドライフードにかけるだけの簡単ひと手間で、愛犬の笑顔は2倍増し？

まずはお口まわりを触るトレーニングから！
いきなり歯みがきを始めるので
はなく、普段の触れ合いの中で
何気なくペットのお口まわりを
触る回数を増やしていきましょ
う。ペットがリラックスしてい
る時や眠そうにしている時など
がチャンス。少しでも嫌がった
ら中止して、無理せず気長に続
けることが大切です。

お手軽！

と機能面でも高ポイント。

愛犬、愛猫が嫌がるからという

理由で、あきらめてしまった飼い

主さんも多い、ペットの歯みがき。

ただ、そのまま放置すると、かわ

いいペットの歯が汚れてしまった

り、口臭がキツくなり、ペットも

飼い主さんも困ったことになるの

は明らかです。そうならないため

25日

にも、歯垢を落とすためのペット

約

の歯みがきを今すぐ始めてみませ

1週間

んか？

約

おすすめは、まずはお口まわり

3 ～ 5日

を触るトレーニングから始めて、

約

人間

猫

慣れてきたら歯みがきシートへと

犬

移行する方法。徐々に慣らしてい

歯垢が歯石になるまでの日数

くステップアップ式で、大切なペ

ットのお口の健康を守りましょう。

※WSAVA Global Dental Guidelines
（ホームページ閲覧日：2020年5月28日）

リッチなご飯なら、かわいいわん

愛するペットとずっと一緒にいるために、重要なのが歯みが
き。嫌がるわんちゃん、ねこちゃんがかわいそうだからと一
度は断念した人も、大切な家族のために再チャレンジを！

ちゃんと過ごすおうち時間がより

わんちゃん、ねこちゃんは唾
液がアルカリ性のため、人と
比べて歯垢が歯石になりやす
い特徴があります。そのため、
多くのわんちゃん、ねこちゃ
んは口腔に何らかの健康課題
を抱えているとされます。

ペットの歯みがき
簡 単 ステップアップ術

楽しくなること間違いなしです。

の70％に
の80％、猫
犬
の
※
で
！
ま
2歳
課題 が発生
お口の健康

！
ないで
め
ら
あき

食欲が
アップする
濃厚クリーム

2

ドライフードに
混ぜやすい

食事

3

ウエット
フードなので
低カロリー
※同重量のドライ
フードと比べて

とろ旨
ビーフ味

時 間 をよ

り 楽 しく♪

4

1回使い切り
タイプで
便利

5

夏場の
水分補給にも
ぴったり

チキン&
野菜味
14歳からの
チキン&
野菜味

うまみ
鶏レバー味

ビーフ&
チーズ味

お問い合わせ／マース ジャパン 10800・800・5874
（お客様相談室） 3www.cesar-club.com 取材・文＝越智龍二

14

人気の犬用「ちゅ～る」に、総合栄養食タイプの「ちゅ～る
ごはん」が仲間入り。ウェットフードながらバランスよく
栄養もとれるので、夏バテ対策にもおすすめです。

1

犬も人間と同じように、腸内環

境のよしあしが健康に大きく関わ

っています。腸内には、多種多様

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

な
「善玉菌」
が存在し、乳酸菌で腸

わんちゃんの好きな、ササミとチーズ、ササミと野菜
と生き
を組み合わせたおやつ。ナノ型乳酸菌
（KH-2株）
たまま腸まで届く乳酸菌の2つ乳酸菌が10本に約400億
個入り！ シニア犬にも食べやすい柔らか仕上げ。

穀物アレルギーのわんちゃんに配慮し
て、原材料にグレイン
（穀物）
は不使用。
静岡の自社工場で製造しています。

おなじみの
「ちゅ～るちゅ～る♪」
のCMに合わせて踊る
「ちゅ～るダ
ンス」
が、子供を中
心に大人気。HP、
YouTubeの公式チャ
ンネルにて動画を
公開中！

内の善玉菌を増やすことで、健康

おなかにうれしい

穀物不使用の
グレインフリー仕立て

ち時間に踊ろう！ちゅ～るダンス
おう

や免疫力の維持につながると言わ

ヨーグルボーロ（120g）

れています。そこでおすすめなの

スティックタイプ（100g）

が、乳酸菌が入ったおやつ。ゼリ

とりささみ

ーやボーロ、スティックタイプの

いちごヨーグルト、青りんごヨーグルト、バナナ
ヨーグルトのMIXタイプだから、毎日楽しめる♪
1カップたったの約11kcalなのもうれしいポイント。

乳酸菌のちから

ササミとチーズ（170g）
生きたまま腸まで届く乳酸菌とオリ
ゴ糖配合のスティックタイプのおや
つ。わんちゃんの大好きなササミと
ミルク入りで食いつき抜群！
とりささみ&チーズ

17

選べるおいしさ♥

ものなど、バリエーション豊富に

食欲がないわんちゃんや硬いものが食
べられなくなったシニア犬にもぴった
り。そのまま食べるほか、ドライフー
ドにかけるのもおすすめです。

NEW

3

冷蔵庫で冷やせばつるんと食べやすいゼリー、冷
凍庫で凍らせればシャリシャリ食感のシャーベッ
トになり、暑さ対策にもお役立ち！

そろっているので、その日の調子

とりささみ&
ビーフ・緑黄色野菜

冷やしてゼリー、 凍らせてシャーベット

愛犬の健康はおなかから！ 暑さ厳しいこの季節、
おやつで手軽に乳酸菌をチャージして体調を維持しよう。
や好みに合わせて選ぶのも楽しい

3

ウェットフードなので
夏もシニアも食べやすい

2

乳酸菌入りおやつ
♪ 毎日のおやつタイムで、おい

2

必要な栄養素をバランスよく調整した
主食タイプ。グルコサミンやコラーゲ
ンなど、関節、骨、お腹、皮膚の健康
にも配慮した素材もプラス！

特許製法でナノ化したナノ型乳酸菌（KH-2株）が、
1カップあたり約60億個も！ さらに骨や歯の健康
にカルシウム、乳酸菌の元気のもととなるオリゴ
糖も配合。

しく手軽に愛犬の健康をサポート

1

ナノ型乳酸菌が約60億個入り！

お
！
い
ト
しく
ー
食べ
ポ
て健 康 サ

しましょう。

「ちゅ～るごはん」が人気のワケ
健康にも配慮した
総合栄養食タイプ

ャーベッ
ト
てシ
せ

♪
ト
コ
イ
イ
な
ん
こ

「ちゅ～るごはん」
で夏バテ知らず♪

凍ら

ゼリータイプ MIX（16g×20個）

も！
に

蒸し暑く、食欲が落ちぎみな夏

にぴったりなのが、今春の発売か

ら人気上昇中の
「ちゅ〜るごはん」
。

猫用でもおなじみのチューブ状ウ

ェットフードながら、こちらはお

やつではなく、愛犬に必要な栄養

素をバランスよく配合した総合栄

養食になっています。加えて、原

材料にグレイン
（穀物）
を使用して

いないグレインフリー仕立てと、

わんちゃんの体をとことん気遣っ

た安心仕様もうれしいポイント。

愛犬がいつものドライフードを

食べてくれない、夏バテかな、と

思ったら、一度試してみては？

ウェットフードの
総合栄養食

乳酸菌のちから

ササミと野菜（170g）

口溶けのよいボーロは、10粒に約20
億個のナノ型乳酸菌
（KH-2株）
を配合。
体にうれしい砂糖約50％オフ（自社
「極上のたまごを使ったボーロ」
比）

とりささみ&緑黄色野菜

大容量、BIGサイズも
ラインアップ

ちゅ～るごはん とりささみバ
ラエティ 20本入りなどの大容
量タイプが4種、ちゅ～るごは
んBIG とりささみ&ビーフなど
1本が27gのBIGサイズ5種など
もあります。

夏の暑さに
乳酸菌パワー！

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＝さくら
（♀ミニチュアダックスフンド）
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ひとくちササミ香るチップス
プレーン
（55g）

大切な家族
だからこそ与えたい

鶏レバーチップス
（60g）

「無添加良品」
1997年の発売以来、ペットの健康を気遣う飼い主さ

んに支持され続けている「無添加良品」シリーズ。添
加物を使用しない〝安心&安全さ〞が信頼の証しです。
愛するわんちゃん、ねこちゃん

と触れ合う時間に不可欠なおやつ。

ペットが喜ぶ姿を見ると、どうし

て も 多 く あ げ が ち で す よ ね？ そ

れだけに少しでも体にいいものを

4つのPOINT

1 〝気になる添加物〞は一切不使用
2 ペットフードでいち早く無添加に着目
3 素材ごとに分類したわかりやすさ
4 猫用もそろい、 バラエティ豊富！

ものがきっとある
♪
欲しい
大 充 実 のラインアップ
ひと手間加えた
お菓子

選びたいものです。「無添加良品」

「無添加良品」
の

国産鶏の赤もも肉巻き
（9本）

は、保存料・着色料・発色剤・酸化

国産鶏のむね肉薄づくり
（40g）

防止剤は一切不使用。「
〝気になる

国産鶏の白むね肉巻き
（9本）

もの〞
は使わない、加えない」
ポリ

シーで、ペットフードとしてはい

ち早く無添加に着目して開発され

ました。おいしさはもちろん、素

材ごとに分類されたわかりやすさ

国産鶏のささみ
しっとり細切り
（140g）

も ポ イ ン ト！ 大 切 な 家 族 と い つ

国産鶏のむね肉ほぐれる
スティック
（120g）

までも一緒にいるためにも、進ん

で与えたい安心なシリーズです。

お肉の旨みを
味わう

素材のおいしさを
楽しむ
オーラルケア
ガム

8種の国産野菜
Mixボーロ
（50g）
牛アキレス
（200g） さつまいもチップス
（80g）

国産素材にこだわった
プレミアムフード

こちら

チューイングコラーゲン
ロープ
（10本）

体にやさしいガム
くるくるスティック
（120g）

も 大切 な 家族 に与 え たい ！

注目アイテム

さや

「紗」

博多地どり
13歳から用
六穀とササミ入り
（100g）

九州産のはかた地どりを
使い、歯応え&きめ細か
な肉質が楽しめる犬用フ
ード。国産牛の正肉を使
用したタイプも。

博多地どり
六穀と緑黄色野菜入り
（100g）

スティック
プレーン
（100g）

水分たっぷり& 超厚手！

「ウエット
シャンプータオル」
乾きにくくて破れに
くい超厚手で使い勝
手抜群のメッシュシ
ート。写真の小型犬
用のほか、中型・大
型・胴長犬用、
猫用も。
犬用 大判 28枚

キューブ
プレーン
（100g）

無添加の贅沢ごほうび
き ぬ さ や

「絹紗」

カットタイプ
プレーン
（100g）

絹のようなふっくら柔
らかい食感が自慢の犬
用おやつ。好みに合わ
せた3形状のほか、各
タイプの野菜入りも。

お問い合わせ／ドギーマンハヤシ株式会社 20120・086・192 3www.doggyman.com 取材・文＝越智龍二
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（30代女性・猫）

…
れたのは
教えてく

ドバイス

アピールがやまないのは、
「鳴いたら
もらえた」という成功体験があるから。
あくまで人間側がルールを決め、ペッ
トにほだされないことが肝心です。体重の増加は足
腰の関節炎になりやすく、脂肪が増えれば高血圧や
糖尿病、心臓病など多くの病気を引き起こす恐れも。
「肥満は万病のもと」であることを、まず飼い主さん
自身がよく理解すること。そのうえで、食事の内容
を見直してみては。おやつをあげるなら朝ご飯を減
らして一日のトータルカロリーを調整したり、フー
ドをヘルシーなものに変えるのも一案です。

Team HOPEとは
ペットの健康管理と病気
の早期発見の重要性を発
信する、獣医師団体
3teamhope-f.jp/

獣医師･松尾英治先生
経験豊富な獣医師と医療ス
タッフが在籍する「アステ
ール動物病院」
（埼玉県川口
市）
院長。Team HOPE 関東地
区の委員としても活動。
3aster-ah.com/

ア

ア

ア

ア

ステイホーム中の
ペットとの接し方

ステイホームによって家族と一

緒に過ごせる時間が増えたことは、

ペットにとっても喜ばしいこと。

窓の開いたトンネルの中を鈴付きボールが
転がり、ねこちゃんの本能を刺激！ パー
ツの組み方を変えることで、さまざまなレ
イアウトが可能になり、楽しみ方が広がる。
ジェックス株式会社 1072･966･0054

飼い主さんも、愛犬や愛猫のちょ

取材･文＝田山容子

ストーカーのように
ベッタリ追跡。 構って要求が
Catit プレイサーキットN

っとした体調の変化に気が付くこ

外出自粛の影響により、愛犬・愛猫と一緒に過ごすおう
ち時間も長くなりました。ステイホーム中のペットライ
フで気を付けるべきことは？ 飼い主さんのお悩みアド
バイスと共に、獣医師に教えていただきました。

少しでもいなくなると
不安になるのか、 家の中で

オープン価格

かりではありません。飼い主さん

飼い主さんと一緒に引っ張り合いっ
こを楽しめる知育玩具。コミュニケ
ーションをとりながら、トレーニン
グもできる。手への噛みつき予防の
ハンドガード付きで安心。
株式会社リッチェル
1076･478･2957

おうち時間

犬、猫の習性や本能を刺激して遊べるおもちゃでストレスも発散！

￥2,530

とができます。でも、メリットば

ビジーバディ グリッピンタグ

が暇にまかせて、ペットを構いす

一緒に楽しむ ア
おうちで
イテム♪

このままだと肥満が心配です。

ぎることに警鐘を鳴らす松尾先生。

Self Trimmer
コードレスバリカン レギュラー
￥10,780
株式会社ペティオ 20120・133・035

ついつい与えすぎてしまい、

すぎると、少し外出するだけでも

邪魔させない方法はある？

（50代男性･猫）

エサアピールが盛ん。

「飼い主さんとの接触が密になり

近寄ってきて、 相手の顔をガン見！
かわいいいけれど、
気の張る相手の場合困るので、

仕事部屋には入れない、も
しくは一時的にねこちゃん
に別の部屋にいてもらいま
しょう。その場合、
「その部屋に入ると楽
しいことがある」と思わせる必要があり
ます。例えば部屋の中に、転がすとフー
ドが出てくる知育玩具を置いてご飯に夢
中にさせたり、この時だけの特別なおも
ちゃを与えてあげるのもよいと思います。
家の環境的に、部屋を分けることができ
ない場合もありますね。SNSでも話題に
なりましたが、箱に入りたがる猫の習性
を利用して、PCの隣にカゴを置いておく
という方法を試してみるのも手です。

ワンワンほえたり、トイレにまで

リモート会議中にパソコンに

在宅勤務で長時間人がいるので、

ドバイス

付いて回ったり、イタズラが増え

特に夏は、カットで通気性をよく
することで暑さ対策にもなります。
自分でやる際のポイントとしては、
慣れてない人がハサミを使うと、ペットの体を
傷つけてしまう恐れがあるので、安全性の高い
バリカンなどを使うとよいでしょう。ギザギザ
になっても犬自身は全く気にしてないと思いま
すが（笑）
、負担をかけないように短時間で終わ
らせることに気を配るとよいでしょう。

たり。
そんな行動が見られたら
『分

在宅時間が増えたことで、今までなか
った問題が発生!? 悩める飼い主さん
のエピソードを、松尾先生が解決！

ドバイス

離不安』かもしれません。これは

特に小型犬に顕著なのですが、飼

い主さんの不在に耐えきれなくな

る心の病気。これまで会社勤めだ

った人が、リモートワークになっ

て常に家にいるという環境の変化

が、まずあるとします。ペットに

とってうれしいことでも、状況が

変わること自体がストレスになる

んです。さらにステイホームが緩

まり、再び飼い主さんが不在がち

になれば、ペットの不安はますま

す大きくなるという悪循環に」

対処法はあるのでしょうか。

「構いすぎが大きな要因の一つな

ので、構いすぎないこと。なかな

か難しいとは思いますが、人間側

〝あるある〞

凸凹ギザギザの虎刈り状態に～
（笑）
（40代女性･犬）
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の我慢ですよね。あとは、ルール

ステイホーム

行けなくなったので、自分でカット。

カット幅38㎜で、背中などの広い面におすすめ。
カットの長さは1㎜から、アタッチメントを使えば
14㎜まで調整可能。コードレスで場所を選ばず使
え、水洗いできるのでいつでも清潔。

ペットと
過ごす

飼い主さんの

定期的にトリミングに

セルフトリマーコードレスバリカンがお役立ち！

をある程度決めて、ペットの生活

リズムをなるべく一定にしてあげ

る。ご飯を決まった時間に与えた

り、仕事部屋にはペットを入れな

い、遊ぶ時間を決めて集中して遊

ぶなど、メリハリも大事。人の生

活様式は、今後も変化をしていく

と思うので、無理のない範囲で決

めたらいいと思います」

不要不急じゃない？
動物病院へのかかり方

自粛ムードの中では、ペットの

具合が悪くなっても、病院に行く

のをためらってしまう飼い主さん

も多いと思いますが、アドバイス

はありますか？

予約制にしている病院も多いの

「 開 院 時 間 を 短 縮 し た り、 完 全

で、神経質になりすぎる必要はな

いと思います。逆に、躊躇しすぎ

て、体調を悪化させてしまうこと

の方が問題です。不安に思うこと

があれば、まずはかかりつけの先

生に相談してみるのがよいです

ね。 私 の 所 属 し て い る 獣 医 師 団

体
〝Team HOPE 〞
では、ペッ

トの健康をセルフチェックできる

案していますので、参考にしてみ

『ウェルネスチェックシート』
を提

てください」

r健康状態を把握できる
ウェルネスチェックシート

強くなっているけど、 大丈夫？

（40代女性･犬）

ドバイス

上で述べた「分離不安」の兆
候ですね。もともと、甘え
ん坊でない子も、今回のス
テイホームをきっかけに、陥りやすくな
っています。基本は、構いすぎないこと。
具体的な改善策としては、おすわりなど
をさせ、飼い主さんと離れて待たせる時
間を少しずつ長くしていくやり方があり
ます。最初は5分から始めて、できたら
ご褒美をあげる。そして10分、1時間、2
時間とだんだん延ばしていき、わんちゃ
ん一匹でいる状況に慣れさせます。最終
的には、一緒にいなくても大丈夫だ、と
思わせることができれば、成功です。
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artist

ネズミイロのネコとバニラ
猫の合同写真&物販展
「ねこ休み展 in 静岡」

artist :

牧野直樹

konokonoCHIKUWA

今日はキリリとしたお顔！ ふーちゃんはい

クーラーをつけると、ちくわは仰向けになっ

つもしょんぼり顔ではないのです。

て体全体で気持ちよさを表現してくれます。

編集部より
ひと言

artist :

いろんな表情が見たい人はふーち
ゃんのSNSをのぞいてみてください

中川ちさ

編集部より
ひと言

artist : ：emi

瞬間。なぜかお相撲さんになっちゃいました。

中のマンチカンのぷーちゃんを撮影しました。

なか貫禄がありますよ！

編集部より
ひと言

必至！ パツパツ加減
がキュートです♡ 帽
子はガチャガチャでゲ
ットしたそうですよ

詳しい情報は
こちら
▼

r
alke ！
W
した
にゃん
わん が選びま
部
編集

猫もクーラーがあれば安心ですね

よく晴れた日。弟のおくるみで日なたぼっこ

奇跡の一瞬をとらえた一枚。なか

猫×かぶりものは悶絶

幸せそう♪ 夏が苦手なもふもふ

シコふんじゃった？ オモチャを狙っている

編集部より
ひと言
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artist :

やんをパチリ。
「ふわふわだけど冷えてま
すよ、どうぞ召し上がれ」
。

開催日
7/17㊎～ 8/2㊐
P23に登場したちくわちゃん
など新たに加わったスター
猫が静岡初上陸。新作ベー
スに一新し、過去に出かけ
たことがある人も楽しめる
内容になっているので、ぜ
ひ足を運んでみよう。

スイカの帽子をかぶってごきげんのバニ

編集部より
ひと言

自然光を生かしたいい写真ですね。
ぷーちゃんもモデルさんみたい

r癒しの作品は300点以上！ 物販コーナーには
新作グッズのほか、ご当地限定グッズも登場
g静岡パルコ4F 特設会場
i静岡県静岡市葵区紺屋町6-7
610：00 ～ 20：00 ※施設の営業時間に準ずる
d期間中なし
7入場料￥500 ※3 歳以下無料
eJR静岡駅北口から徒歩 3 分
主催：株式会社BACON
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から営業時間を変更する
場合があります。またイベントが中止になる可能性もありますので、
おでかけ前にHPをご確認ください。

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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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。

トリンドル玲奈さん
サイン入りチェキ

スペシャルプレゼント

1

インタビューはP4

名様

表紙&巻頭インタビューにス
コティッシュフォールドのた
いくんと登場のトリンドル玲
奈さん。にゃんこポーズのサ
イン入りチェキを1名様に。

PETKISS ネコちゃんの歯みがきおやつ

ライオン商事
4種セットで

まぐろ味 スティック、チキン味 スティック（各7本入り）、
まぐろ味 プチ、 チキン味 プチ（各14g） 詳細はP15

10

デビフ

ペット

夏野菜のさっぱり和えサラダ風

の
ゴハン

健康

名様

ライオン商事獣医師と共同開
発したギザギザキューブ形状
の歯みがきおやつ。おいしく
噛んで歯垢を落とす4 種をセ
ットにして10名様に。

Vol.47

●20120・556・581
（ライオン株式会社） 3www.lion-pet.jp/

コンボ プレゼント ドッグ 関節の健康維持、
歯の健康と口臭ケア
内容量：12袋入り

日本ペットフード
2種セットで

30

詳細はP11

名様

おいしさと健康面の両立に
加え、使い勝手のよさにも
こだわった新商品。全5種
の中から2種をセットにし
て30名様にプレゼント！

わんちゃんの健康をお
なかからサポートする
乳酸菌入りおやつ 5 種
を、セットにして10名
様にプレゼント。

●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

●20120・133・035 3www.petio.com

ペットライン

メディコート
〈アレルゲンカット〉
魚&お米 1歳から 成犬用、2種セットで
魚&えんどう豆蛋白 1歳から 成犬用
内容量：各500g

10

詳細はP12

名様

内容量：各14g×4本

詳細はP17

●20120・572・285 3www.petline.co.jp

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

20

詳細はP13

名様

約 61kcal

8個セットを

24

除く
※ドライフードを

名様

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください

・シニア犬の食事 ささみ&すりおろし野菜…1/2缶
※小型犬の場合は1/4缶
・キュウリ…………………………………約10g
・ミニトマト…………………………約15g×2個
・オクラ……………………………………約10g
・白ゴマ ……………………………………約2g
・ドライフード………………………………適宜

ドギーマンハヤシ

絹紗 スティック プレーン、スティック 野菜入り、キューブ プレーン、 6種セットを
キューブ 野菜入り、カットタイプ プレーン、カットタイプ 野菜入り

10

内容量：各100ｇ 詳細はP18

8
切ったキュウリ、オクラ、ミニトマ
ト、シニア犬の食事 ささみ&すりお
ろし野菜、ドライフードをボウルに
入れて軽く和えたらお皿に盛り付け
ます。白ゴマを振りかけて完成です。

●103・3669・6110 3www.s-milk.com
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デビフペット

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200g
（50g×4袋） 詳細はP24

2個セットを

12

各

名様

名様

ドライフードにかけるだけ
でいつものご飯がよりおい
しくなる犬用ウエットフー
ド。5 種を1セットにして、
20名様にプレゼント。

お肉は食品用鶏肉の生肉の
みを使った半生＆超小粒タ
イプの総合栄養食。成犬用
とシニア犬用を各2個セッ
トにしてそれぞれ12名様に。

●10800・800・5874
（お客様相談室） 3www.cesar-club.com

●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp

3sp.walkerplus.com/wannyan/

締め切り●2020年

9/20㊐

85g(80kcal/100g)

ミンチ状にした鶏ささみ
にサツマイモのペースト
を組み合わせたシニア犬
用の総合栄養食。食べや
すい柔らかさに仕上げ、
グルコサミン、DHAも配
合しています。

名様

母乳が子犬や子猫の免疫を高
めることに着目した機能性ミ
ルク。食事にかけたり、水に
溶いて与えて健康をサポー
ト！ 動物病院専用品。

詳細はP14

シニア犬の食事
ささみ &すりおろし野菜

キュウリは細かめのいちょう切りに、
冷ましておいたオクラとミニトマト
も小さく切ります。愛犬のお口の大
きさに合わせて細かく切りましょう。

水を沸騰させた鍋にオクラを入れ、
1分間茹でたあと取り出して冷まし
ておきます。

兼松ウェルネス

内容量：60ｇ（4g×15）

マース ジャパン

使用アイテムは

名様

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

シーザー ® トッピング あじわいチキン味、
とろ旨ビーフ味、5種セットを
うまみ鶏レバー味、チキン&野菜味、ビーフ&チーズ味

ホームページよりご応募ください

名様

●20120・086・192 3www.doggyman.com

●1076・478・2957 3www.richell.co.jp

応募
方法

10

絹のようになめらかな生地を
ふっくら柔らかい食感に仕上
げた、保存料・合成着色料な
ど不使用の安心フード。全 6
種をセットにして10名様に。

自宅にいる愛犬のようすを
リモートで確認できる、上
下左右の首振り&自動追尾
機能を備えた最新カメラを
20名様にプレゼント。マイ
ク&スピーカー内蔵で双方
向通話ができるほか、暗い
部屋では自動で暗視モード
に切り替わるナイトビジョ
ンも装備している。

内容量：各12g×3本

ネバネバ野菜のオクラに加え、夏野菜のトマ
トとキュウリを使用した、夏に食べさせたい
サラダ風。夏野菜は水分量も多く、夏バテの
わんちゃんの水分補給にもおすすめ！ トマト
とキュウリにはβカロテンが含まれています。

5種セットで

いなばペットフード

ウェットタイプの犬用総合
栄養食をプレゼント。国産
素材、グレインフリー仕立
ての4 種を各 2 個ずつ、全8
個セットにして24名様に。

リッチェル

ペティオ

〈ちゅ～るごはん〉とりささみ、とりささみ&緑黄色野菜、
とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜、とりささみ&チーズ

アレルゲンになりやすいた
んぱく源を徹底的にカット。
たんぱく源は魚とお米、魚
とえんどう豆蛋白のみの2
種をセットにして10名様に。

見守りカメラ LOOK

25

乳酸菌のちから ゼリータイプ MIX（16g×20個）、スティック
タイプ（100g）、ヨーグルボーロ（120g）、おなかにうれしい
ササミとチーズ、ササミと野菜（各170g） 詳細はP16

※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。

pick 素材のうまみが詰まった
up
半生タイプの総合栄養食が大人気
クローバースタイル
食品用鶏肉の生肉のみを使用
素材の旨味 鶏肉
した、半生タイプの総合栄養
成犬用
食「クローバースタイル 素材
の旨味」が今話題です。わんち
ゃんが喜ぶ嗜好性の高さに加
え、小型犬でも食べやすい超
小粒仕立て、50gの小分けパッ
クになった使いやすさもポイ
ント。さらに健康維持をサポ
クローバースタイル
ートする植物性乳酸菌 K71を
素材の旨味
100gあたり約 300 億個、オメ
鶏肉
ガ3脂肪酸を含むDHA・EPAな
シニア犬用
ども配合しています。

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。

サブくん

メインクーン

15歳（♂）

りんちゃん

トイプードル

0歳（♀）

東京都江東区

宝当
（ほうとう）
くん 1歳
（♂）
柴犬

長川ミミちゃん
ミックス

東京都目黒区

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

1歳（♀）

新潟県新発田市

シラスくん

9歳（♂）

ブリティッシュショートヘアー

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！

神奈川県横浜市

このかちゃん
ワイマラナー

0歳（♀）

北海道札幌市

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
福岡県福岡市

澪ちゃん 0歳
（♀）

ノルウェージャンフォレストキャット

大阪府大阪市

レフアちゃん 0歳（♀）
トイプードル

東京都杉並区
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