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三吉彩花さん
サイン入りポラロイド
インタビューはP4

実家の愛猫、シェリーくんと撮影現場で
久々のご対面～！ 三吉彩花さん直筆サ
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。
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が赤ちゃんのシェリーくんにひと

くんは、三吉彩花さんのご実家で

メリカンカールのシェリー

ルンと巻いた耳が特徴のア

して見ているかもしれないので思

たのですが、もしかすると獲物と

インコを飼うのもいいかなと考え

で、鳥とおしゃべりしたいのなら

出すのがすごくかわいくて。なの

向かってアッアッアって鳴き声を

ーンという鳴き方なのに、ハトに

また希望に向かっていったりと、

をきっかけに距離感が崩れたり、

「ずっと一緒にいた 人が、妊娠

ていく。

訪れる様子を、小春の目線で描い

をしたことで 人の生活に変化が

娠し、シングルマザーになる決心

彩乃
（阿部純子）
。しかし彩乃が妊

ク
目ぼれしてお迎えしたのだとか。
いとどまっています
（笑）
」

ん
（笑）
。たまに実家に帰った時も、

わからなかったのかもしれませ

嗅 が れ た の で、 す ぐ に は 私 だ と

のですが、最初はすごくにおいを

懐いていて。今日は久々に会えた

かわからないですけど、たまにジ

けています。聞いているのかどう

ろそろお風呂入る？』など話しか

「普通に
『 元 気？

すこと」
だそう。

ニケーション方法は、「とにかく話

普段のシェリーくんとのコミュ

ても、女性が妊娠・出産した時の

分が多いと思いますし、男性が見

えましたね。女性は共感できる部

支えようとしたりするのかなと考

ら、私も小春のように心配したり、

がシングルマザーになると決めた

描いた作品です。もし自分の親友

微妙な心情の変化をすごく繊細に

飼っている猫。 年前、三吉さん

ないので、私よりも実家の祖母に

「私が仕事でなかなか実家に帰れ

私のにおいを確認してから膝にス
ーッと私の顔を見てくることがあ

撮影中は三吉さんのそばでおと
りますね。それ以外は、あまり構
心情や境遇がわかると思うので、
らえるといいなと思います」

なしくしていたシェリーくん。で
そんな三吉さんが主演を務めた

ご夫婦や恋人同士で一緒に見ても

作品が、映画
「Daug hters」
。

いすぎず自由にさせています」

にはご実家でのかわいい姿が！
ー ズ
ルームシェア生活をドしー、タ仕
事も私

も、三吉さんが見せてくれた動画

そのハトを窓越しに追いかけて会

「庭によくハトが来るんですが、
生活も充実していた小春
（三吉）
と

全国順次公開中

話しているんですよ。普段はミャ
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花
彩
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シェカリ
歳
ール（2
カン
アメリ

ハトとおしゃべりしている姿が
かわいいです

みよしあやか●1996年6月18日生
まれ、埼玉県出身。2010年から
雑誌 ｢ Seventeen ｣で 7年間専属モ
デルとして活躍、現在は｢25ans
Wedding｣のカバーガールなどを
務める。女優としても多くのテ
レビドラマや映画に出演。近作
にドラマ ｢警視庁・捜査一課長
2020｣
（20年テレビ朝日系）、主演
映画 ｢ダンスウィズミー｣
（19年）、
｢犬鳴村｣
（20年）
など。

「Daughters」

at ion

P rofile

27歳の女性の人生の変化を描くヒューマン
ドラマ。東京・中目黒のマンションでルーム
シェア生活をする小春と彩乃は高校時代か
らの親友。仕事も遊びも充実した都会の生
活を満喫していたが、ある日、小春は彩乃
から妊娠とシングルマザーになる決心を伝
えられる。仕事や一人での子育てを考える
と現実的ではないと反対する小春だったが、
彩乃に付き添った産婦人科で胎児の映像を
見て、彩乃を支えていくことを決意。それ
を機に、2人の生活は徐々に変化していく。
©
「Daughters」
製作委員会

暑 い ね ー、 そ

リスリしてきます」
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撮影＝諸井純二（Rooster）
／取材･文＝大西淳子／ヘアメイク＝牧野裕大（vierge）
／スタイリスト＝岡本純子（Afelia）
／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）
／衣装協力＝リミ フゥ（ワンピース）
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突然の妊娠をきっかけに
変わってゆく2人の生活

ver 3Fac
C #7

デビフ

ペット

サツマイモの豆乳シチュー風

の
ゴハン

健康
Vol.48

毎日をもっと楽しく！

旬のサツマイモを使った、食欲の秋にぴったり
のメニューです。甘味のあるサツマイモはわん
ちゃんの好物の一つですが、生のまま与えず、
必ず加熱してください。皮や皮の近くに栄養素
が含まれているので皮ごと与えるのがベストで
すが、わんちゃんの体調によっては、皮は細か
く切るか、取り除いてあげてください。

愛犬・愛猫との

コミュ力UP！

147kcal

約

除く
※ドライフードを

※愛犬の年齢や体重、アレルギーなどに考慮して調整してください

家にいる時間が長くなり、愛犬・愛猫と一緒に過ごす時間も増加中。
ペットとのコミュニケーションがよくなれば、お互いに楽しく、
安心して暮らせるようになります。こんな時だからこそ、
もっとコミュニケーション力をアップしませんか？

使用アイテムは

鶏肉のスープ煮
85g︵110kcal/100g︶

・鶏肉のスープ煮……………………………1缶
※小型犬の場合は1/2缶
・サツマイモ………………………………約20g
・白菜………………………………………約10g
・シメジ……………………………………約10g
・豆乳
（無調整）
……………………………約50g
・ドライフード ……………………………適宜

取材・文＝佐藤紀子 撮影＝松本純子 イラスト＝岡本倫幸
写真協力＝田村ジョニー、兼子ソフィーレモン、松本ちび子

必須アミノ酸が含まれた
鶏胸肉を角切りにし、特
製スープでじっくり煮込
んだ85g缶。栄養素や旨
み成分がたっぷりのスー
プも併せて与えましょう。

行動を＂よく見る&しっかり観察＂を繰り返せば
その裏にある気持ちの察知力が高まります！

トサインを理解してコミュニケー

ションすることができると、犬や

猫と友達になれます。これは、し

つけとは異なるものです。ペット

に対するしつけは、人間の指示を

犬や猫に理解してもらい従っても

らうこと。これは飼い主さんとペ

ットが社会的な生活を営むうえで

大切なことですが、ペットとのコ

ミュニケーションでは、ペットサ

ること。そしてその時の気持ちを

インをよく知ることが重要と言え

考えてみること。それがペットと

まずは、ペットの行動をよく見

間には、互いに理解し合え

ペットサイン協会代表。
動物とのよりよいコミュ
ニケーションや人とペッ
トの絆の深化を目的とし
て 研 究 と 実 践、普 及 啓
発活動を行う。ペットサ
イン入門講座などを開催。
「犬と話すためのペットサ
イン入門」
（草莽社）
を監修。
一緒に写っているのは愛
犬のジョニー。

田村和広さん

ます。

る言葉があります。しかし、

た だ し、 注 意 を し て ほ し い の

の距離を縮める一歩となります。

人

人間同士の言葉によるコミュニケ

が、一つのペットサインが示すの

は、一つの意味だけではないとい

ーションは、全体のわずか7％ほ

どで、残り ％は声のトーンや身

行動にもいくつもの理由がありま

振り手振りなどのボディランゲー

す。その行動を見て気持ちを探り

うこと。単にあくびをするという

そして犬や猫も、それぞれの方

出すには、彼らが置かれた状況や

ジによると言われています。

法であいさつをしたり要求を伝え

前後の様子など、全体から推測す

あります。例えばしっぽの動かし

るなど、コミュニケーションをし

方で機嫌を察知することができま

ています。ただペットと人間とで

ニケーション手段を使うことにな

すが、どのようにどのくらい動か

そして、表現の仕方にも個性が

ります。「難しそう」と思うかもし

すかは個体差があるのです。それ

る必要があるのです。

れませんが、安心してください。

を見極めるのは、飼い主さんの観

は人間の言葉で会話をすることが

私たちは普段から人間同士でも非

察力と推察力です。

できないので、言語以外のコミュ

言語によるコミュニケーションを

愛犬や愛猫を大切に思う飼い主さ

しているのですから、誰にでもで

そのために大切なのは、犬や猫

んなら、続けていくことできっと

少し難しいかもしれませんが、

の行動や態度による表現方法＝ペ

上達すると思います。

きます。

ットサインを知ることです。ペッ
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…
教えてくれたのは

愛犬のお口の大きさに合わせ、サツ
マイモは皮付きのまま小さくさいの
目切りにします。シメジ、白菜はみ
じん切りにします。

鍋に切ったサツマイモを入れ、ひた
ひたになるくらいの水を入れて火に
かけたら、5分ほど茹でます。

サツマイモが柔らかくなってきたら、
シメジ、白菜、豆乳を加えてさらに
１～ 2分茹でて火を止めます。

の鍋が少し冷めたところに、鶏肉
のスープ煮を加えて軽くほぐしたら
お皿に盛り付けます。ドライフード
もパラパラとのせたら完成です。

pick
up 半生タイプの総合栄養食が人気！
食品用鶏肉の生肉のみを使用し、素材の旨
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」
。植物性乳
酸菌K71を100gあたり約300億個、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

※デビフペットでは、食品用のお肉を使用しています。製品は国内の工場で製造しています。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。

愛犬レシピ
動画は
こちら！

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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本

ますが、親密になれば目線が合う
ペットが飼い主さんを見ている

のがうれしくなったりします。
のは、愛情表現や何か要求がある
サイン。犬や猫とのコミュニケー
ション力をアップするために大切
なのが、目を合わせることです。
かといって、仲がよくなったか
ら、いつでもじっと目を合わせる
と い う の も 負 担 に な る も の。 人
四六時中見詰められるのも困ると

間同士、いくら親しい間柄でも、
来、犬や猫を含め哺乳類に
感じる人が多いでしょう。
そこで、自分から視線を合わせ

とって目線を合わせること

は、威嚇の表現。でも、ある程度

かけるような気持ちで目線を合わ

るのではなく、こちらを見ている

せるようにしましょう。きっとペ

なと感じたら、
「何かな〜」
と問い

人間の場合で考えると合点がいく

の距離感を超えると、親愛の情を

でしょう。初対面などの人と目線
ットも応えてくれると思います。

表現することになります。これは、

を長時間合わせるのははばかられ

します。しっぽで感情を表

も猫も、よくしっぽを動か

り、緊張したり、威嚇しようとし

た時。こういう時はびっくりした

それぞれの個体によっても、長さ

めての来客や思わぬ大きな音が聞

てあげましょう。猫の場合は、初

を見たら、周囲の状況に気を配っ

犬と散歩している時にこの様子

ていたりします。

や形が違うので、動きがよくわか

こえた時などに、こんな状態にな

ますね。犬種や猫種により、また

る場合もあればわかりにくい場合

犬にも猫にも、
「大丈夫だよ」
とや

もありますが、感情を表現してい
犬と猫ではその表現方法がかな

さしく声をかけてあげることを忘

るかもしれません。目にしたら、

り異なりますが、どちらにも共通

れずに。

ることは間違いありません。

しているのがしっぽの毛が逆立っ

犬

犬は、コミュニケーションが好
きな動物です。視線を感じたら
目を合わせることで、その気持
ちに応えることができます。と
ころで、共に暮す人間と犬の間
では、犬が人間を見ている時間
の方が長いという研究結果があ
ります。飼い主さんが犬を見て
いる以上に、犬は飼い主さんを
見ているのです。

猫

猫は、独立心の高い動物です。
テリトリー意識も高く、気まぐ
れな面もあります。飼い主さん
のことが好きでも、触れ合うの
を遠慮したいという気持ちの時
もあります。視線を感じたら目
を合わせますが、すぐに目をそ
らしたり、逃げたりするような
ら深追いは厳禁。猫の気持ちを
大切にしてあげましょう。

近年、ストレスを和らげたり、
多幸感を得ることができる脳内ホ
ルモンのオキシトシンが話題にな
ることがあります。オキシトシン
は、〝幸せホルモン〞
や
〝愛情ホルモ
ン〞と呼ばれ、スキンシップなど
により分泌されることが知られて
います。
そして、人が犬とコミュニケー
ションを取る時、体をなでたり、
一緒に遊んだりする中で、目線を
合わせると、このホルモンが多く
分泌されるという実験結果が報告
されているのです。おもしろいの
は、飼い主さんだけでなく犬も同
様だということ。目線を合わせる
のは、双方にとってうれしいコミ
ュニケーションということですね。

目線を合わせると、
幸せホルモンが分泌!?
速く振っていると興奮度が高く、ゆっくりの時はどうしようか
なと思っている。高い位置で振るほど楽しい気持ちで、低く下
がるほどに不安な気持ちを表現している。
◎普段どおりの位置で静かに振っている／穏やかで落ち着いた
気持ち。
◎立てたままゆっくり小幅に振っている／相手の出方を見てい
る警戒のサイン。さらに小刻みに速く振り始めたら、闘争心が
増幅しているので注意して。
◎ピンと立てる／絶好調な気分の時や、周囲に対して存在感を
アピールしたい時。また、攻撃準備という時もある。
飼い主さんの声かけにしっぽで返事をする様子がよく見られる。
◎くねくねと動かす／楽しい気持ちや遊びたい気持ちの時。
◎左右にゆっくり大きく振る／リラックスしている時。でも、
遊んでほしいとは限らない。
◎左右にバタバタと大きく振る／ストレスがあったり、イライ
ラしている。
◎座って体に巻き付ける／リラックスしている。
◎ピンと立てる／大好きやうれしいという気持ち。ご飯が欲し
い時もある。しっぽをピンと立ててすり寄ってきたら〝遊んで〞
のサイン。

ペットがこちらを見たら、
＂何かな～？＂と
目線を合わせる

現しているのは、よく知られてい

犬

見るだけでご機嫌がわかる！
しっぽアピールを見逃すな！

8
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コミュ力UPポイント❷

mn
colu

犬
猫

コミュ力UPポイント❶

犬

一

緒に暮らしていると、犬や
猫が不意にあくびをしてい

るシーンをよく見かけるでしょう。
人間なら、
「眠いな」「飽きたな」
と
いう時に出ることが多いと思いま
すが、犬や猫も実際に眠くてあく
でも、それだけではありません。

びをすることがあります。
あくびは、カーミングシグナルと
いって、自分や相手を落ち着かせ
たい時に出すサインの一つなので
す。加えて、複数の気持ちを表現
していることもあります。
例えば犬も猫も、飼い主さんに
叱られている時にあくびをするこ
とがあります。飼い主さんとして
は
「ちゃんと聞いているの？」
と言
いたくなるでしょうが、犬や猫は
「反省しています」
という気持ちを
表現すると同時に
「ちょっと落ち
着いてくださいよ」という気持ち
になっているのです。あまりしつ
こく叱らないようにしてあげた方

時にも片足上げのポーズで止まっ

マーさんに両前足をかけて後ろ足

爪研ぎには、
たくさんのアピールが詰まっている

がいいかもしれません。

は
「お手」
をしようとするか

をバタバタさせる様子などはおな

また、トリミングサロンでトリ

をするとほめてもらえたりするの

ずしも喜んでいるとは限りません。

じみかもしれませんが、これも必

しかし、注意したい場面もあり

どちらか判断できなくても、「大

不安や緊張からの行動かもしれな

丈夫だよ」などと声がけをしてみ

いのです。

足を上げるのは、必ずしも喜んで

ます。例えば動物病院での診察前。

いるとは限りません。不安や緊張

るとよいでしょう。

かかりつけの獣医師さんの前で片

もあるでしょう。

で、楽しそうにポーズを取ること

ズをすることがあります。「お手」

てしまうことがあるからです。

あくびは眠い時だけじゃない。
緊張を和らげたい時もある

のように、片足上げのポー

コミュ力UPポイント❸

があって、落ち着かない気持ちの

あくびのほかに口をパクパク
させる行動も見られるが、こ
れも自分の気持ちを静めよう
としているサイン。また、舌
を出すのは自分だけでなく、
相手の気持ちをなだめようと
いうサインのことも。鼻をペ
ロリとなめるのは、やや興奮
ぎみの気持ちを自分で落ち着
かせようとしている。

猫
コミュ力 UPポイント❺

猫

が爪を研ぐのはいつもの光
景。せめて爪研ぎボードで
研いでほしいというくらいの感想
しか持っていない人も少なくない
でしょう。
実は、猫が爪を研ぐ時には、い
ろいろな気持ちを表現しているこ

mn

まだある！
犬の気持ちが
わかる行動

測してみましょう。

状況や前後の様子などを見て、推

研いでいることもあるので、猫の

違和感を解消したいという欲求で

もちろん、爪が伸びてきたために

気持ちを示すために行うことも。

さらに、興奮した時やうれしい

図で行うこともあります。

や相手を落ち着かせようという意

たカーミングシグナルとして自分

分転換やストレス発散の表れ。ま

をすることがあります。これは気

をなかったものにしようと爪研ぎ

りられなかった時など、その失敗

また、高いところからうまく下

というアピールかもしれません。

を食べたいとか水を替えてほしい

催促している時。爪研ぎは、ご飯

例えば、自己主張をしたい時や

とがあるのです。

犬が地面のにおいを嗅ぐのは、
敵意がないことを示したり、自分
を安心させたい時などに取る行動
です。周囲にほかの犬がいる時、
飼い主さんに叱られた時、人混み
など苦手な場面に遭遇した時など
に、地面のにおいを嗅いだら、そ
んな気持ちなのかも。特に何もな
ければ、単に気になるにおいに反
応していると考えられます。
また、叱った時などに顔をそむ
けるのは、機嫌が悪いからではな
く、むしろ
「ごめんなさい」
の気持
ちを表現しています。飼い主さん
に
「落ち着こうよ」
というカーミン
グシグナルを出していることもあ
ります。
そして、頭を下げながら人間に
近づいていくのは少し怖がってい
る証拠。一方、動きを止めて頭を
下げるのは、落ち着こうよという
カーミングシグナルで、特に犬同
士でよく見られる行動です。

colu

10
11

犬
片足を上げるのは、
実は緊張しているから

犬
目を開けたままあくびをして
いるのは、まさに緊張を和ら
げようとしているサイン。舌
で鼻をペロリとする時も同様。
また、ご飯を食べる前など、
何らかの行動をする前に気合
を入れるようにあくびをする
ことも。伸びをしながらあく
びをしている時は、やる気の
合図とも言える。

猫

コミュ力UPポイント❹

転倒防止

&動 画機 能UP！

愛犬愛猫との時間が
より楽しくなる
新 HDペットカメラ

お留守番中のペットの行動をリモートで見られる人気
カメラが、さらに便利&魅力的になってリニューアル。
ゆうとろパパママも使ってくれました！

NEW

しくなる つの
楽
り
よ
NEW

1

ペットに押されても
倒れにくい転倒防止構造

横方向から押されても倒れにくい特殊な吸盤
を底面に装着して、カメラの転倒を防止。一
方で、垂直に持ち上げると簡単に動かすこと
ができるので設置場所の移動もラクラクです。

NEW

3

動画をスマホに
直接保存！
気軽にSNSへ

アップできる

カメラ作動中も音や光
が控えめなのもポイン
ト。ゆうもとろもびっ
くりしないので自然な
姿が見られました。

動画は一旦SDカードへ保存するしか
なかった従来品の悩みを解消。動画を
直接スマホに保存※できるようになり、
SNSへのアップも簡単になりました。
※宅内環境のみ

まだある！

5 つのポイント

1. 200万画素&自動追尾もできます

200万画素（フルHD）
の画質で左右約360°
、上下約90°
を
見渡します。動くペットを自動でとらえる機能も搭載

2. 温度センサーを搭載

カメラ周辺の温度が設定温度を超えた場合、スマホに
通知してくれます

3.リビングの大画面で

「おうちクラウドディーガ」
に転送・保存すれば、大画
面での視聴ができます

4. 夜間OKのナイトモード

赤外線LEDを搭載しているので、夜間でも映像（モノ
クロ）
を確認可能です

実際に使ってみた
ゆうとろパパママ
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5. 双方向の会話機能

スマホを通してペットに声をかけたり、鳴き声の確認
をすることもできます

お問い合わせ／パナソニック株式会社 20120・878・983 3panasonic.jp/hns/products/hdn215.html 取材・文＝越智龍二

NEW

2

ペットの特定行動を見られる
行動ログ＆自動編集してくれる
一週間ダイジェスト機能

専用アプリ「ホームネットワークW」を使えば、食事
場所やトイレなど、特定箇所でのペットの行動を確
認することができます。撮りためた一週間分の動画
を自動で35秒に編集してくれる機能も便利！

NEW
HDペットカメラ
KX-HDN215
外 形 寸 法：約133×98×98 ㎜
／質量：約450g ／使用可能距
離：約100m
（見通し距離）
／最
大記録容量
（ファイル数）
：動
画情報約65,000件（全体ファ
イル容量がmicroSDカード容量
を超えない場合）
／撮像素子：
CMOS200万画素／出力映像：フ
ルHD
（1920×1080）
、HD
（1280×
720）
、VGA
（640×480）

外出自粛、テレワークが続く中、

ペットと過ごす時間が増加。その

反動からか、外出してペットと離

れることに、寂しさや不安を抱え

そんなオーナーさんにオススメ

ている飼い主さんが多いようです。

なのが、今夏にリニューアルした

HD ペットカメラ。200 万画素

の高画質& 自動追尾機能を備えた

高性能はそのままに、ペットにい

たずらされても倒れにくい転倒防

止構造を新たに採用。さらに、行

動ログや一週間ダイジェスト機能

一緒にいない時間の不安を解消

3

などの新機能も追加されました。

してくれるだけでなく、ペットと

過ごすかけがえのない時間をより

楽しいものにしてくれそうです♪

柴犬ゆう
（右）
と猫のとろ
（左）

チューデント

も
さらに猫用 ！
中
売
発
好評

一度粉砕した牛皮をシートに
してから巻いたガム。消化し
やすく、7歳以上のシニア犬
におすすめ。チキン風味

肥満が気になる
猫用アソート

毛玉対応
アソート

11歳以上
毛玉対応アソート

コ

※コンボ キャット かつお節入り アソート比

塩分

約25％カッ
ト

塩分

約25％カッ
ト

まぐろ味 減塩※かつお節添え

※

塩分

約30％カッ
ト

15歳以上
毛玉対応アソート

かつお味 減塩※小魚添え

まぐろ味 減塩※かつお節&
まぐろ節添え

ン

ボ

この秋、総計2020名にすてきな賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施！

【期間】2020年10/1㊍～12/31㊍ 【当選者数】2020名

牛皮を適度な硬さに
調整したねこちゃん
用
「チューデント」
も
登場。チキン風味、
カツオ風味、マグロ
風味の 3 種をライン
アップ！

超小型～小型犬用
（5本入）

チューデント for cat

15

コンボ キャット アソート
のパッケージが一新。さら
に「15歳以上 毛玉対応アソ
ート｣ にも減塩素材を採用
し、シニアねこちゃんの健
康も配慮しています

※

O 笑顔とおいしさを届ける」キャンペーン
2020秋「COMB

5 ㎏ 未満の超小型犬におすすめの小
さめサイズ。チキン風味のほか、小
型犬が好きなヤギミルク風味も！

超小型犬専用（7本入）
チキン風味（10本入）

1日分の栄養素がバランスよ
く取れるドライ粒は、ミネラ
ル分を調整して結石の形成に
配慮。
低マグネシウム設計
（含
です。さ
有量0.08％：標準値）
らに3種のトッピングは、そ
れぞれ塩分をカット※してい
るから安心。

小型～中型犬用
（4本入）

チューデントミニ

（5本入）

かつお節入り
アソート

下部尿路に配慮した
3 種のアソート！

※

7歳からの

飼い主さんへのアンケートによ

シーフード
アソート

超小型～小型犬用（5本入）

ると、キャットフードに求めるこ

超小型犬専用
（7本入）

ガムの両端に切れ込み
があり、歯と歯の間に
入り込むため、歯間の
汚れも落とせます

れること」
、 そ し て2 位 が
「下部

噛み応えのある牛皮を
ロール状に巻いている
ので、丈夫でしっかり
長持ちします

下部尿路の健康維持アソート
（120g×5袋）

今までにない、
「下部尿路の健康ケア」に配慮しながら、
いろんな味を楽しめる「アソート」が新登場！

その他 6 種も
リニューアル！

しっかり
歯みがき

と の 第1 位 は
「飽きずに食べてく

とことん
噛める

尿路への配慮」という結果に
（※）
。

「コンボ キャット アソート」
に
下部尿路の健康維持が
仲間入り！

牛皮に染み込んだおいしい
チキンフレーバーが、噛む
たびにあふれ出てきます

保存料・着色料・
香料無添加なの
で安心&安全

コンボ キャットに新登場した下

3種のおいしさが楽しめる

牛皮をロール状に巻いた歯みがきガ
ム。長時間噛めるしっかりとした噛
み心地がポイントです。チキン風味

しかも
無添加

部尿路の健康維持アソートなら、

※日本ペットフード調べ

唾液がアルカリ性のため、人間

よりも早く、約3〜5日で歯石が

できるといわれるわんちゃん。そ

のため歯みがきがすごく大事なの

ですが、多くのわんちゃんは歯み

がきを嫌がるもの。そんな歯みが

き嫌いのわんちゃんにおすすめな

飛びつく
おいしさ

のが、ハーツの
「チューデント」
で

チューデント

す。噛むたびにチキンフレーバー

があふれ出すガムなので、夢中に

なったわんちゃんが自ら噛み続け

ます。また、丈夫な牛皮製なので

長時間噛み続けられ、歯はもちろ

ん歯間の汚れまでしっかり落とし

おいしく食べているうちに、し

てくれます。

っかり歯みがきができる
「チュー

きが
しっかり歯みが
できるワケ

デント」で、わんちゃんの歯の健

康をサポートしてあげましょう。

「チューデント」で

どうやって
対策してる？

ボのおいしさはそのままに、低マ

72.1%

か

2 つの望みがかないます！ コン

わんちゃんがおいしく飽きずに噛むことで、
歯や歯間の汚れが取れる「チューデント」。
噛んで歯みがきする新習慣〝噛みがき〞を始めませんか？

グネシウム設計のドライ粒＋減塩

主に
食事で
配慮

素材のトッピング。毎日の食事で

新しい歯みがき習慣

YES
76.1%

下部尿路をケアしながら、いろん

下部尿路、
気にしてる？

な味を飽きずに楽しめるから、飼

「チューデント」で

い主さんもねこちゃんも大満足間

飼い主さんに聞きました！

違いなしです。

むだけでしっかり歯みが
しく噛
き
い
お

ヤギミルク風味（10本入）

お問い合わせ／住商アグロインターナショナル株式会社 103・3365・1220
（お客様相談室※9：30～17：00、㊏㊐㊗除く） 3hartz.jp 取材・文＝越智龍二

小型～中型犬用
（4本入）

商品を買って応募！

アクセスしてその場で当たる！

●応募方法：対象商品
（全コンボブランド）
を購入し、税込み￥600以上のレシート1
枚を1口として応募。
（ハガキまたはLINE）
●賞品：｢笑顔｣をお届けコース
（ミニトート、
DOGまたはCATグッズ
の詰め合わせ）
「
、おい
しさ」
をお届けコース
（￥11,000相当のお肉
ギフト）
ほか
●当選者数：1,120名

●応募方法：QRコードなどでキャンペ
ーンサイトにアクセスして応募すれば、
その場で当選・落選がわかる！
●賞品：DOGコース
（コンボ プレゼン
ト ドッグ おやつ）
、
CATコース
（コンボ
プレゼント キャッ
ト おやつ）
●当選者数：900名

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

14

一度にたくさん食べられない愛犬・愛猫や、
「ご
ほうびに少しだけあげたい」という飼い主さん
よりもさ
のニーズに応え、既存のミーティ
（10g）
らに小容量の5g！ 食べ切りサイズで、使いや
すさ抜群です。

Po i nt

添加物を使用せず、食品素
材のみを贅沢に使用した無
添加仕上げ。犬用はササミ、
レバー、砂ぎも味、猫用は
ササミ、マグロ、カツオ味。
どれも素材のうまみたっぷ
りで食いつきも抜群です。

3

グレインフリー

1袋 5g！

もっと

もっと

隅々まで
お手入れしやすい♪

開口部が広いので
隅々まで手が届く！

前面パネルが
フルオープンできて
お掃除ラクラク！

「小麦・米・トウモロコシ」
など
の穀物を使用しないグレイン
フリー仕様。愛犬･愛猫の穀
物アレルギーや健康に配慮し
たおやつです。

ご飯の
トッピングに

お掃除しやすいサークルで
愛犬の居場所を快適に

国産･無添加

小容量･小包装

サークルは、愛犬にとって安心

4

できる居場所として欠かせないも

とお 掃 除 簡単ペットサークル
っ
も

のです。さらに、飼い主さんがお

掃除しやすく清潔を保てるサーク

ルであれば、愛犬もより快適に過

ごせるはずです。

この秋、人気の
「お掃除簡単サ

ークル」が、さらに使い勝手がよ

くなり、
「もっとお掃除簡単ペッ

トサークル」としてリニューアル

し ま し た。 前 面 パ ネ ル が フ ル オ

ープンできて天面にのせられるた

め、中の隅々までお掃除がラクラ

ク。壁の高さがあるトイレも手軽

に出し入れできます。

お掃除が簡単なサークルで、愛

Po i nt

犬と飼い主さんの快適な生活を楽

しみましょう。

しっとり、ホロッとした生食感

にこだわったおやつ
﹁Meaty ﹂シ

リーズに、より柔らかな食感を追

求した
﹁ふわとろ﹂
が新登場！ 名

前のとおり、＂ふわふわ＂
と
＂とろと

ろ＂の2種類の食感を楽しめるの

がポイント。さらに国産・無添加

仕上げに加え、穀物を使用せず、

穀物アレルギーや健康に配慮した

グレインフリーのおやつです。ま

た、飼い主さんの
﹁ちょっとだけ

あげたい﹂ニーズに応えて、1 袋

愛犬・愛猫が笑顔になれる新食感おやつは、楽しみ方いろいろ♪
健康サポート&穀物アレルギーケアもできる！

2

ごほうび
おやつに

サークルが
キレイだと
うれしいわん♪

大好評のお掃除簡単サークルが、もっと使いやすくなってリニューアル。

”ふわとろ”が新登場！

そのまま出すと＂ふわふわ＂、内袋をもんで出
すと＂とろとろ＂食感に！ ＂とろとろ＂は、内
袋の角を切って絞って与えてもOK。液状タ
イプではないので、汁がたれて汚れる心配は
なし。小型やシニアのわんちゃん&ねこちゃ
んも食べやすい、柔らか仕上げです。

い
やす
使い

5g の小容量食べ切りサイズ。そ

1

お掃除簡単サークルが
使いやすくなって新登場！

と
っ
も

ペー
リーズに
ストおやつ「Meaty」シ

２つの食感が楽しめる♥

Po i nt

のままあげたり、いつものご飯に

Po i nt

トッピングしたりと、愛犬& 愛猫

そのまま
ふわふわ

のライフスタイルや好みに合わせ

ていろんな使い方ができます。

もんで
とろとろ

高さのあるトイレも

もっと 出し入れカンタン！

犬用・猫用あります
ミーティ ふわとろ
（各50g）

レバー味

キャットミーティ
ふわとろ
（各50g）

もとと 備えていた便利な機能はそのままに！
も

ササミ味

約5 ㎝

ササミ味

17

砂ぎも味

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

カツオ味

マグロ味

本体を移動させずに
トレーだけ引き出しOK

普段はスライド式のドアで
開閉もスムーズです

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/

高さのあるトレーが
汚れの飛び散りを抑えます

検索

サイズ：
「90-60」
「120-60」
の2サイズ。いずれ
も体重目安8㎏以下の超小型犬・小型犬用
カラー：ライトピンク、ダークブラウン、
アイボリーの3色

お問い合わせ／株式会社リッチェル 1076・478・2957
（お客様相談室）
16
取材・文＝酒井牧子／イラスト＝岡本倫幸

最

完成例

早めの
で
準備
安心！

うし

でしょう。来年は丑年なので、ペ

ットにウシのかぶり物を着用させ

たり、マンガ風フキダシを付けて

ひと言セリフを入れるだけでも、

ぐっと楽しい印象になりますよ」

伺ったお話を参考に、撮影やデ

ザインの具体的なアイデアと、完

ペット
年賀状を
作ろう
毎年ギリギリになりがちな年賀状作り、
早めに準備をしておきたいもの。今年
は、愛するペットの写真を使った年賀
状作りにチャレンジしてみませんか？
初めてでも簡単に楽しく作れるコツや
アイデアをご紹介します。
取材･文＝田山容子

消しゴム版画風の画像を手軽に作成できる
アプリ。コミック風、銅版画風などがあり、
色も選べる。メッセージも入れられるので、
LINEのスタンプ代わりに送ってもOK。
iPhone/iPad/ Android対応

アイデア
普段の写真を使って

で！
画がアプリ
消しゴム版

成イメージをご紹介。簡単に取り

入れられるものばかりなので、世

けしはん道場

界に一つだけの楽しいペット年賀

愛犬がスケ
ッチ風に

「世界一かんたんデジカメ年賀状 2021」
￥627
（発売：KADOKAWA）
デジカメやスマホで撮ったお気に入りの
写真を組み合わせて、かわいい年賀状が
作れる、年賀状作
成ソフト付きの素
材集。パソコンに
DVDをセットするだ
けでインストール
不要。
10/15㊍発売
3www.gashun.com/

状を作ってみてください。

使ったのはコレ！

近は年賀状アプリも充実し
ているので、スマホやデジ
カメで撮った写真を使って、誰で
も簡単に写真年賀状を作ることが
できます。でも単に、自分のかわ
いいペットの写真を送っても、押
し付けがましく感じられてしまう
恐れも…。そこで、ペット好きに
も、そうでない相手にも喜んでも
らえるような年賀状作りの心得を、
KADOKAWA の年賀状素材集

編集部の方に伺いました。

「ペット写真の年賀状を送る際に

いぬ

気を付けたいのは、不自然さを感

じさせないこと。戌年でもないの

画像を基にして、AIが絵を描いてくれるアプ
リ。油絵や色鉛筆など画材を選べ、コントラ
ストや彩度なども自由に調整可能。絵が完成
するまでの工程が見られるのも楽しい。
iPhone/iPad対応

に愛犬の写真を送ると、「なぜペッ

Artomaton お絵描き人工知能

トの写真なの？」と思う相手もい

何気ないペット写真も、画像加工アプリを使えばオリ
ジナリティあふれる個性的な仕上がりに！ 無料で手
軽に使えるおすすめのアプリをご紹介。

るでしょう。そこで、お正月らし

無料アプリで加工

さを演出したり、ユーモアや遊び

4

心のあるひと工夫をしてはいかが

アイデア

デザインで
ひと工夫
完成例

3

アイデア

マンガ風の
フキダシを付ける

日常で撮りだめているペットの写真を見
返して、セリフが付けられそうなものを
チェック。4コマなどコマが多いとスト
ーリーを考えるのが大変ですが、ひとコ
マならやりやすいハズ！ 干支にかけて
「今年モ～よろしく」
などダジャレを入れ
るだけでも、クスッと笑いを誘います。

2

お正月らしい背景で撮る
ペット同伴可能な神社で撮影をすれば、お正
月感がアップ！ 家の中なら、鏡餅や招き猫
など縁起物と一緒に撮るのも手です。最近は
100円ショップでもかわいい小物がそろって
いるのでチェックして。

コツ 真を
ト写

たペッ
変身させ
う、白
やすいよ
り
取
切り
キリし
ッ
などス
い壁の前
。写真に
を
影
撮
た背景で
ので、
トがある
インパク
ルなも
プ
ン
はシ
フレーム
イス。
のをチョ

完成例

アイデア

1

コスプレでかわいく変身

手軽にお正月らしさを感じさせる方法がコレ。21
年の干支であるウシのかぶり物やペットウエアを
着させれば、お祝いムード満点！ 人気のグッズ
は、年末が近づくと売り切れてしまう場合もある
ので、早めに入手しておきましょう。

おすすめグッズ

干支
なりき に
り！

年賀状用に撮影

写真で
ひと工夫

コツ

多頭飼いな
らペット同
士
の会話を
、1匹 の 場
合は
家族
（子供など
）
とペット
の会話調に
してみては
。
セリフに自
分の近況を
手
書きで入れ
て、相手に
よ
って書き分
けてもよい
。

after
19

千本鳥居は
絵になる！

r変身パーカー
（ウシ）
サイズ：犬用XS・SS・S・Mダ
ックスS・MダックスM

和装もイ
イネ！

神社の前でパ
チリ

r変身ほっかむり うし
カラー：2色
（黒×白、茶×白）
／
サイズ：犬用S･M、猫用1サイズ

びーる
生地がの

before

猫用も！

r猫小町 ちゃんちゃんこ
柄：4種／サイズ：猫用M・L、
犬用
（犬雅 ちゃんちゃんこ）
S・M・L

お問い合わせ／ペティオ
（すべてオープン価格） 3www.petio.com
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年以上の歴史を誇る
「メ

20

「下部尿路の健康維持フード」と

して、

信頼され続ける理由は、〝長い歴史

ディファス」
。多くの飼い主さんに

そもそも、猫の年齢によって、

があるから〞
だけではありません。

なりやすい尿路結石の種類は異な

ります。「メディファス」は、年齢

に応じてマグネシウム・カルシウ

ムのバランスを調整し、最適な尿

きめ細かく下部尿路の健康維持を

pH にコントロールすることで、

サポート。また、愛猫の体の状態

に合わせて、毛玉ケアやダイエッ

ト、腎臓の健康維持、ウエットタ

イプまで、豊富なラインアップか

ら選べるのも魅力です。さらに実

績と信頼を裏付ける、メーカーと

しての製品作りの取り組みにも注

大好評の犬用「ちゅ～る」に、見た目もボリュームも
インパクト抜群の新商品「ちゅ～る タワー」が仲間入り！

目。大切なねこちゃんの健康を支

が
犬用「ちゅ～る」
になって登場

えるフードは、しっかり納得して

べられる総
合栄養食

から選んであげましょう。

トロトロの液状おやつという

﹁ちゅ～る﹂
のイメージを一新する、

が新登場。プルンとしたゼリー状

タワー形状の
﹁ ち ゅ ～ る タ ワ ー﹂

なので、容器からお皿に出すとタ

ワーのようにそそり立ち、食べや

すさもアップしました。

※

主食として与えられる総合栄養

の乳酸菌を配合。
さらに従来の
﹁ち

食は、1 個あたり約1000 億個

ゅ～る﹂
で換算すると5
. 7 本分に

あたる g の大容量。それでいて

ドライフードの約1 ／4 のカロリ

ーなので、腹ペコなわんちゃんが

思う存分食べても安心です！

80

主食 で食

※配合時の理論値

NEW

5

つの特徴

1

乳酸菌1000億個※配合

2

主食として食べられる総合栄養食

3

ドライフードの約1/4のカロリー

4
5
総合栄養食
ささみ＆緑黄色野菜

な

腸内フローラを整えてくれる乳酸菌を
たっぷり配合。
必要な栄養素をバランスよく配合した
総合栄養食です。

同量のドライフード（約280kcal）と比べ、
カロリーは約1/4
（約75kcal）
。

2 つの配慮で

の
信頼 証

下部尿路ケアの
パイオニアフード

猫の下部尿路の
健康を維持

「下部尿路ケア」
を掲げるフードの多くは、
マグネシウムの含有量を調整したもの。 ミネラル含有量調整
「メディファス」
はそれに加え、適正な尿
pHになるように、原材料の組み合わせ
の段階で計算。よりこまやかに、下部尿
路の健康維持をサポートしています。
尿pH調整

それぞれの成長段階にふさわしい尿pH設計値と
マグネシウム、カルシウムの含有量（標準値）

配慮している結石のタイプ

尿pH
マグネシウム カルシウム
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 含有量（%） 含有量（％） マグネシウム カルシウム
設計値

たっぷり80gの大容量

従来の「ちゅ～る」に換算すると、5.7本
分の容量です。

手軽に水分補給できる

子ねこ
1歳から
7歳から

約90％が水分なので、食べながら手軽
に水分補給が可能。

6.3 ～6.6
6.1～6.4
6.2～6.5

11歳から

6.5～6.8

由来

由来

0.09

1.0

◎

ー

0.08

0.7

◎

ー

0.08

0.6 ※

◎

◎

0.08

0.7

◎

◎

食欲の

秋にぴ
ったり
の
「MEG 大容量
Aちゅ～る
」も人気
！
いつもの
「ちゅ～る」
じゃ物足り
ないという欲張りなわんちゃん
「MEGAちゅ～る」
用に、1本48gの
が新登場。とりささみ&5つの野
菜など、全4種がラインアップ。

21

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

総合栄養食
ビーフ・軟骨＆
ささみ・野菜

ねこちゃんの健康上のお悩みで気になる下部
尿路疾患は、毎日の食事でケアできます！
プレミアムフード「メディファス」が、多くの
飼い主さんに支持され続ける理由とは？

の
信頼 証

メディファス ドライ

総合栄養食
ささみ＆
チーズ・野菜

プレミアムな証

※7歳からチキン味の成分値

室内猫 毛玉ケアプラス
1歳から チキン&
フィッシュ味
（尿pH 6.1 ～ 6.4）

総合栄養食
ビーフ＆
ささみ・野菜

「メディファス」が

動物病院向けフード･
専門店向けフードも
手がけるメーカー

「メディファス」
を作っている
「ペットライン」
は、動物病院
で販売するドクターズブラン
ドや、ペット専門店用フード
も手がけるメーカー。量販店、
専門店、病院向けのすべての
商品に対応しているメーカー
は国内でも希少で、確かな品
質と安心を感じられます。

総合栄養食
ささみ・ツナ＆
緑黄色野菜

フルバージョンの 3 分 CM が公開中！
ここから
アクセス

の
信頼 証

ウェット
いろんなわんちゃんが登場する約3分間のフルバ
ージョンCMがWEB限定で公開中。おなじみの「ち
ゅ～るちゅ～る♪」
部分しか知らない人は、3番ま
で歌詞があるこちらも要チェック！

〈アドバンス〉
シリーズ
腎臓の健康維持
11歳頃から
（尿pH 6.6～6.9）

18歳から
腎臓の健康維持
（尿pH6.6～6.9）

国産メーカーでは希少！
自社研究所を持つ

国産ペットフードメーカーで、自社研究所を所有している会
社はごくわずか。獣医学、動物学、栄養学、食品化学などの
幅広い分野の専門家が、最新の設備と豊富なデータを駆使し、
よりおいしく、より安心で健康に配慮したフードの研究･開
発に日々取り組んでいます。

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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秋から冬は、ペットの下部尿路

疾 患 が 増 加！ そ の 理 由 は、 気 温

が下がると運動量が減って水を飲

む回数が少なくなること、エアコ

ンや床暖房などで室内が乾燥する

ことなどで、尿路に結晶ができや

すくなるためだといわれています。

対策としては、マグネシウムなど

こと、運動をすることと共に、水

を制限して尿のp H 値を調整する

フィルター式給水器
「ピュアク

をたくさん飲むことがとても重要。

リスタル」から登場した
「コパン」

は、
〝とにかく水を飲む〞
と評判。

通常、ペットに必要な飲水量は、
フードの乾 物 量（ 水 分を除いた
重量）の約 2.5 倍といわれていま
す。口にしたフードの水分含量、
気温や運動量などにも左右され
るので、ペットの体 調に合わせ
て調整してあげましょう。

利用者の声が証明する
〝たくさん

「水分摂取量が増える」「満腹感が

得られる」「味と食感のバラエティ

が楽しめて、嗜好性も高い」
と、猫

の飼い主さんの間で評判のミック

スフィーディング。ドライ& ウェ

ットフードを組み合わせて与える

ミックスフィーディングに、歯の

噛むことで歯石の蓄積が抑えら
れる猫用おやつ。通常より穴の
多い形状など科学的に設計され、
アメリカの獣医口腔衛生協議会
にも認められています。チキン
とサーモン味の2種。

「ピュリナ デンタライフ」
チキン
（左）、サーモン味（右）

ドライフードで
主食としての栄養摂取

フィーディング

飲み位置が猫にとって
楽そうなのがよかった
です
（30代会社員）

わんちゃ
ん用も
あ り ます
！

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

デンタルケアスナック
「ピュリナ デンタライフ」

噛むデンタルケアで
おやつタイム

新 ミックス

ピュアクリスタル製品で、水を飲まなかった場合は、
商品代金を全額返金してくれるキャンペーンを11月
から実施。購入期間：11/1㊐～ 2021年1/31㊐ 申込
締切：2021年2/28㊐。詳しくは右記のQRコードから。

23

健康をケアするおやつも合わせた

水が湧き出る部分で飲
んでいて、いつもより
水が飲みやすそうでし
た
（30代主婦）

ゴミやホコリが浮くこ
専用フィルターで
ともなく清潔感がある
（30代会社員）
食べカスや被毛、
ホコリなどをキャッチ！

ピュアクリスタル コパン
猫用 ベージュ

進化系が登場しました。この 新ミ

ヒゲが当たらず、
猫が水をなめる飲み方に
適したファンネル

約7.5 ～10㎝の
猫が飲みやすい高さ

※ピュアクリスタル全品対象（犬猫用本体のみ。 交換用フィルターなどは
除く）。 申込締切は変更になる場合があります

ックスフィーディングにおすすめ

流れる水が飲みやすい
のか、水が浄化されて
おいしいのか、1回の
飲む量がすごく増えま
した
（20代主婦）

なのが、
「ピュリナ ワン」
と
「ピュリ

1粒あたり約1.3kcal、標準体重の成猫で1日約22kcalと
ヘルシー。合成着色料・香料無添加。

「ピュアクリスタル コパン」なら

流れる水と
たまった水の
どちらからも飲める

ナ デンタライフ」
の組み合わせです。

の声で
みんな
わかる

専門栄養士が栄養設計を手がけた

ヘルシーな安心おやつ

「ピュリナ ワン」
のドライ&ウェッ

栄養もおいしさも抜群

カルシウム、タウリンなどを配合した栄養面に加え、
猫が喜んで食べてくれる抜群のおいしさも追求。

トフードに、歯磨き効果のある噛

サクサク噛める形状

通常の粒よりも穴が多いクリスピーな粒は、サクサク
噛むことで歯石の蓄積をコントロールしてくれます。

むデンタルケアスナック
「ピュリナ

歯石のコントロールを助け、歯磨き効果があることを、
が承認。
アメリカの獣医口腔衛生協議会
（VOHC）

栄養面も考慮された 新ミックス

VOHC認定マーク取得

4 つのポイント！

デンタライフ」
を追加。

室内が乾燥する秋冬は、ペットの隠れ脱水症、ひいては下部尿路疾患に注意。
たくさん飲むと評判の「ピュアクリスタル コパン」で愛猫の健康をサポートしましょう。

ィング〞が

ィーデ
〝ミックスフ
る
え
与
て
せ
提案です。
を組み合わ
せた新しい
ットフード
わ
ェ
合
ウ
も
&
イ
つ
ラ
や
ド
するお
健康をケア
進化。歯の
フィーディングで、ワンランク上

「ピュアクリスタル コパン」で
下部尿路対策をサポート

で
グ
ン
ィ
デ
ー
ィ
フ
ス
ク
ッ
新ミ
感！
実
を
い
違
に
康
健
に
ら
さ
の
「健康の違い」
が実感できるはず

かり水分補給！
っ
し
そ
こ
冬
秋
る
乾燥す

Ｐ
30％Ｕ

をプラス！
つ
や
お
に
ェット
ドライ × ウ

です。

飲水量

約2.5倍が
必要

飲む〞
「ピュアクリスタル コパン」

※フードからとる水分を含む

ドライフードの

を試すなら、飲まなかったら返金

2㎏
3㎏
4㎏
5㎏
6㎏
7㎏
8㎏
9㎏
10㎏

1日の水の必要量
140㎖
190㎖
240㎖
280㎖
320㎖
360㎖
400㎖
440㎖
470㎖

キャンペーンがあるこの機会に！

猫が 1日に必要な水分量
ペットの体重

ピュアクリスタル コパン
犬用 スモークブルー

ウェットフードで
水分摂取量が増加

「ピュリナ ワン」
ドライフード

「ピュリナ ワン」
ウェットフード

専門栄養士が提唱する 〝健康6要素〞を最適なバランスで含ん
だオール・イン・ワン・フード。優れた動物性たんぱく資源と
なる新鮮な肉や魚を原材料にふんだんに使用しています。

獣医師と栄養学者によって開発された機能的なラインアップ
は、1歳までの子ねこ用、室内飼い猫用が追加されて全6種類
に。水分摂取量の増加に役立つ総合栄養食です。

お問い合わせ／ネスレ ピュリナ ペットケア お客様相談室 20120・262・333 3nestle.jp/brand/one/cat/ 取材・文＝越智龍二
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★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

名様

内容量：各80g

詳細はP21

名様

ねこちゃんの下部尿路をケア
しながら、いろんな味を飽き
ずに楽しめる新商品が登場。
使い勝手のいい小分け5袋入
りを24名様にプレゼント。

犬用
「ちゅ～る」
がタワーに
なった、見た目もボリュー
ムもインパクト抜群の新商
品。人気の3種をセットに
して24名様にプレゼント。

●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

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

住商アグロインターナショナル
（ハーツ）

チューデント超小型犬専用（7本）、超小型～小型犬用（5本）、
小型～中型犬用（4本）、7歳からのチューデント超小型犬専用（7本）、
超小型～小型犬用（5本）、小型～中型犬用（4本） 詳細はP15

計

30
名様

ネスレ ピュリナ ペットケア

「ピュリナ デンタライフ」チキン（51g）、
「ピュリナ ワン」キャット パウチ 尿路の健康維持（70g）
詳細はP22

噛むことで歯石の蓄積が抑
えられるおやつと、獣医師
と栄養学者によって開発さ
れたウェットフード。それ
ぞれ10名様にプレゼント。

●103・3365・1220 3hartz.jp

●20120・262・333 3nestle.jp/brand/one/cat/

リッチェル

1

詳細はP16

各

10
名様

噛むたびにチキンフレーバ
ーがあふれ出す、長時間噛
み続けられる歯みがきガム。
6種のうち1種を2個セットに
（計30名様）
に。
して、各5名様

もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60、
6種セットで
もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 屋根面、 各
キャンピングキャリー ダブルドア S、
名様
お掃除簡単ステップ壁付トイレ レギュラー、
ウォーターノズル、こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ S

スティック
プレーン
（100g）

ピュアクリスタル コパン
犬用 スモークブルー、猫用 ベージュ

ジェックス

ふんわりリッチな口当たり

「絹紗」

絹のようになめらかでふんわりと柔
らかい食感が特徴のごほうびおやつ。
保存料・合成着色料・発色剤・酸化防
止剤は使わず、鶏ささみの旨味と香
りをいかした味わいです。スティッ
ク・キューブ・カットの3形状に加え、
各タイプの野菜入りもラインアップ。

大

ペットフードとしてはいち早

内容量：600（
g 120g×5袋） 詳細はP14

3種セットを

24

く、
健康に着目して発売された
「無

24

いなばペットフード

〈ちゅ～る タワー〉総合栄養食 ささみ＆緑黄色野菜、
ビーフ＆ささみ・野菜、ささみ＆チーズ・野菜

添加良品」シリーズ。愛犬の健康

日本ペットフード

キューブ プレーン
（100g）

を大切にするヘルシーなおやつは、

●20120・572・285 3www.petline.co.jp

20

年以上にわたり、愛犬家から支

●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp

持され続けています。同シリーズ

下部尿路の健康維持フード
として20年以上の歴史を誇
る
「メディファス」
。多くの
飼い主さんに支持されるロ
ングセラーを10名様に。

名様

の
「絹紗」
は、無添加のコンセプト

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。

コンボ キャット
下部尿路の健康維持アソート

10

詳細はP20

はそのままに、よりリッチな味わ

内容量：1.41㎏

いが楽しめるごほうびおやつ。さ

名様

メディファス 避妊・去勢後のケア 子ねこから10歳
まで チキン＆フィッシュ味

らにグルコサミンやコンドロイチ

12

各

カットタイプ プレーン
（100g）

ン、コラーゲンなどを配合したプ

内容量：各200g（50g×4袋）
詳細はP6

ペットライン

レミアム仕様です。無添加のヘル

クローバースタイル 素材の旨味 鶏肉 成犬用、シニア犬用

2個セットを

シーおやつと同様に大切な運動も

デビフペット

セットにして、愛犬の健康維持を

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。

サポートしましょう。

PRESENT

★

国産鶏のささみ
しっとり細切り
（140g）

国産鶏のむね肉
しっとり細切り
（140g）

家族だからこ
な
切
そ

「無添加良品」
シリーズで
愛犬の健康を
サポート♡

〝気になる添加物〞は使わない、加えない
「無添加良品」。いつまでも一緒にい
たい愛犬だからこそ、こだわって
与えたいシリーズです。

国産鶏のむね肉
ほぐれるスティック
（120g）

バラエティ豊富な

「無添加良品」
「＂気になる添加物＂ は使わない、加
えない」ポリシーをもって開発され
た、1997年発売のロングセラー。猫
用もそろったバラエティ豊かなアイ
テムは、
＂お肉の旨味を味わう＂＂オー
ラルケアガム＂ など、素材ごとに分
類されたわかりやすさも特徴です。

各

1

詳細はP23

名様

ペットが安心・安全に新鮮
な水が飲める給水器をプレ
ゼント。飲水量を増やして
体調管理をサポート！ 犬
用、猫用を各1名様に。

スティック 野菜入り
（100g）

カットタイプ 野 菜
入り
（100g）

国産鶏の
白むね肉巻き
（9本）

●2072・966・0054 3www.gex-fp.co.jp

ドギーマンハヤシ

「ミーティ ふわとろ」ササミ味、レバー味、砂ぎも味、
「キャット ミーティ ふわとろ」ササミ味、マグロ味、カツオ味
内容量：各50g

3種セットで

10

各

名様

●20120・086・192 3www.doggyman.com

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）

●20120・133・035 3www.petio.com

●103・3669・7064

ホームページよりご応募ください

3sp.walkerplus.com/wannyan/

締め切り●2020年

11/20㊎

10
名様

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ひ
と口サイズの国産ケアサプ
リメント。動物病院専用品。

チューイングコラーゲン
ロープ
（10本）

名様

＂気になる添加物＂は使わない、加
えないわんちゃん用おやつ。国産
鶏を使った 5 種に、ガムも追加し
た全6種をセットにして10名様に！

＂ふわふわ＂と＂とろとろ＂の2
種類の食感を楽しめる、新
食感おやつ。犬用3種、猫
用3種をそれぞれセットに
して、各10名様に！

応募
方法

10

※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

♪
運動もとっても大切
の
日
毎
ー」で

ォーカ
！
「ドギーウ
歩が快適に
お散

健康に配慮した食事とセット
にしたいのが、適度な運動。
ボタンを押すだけのワンタッ
チでロックとフリーが切り替
わる
「ドギーウォーカー」
、フ
リーの長さを選べる「2段式ド
ギーウォーカー」で、快適なお
散歩に出かけましょう。

国産鶏の
赤もも肉巻き
（9本）

ドギーウォーカー
チョコとネイビーのトラ
ッドな新色も登場したス
タイリッシュなリード。
リードの長さはSS（超小
型犬用）
の4.5 m、 S
（小型
犬用）
～の5mで固定

けで切
すだ

替

25

詳細はP17

ペティオ

詳細はP24

キューブ 野菜入り
（100g）

6種セットを

押

●2076・478・2957 3www.richell.co.jp

前面パネルがフルオープンできる、
お掃除ラクラクなペットサークル
を屋根付きでプレゼント！ さら
に壁付トイレに、ウォーターノズ
ル、キャンピングキャリー、脚付
ディッシュも合わせた6種の豪華
セット。写真のピンク系のほか、
ブラウン系、ホワイト系でまとめ
た各セットをそれぞれ1名様に！

無添加良品 国産鶏のささみしっとり細切り（140ｇ）、国産鶏のむね肉しっとり
細切り（140ｇ）、国産鶏のむね肉ほぐれるスティック（120ｇ）、国産鶏の白むね肉
巻き（9本）、国産鶏の赤もも肉巻き（9本）、チューイングコラーゲン ロープ（10本）

2 段式ドギーウォーカー

愛犬への負担が少ない伸縮リードは、
シーンによって長さを変更できる2段
式。思い切り走らせたい時は5m、し
っかりコントロールしたい時は1.2mに

ーの長さが選べる
フリ

1.2m

5m

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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