
新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ORIJEN PAPPY　- オリジンパピー -

代謝エネルギー 3960 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき451 kcal)

オリジンパピーは放し飼いの鶏肉や七面鳥肉、自然の海で
漁獲された魚、巣に産み落とされた全卵など

新鮮食材を使用しており、子犬が本来必要とする
ホーププレイ比率で良質なたんぱく質と脂肪を含んでいます。

１日の給餌量　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。
新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵,新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏
レバー,新鮮七面鳥レバー, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, ディハイド
レート鶏肉,ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー, ディ
ハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 新鮮チキン
ネック,新鮮鶏腎臓, 鶏肉脂肪, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, 天然鶏肉風味, レンズ豆繊
維, ニシン油, 粉砕鶏骨,鶏軟骨, 七面鳥軟骨,乾燥ケルプ,フリーズドライ 鶏レバー,フリーズドライ
七面鳥レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウ
レン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリン
ゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール（天然
酸化防止剤）,チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾
燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクト

原材料

保証成分

粗たんぱく質(以上) 38 %　粗脂肪(以上) 20 %　粗繊維(以下) 6 %　水分（以下） 12 %　カルシウム
(以上) / リン(以上) 1.2 % / 0.9 %　オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 %　オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %

DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %　グルコサミン*(以上) 700 mg/kg　コンドロイチン硫酸*(以上)
600 mg/kg

原産国 アメリカ

現在の体重

2㎏

5㎏

10㎏

15㎏

成犬時の体重５㎏ 成犬時の体重10㎏ 成犬時の体重20㎏ 成犬時の体重30㎏

76ｇ 76ｇ 76ｇ 76ｇ

76ｇ 114ｇ 152ｇ 152ｇ

25㎏

20㎏

114ｇ 200ｇ 257ｇ

266ｇ 266ｇ

200ｇ

30㎏ 285ｇ

342ｇ

303ｇ



原材料

新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵,新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏
レバー,新鮮七面鳥レバー, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, ディハイド
レート鶏肉,ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー, ディ
ハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 新鮮チキン
ネック,新鮮鶏腎臓, 鶏肉脂肪, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, 天然鶏肉風味, レンズ豆繊
維, ニシン油, 粉砕鶏骨,鶏軟骨, 七面鳥軟骨,乾燥ケルプ,フリーズドライ 鶏レバー,フリーズドライ
七面鳥レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウ
レン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリン
ゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール（天然
酸化防止剤）,チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾
燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクト

ORIJEN PAPPY LARGE　- オリジンパピーラージ -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。

高たんぱくで低カロリーなオリジン・パピーラージは
放し飼い鶏肉や七面鳥、自然の海で漁獲された魚、
巣に産み落とされた卵など新鮮食材を使用しており、

子犬が本来必要とする良質なたんぱく質と脂肪を豊富に含んでいます。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 38 %　粗脂肪(以上) 16 %　粗繊維(以下) 6 %　水分（以下） 12 %　カルシウム

(以上) / リン(以上) 1.1 % / 0.9 %　オメガ6脂肪酸*(以上) 3 %　オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %　DHA /
EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %　グルコサミン*(以上) 700 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 600 mg/kg

代謝エネルギー 3760 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき429 kcal)

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 成犬時の体重30㎏ 成犬時の体重40㎏ 成犬時の体重50㎏ 成犬時の体重60㎏

10kg 266ｇ 266g 266g 266g

5㎏ 152ｇ 152g 152g 152g

30kg 303g 485g 485g 485g

20kg 342ｇ 342g 456g 456g

50kg 456g 541g

40kg 380g 456g 608g 608g

80kg

60kg 513g

70kg

成犬時の体重80㎏

152g

266g

456g

608g

608g

713g

608g

456g

成犬時の体重70㎏

608g

152g

266g

713g

827g

684g

627g

570g



原材料

新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏
レバー, 新鮮七面鳥レバー, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, ディハイド
レート鶏肉,ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー, ディ
ハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆,新鮮チキン
ネック, 新鮮鶏腎臓, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, 鶏肉脂肪, 天然鶏肉風味, ニシン油, 粉
砕鶏骨, 鶏軟骨, 七面鳥軟骨, 乾燥ケルプ,フリーズドライ 鶏レバー, フリーズドライ 七面鳥レバー,
新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラ
シ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと梨,
カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）, チコ
リー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥 ラクトバチルス
アシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発

ORIJEN ORIGINAL　- オリジンオリジナル -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。

数々の受賞歴を誇るオリジン・オリジナルは
ホールプレイ比率で放し飼いの鶏肉や七面鳥、

自然の海で漁獲された魚、巣に産み落とされた卵などの新鮮食材
を使用しており、愛犬に必要な栄養を自然な食事から

与えることができます。

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重
活発ではない犬

（１時間未満の運動）
活発な犬

（１時間以上の運動）

保証成分

粗たんぱく質(以上) 38 %　粗脂肪(以上) 18 %　粗繊維(以下) 4 %　水分（以下） 12 %　カルシウム
(以上) / リン(以上) 1.2 % / 0.9 %　オメガ6脂肪酸*(以上) 3.3 %　オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %

DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %　グルコサミン*(以上) 700 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 600
mg/kg

代謝エネルギー 3940 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき449 kcal) 

原産国 アメリカ

10㎏ 86g 152g

2㎏ 28g 38g

5㎏ 57g 86g

20㎏ 171g 257g

30kg 228g 342g

60kg 380g 570g

40kg 285g 428g

50kg 342g 513g



原材料

新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏
レバー, 新鮮七面鳥レバー, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, ディハイド
レート鶏肉, ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー,
ディハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 新鮮チ
キンネック,新鮮鶏腎臓, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, レンズ豆繊維,天然鶏肉風味, 鶏軟
骨, ニシン油, 粉砕鶏骨, 鶏肉脂肪, 七面鳥軟骨,乾燥ケルプ, フリーズドライ 鶏レバー, フリーズド
ライ 七面鳥レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮
ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごと
リンゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール
（天然酸化防止剤）, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベ
リー, 乾燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾

ORIJEN SENIOR　- オリジンシニア -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。

オリジンシニアは、炭水化物を制限すると同時に、ホールプレイ比率に
放し飼いの鶏肉や七面鳥肉、自然の海で漁獲された魚、

巣に産み落とされた卵から犬が本来必要とする
良質のタンパク質が十分に摂取できます。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 38 %粗脂肪(以上) 15 %粗繊維(以下) 8 %水分（以下） 12 %カルシウム(以上)
/ リン(以上) 1.2 % / 0.9 %オメガ6脂肪酸*(以上) 3 %オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %DHA / EPA (以

上) 0.2 % / 0.2 %グルコサミン*(以上) 700 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 600 mg/kg

代謝エネルギー 3630 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき414 kcal)

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 体重維持 減量

2㎏ 38g 28ｇ

5㎏ 76ｇ 57g

10㎏ 114ｇ 86ｇ

20㎏ 189ｇ 171ｇ

30kg 266ｇ 228g

60kg 428ｇ 380g

40kg 314ｇ 285g

50kg 380g 342g



原材料

新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, 新鮮丸ごと大西洋カレイ, 新鮮丸ごとアカディ
アンレッドフィッシュ, 新鮮大西洋アンコウ, 新鮮丸ごとシルバーヘイク, 乾燥丸ごとサバ, 乾燥丸ご
とニシン, 乾燥 アオギス, ニシン油, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 乾
燥 スケトウダラ, 乾燥 アラスカポロック, ヒマワリ油, 丸ごとイエローピース, 丸ごとピント豆, 丸ごと
ヒヨコ豆,丸ごとグリーンレンズ豆, レンズ豆繊維, 天然魚風味, ベニバナ油,フリーズドライ タラレ
バー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新
鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン,新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ご
と梨, 乾燥ケルプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール（天然
酸化防止剤）, 銅タンパク化合物, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ,
ジュニパーベリー, 乾燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発
酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

ORIJEN SIX FISH　- オリジンシックスフィッシュ -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥魚
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮魚だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジンシックスフィッシュは、新鮮な状態でキッチン地
搬送した大西洋さんの多種の魚をホールプレイ比率で丸ごとたっぷり

と使用しており、犬が本来必要とする栄養を豊富に
含んでいます。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 38 %粗脂肪(以上) 18 %粗繊維(以下) 4 %水分（以下） 12 %カルシウム(以上)
/ リン(以上) 1.4 % / 1.2 %オメガ6脂肪酸*(以上) 2.3 %オメガ3脂肪酸*(以上) 2 %DHA / EPA (以

上) 1 % / 0.6 %グルコサミン*(以上) 800 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 600 mg/kg

代謝エネルギー 代謝エネルギーは、3940 kcal/kg（250ミリカップ1杯につき 449 kcal）

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重
活発ではない犬

（１時間未満の運動）
活発な犬

（１時間以上の運動）

2㎏ 28g 38g

5㎏ 57g 86g

10㎏ 86g 152g

20㎏ 171g 257g

30kg 228g 342g

60kg 380g 570g

40kg 285g 428g

50kg 342g 513g



原材料

新鮮アンガスビーフ, 新鮮イノシシ肉, 新鮮ヤギ肉,新鮮ラム肉, 新鮮ラムレバー, 新鮮牛レバー,
新鮮牛トライプ, 新鮮イノシシレバー, 新鮮マトン肉, 新鮮牛心臓, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮ヘ
リテージ豚肉, 乾燥 ヤギ肉, 乾燥 イノシシ肉, 乾燥 ラム肉,乾燥丸ごとサバ, 丸ごとグリーンピー
ス, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, 新鮮牛腎臓, 新鮮豚レバー,乾燥丸ごとニシン, 丸ごとヒヨコ
豆, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとシロインゲン豆, 乾燥牛肉, 丸ごとイエローピース, レンズ豆繊
維, 天然豚肉風味, 新鮮豚腎臓, 牛肉脂肪, ニシン油, 乾燥 マトン肉, 新鮮ラムトライプ,新鮮イノシ
シ心臓, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草,
新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮
丸ごと梨, 乾燥ケルプ, フリーズドライ 牛レバー, フリーズドライ牛トライプ, フリーズドライ ラムレ
バー, フリーズドライ ラムトライプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコ
フェロール（天然酸化防止剤）, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュ

ORIJEN REGIONAL RED　- オリジンレジオナルレッド -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥肉
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮肉だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジンレジオナルレッドは、地元で放牧飼育されたアンガスビーフ、
イノシシ、ボーアヤギ、ラム、ヨークシャ豚の新鮮肉を

ホールプレイ比率で使用し、愛犬に必要な栄養を
たっぷり含む製品です。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 38 %粗脂肪(以上) 18 %粗繊維(以下) 4 %水分（以下） 12 %カルシウム(以上)/
リン(以上) 1.9 %/1.4 %オメガ6脂肪酸*(以上) 2 %オメガ3脂肪酸*(以上) 1 %DHA / EPA (以上) 0.4

% / 0.2 %グルコサミン*(以上) 900 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 400 mg/kg

代謝エネルギー 3940 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき449 kcal) 

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重
活発ではない犬

（１時間未満の運動）
活発な犬

（１時間以上の運動）

2㎏ 28g 38g

5㎏ 57g 86g

10㎏ 86g 152g

20㎏ 171g 257g

30kg 228ｇ 342g

60kg 380g 570g

40kg 285g 428g

50kg 342g 513g



ORIJEN FIT & TRIM DOG　- オリジン・フィット＆トリム -

愛犬の体重が増えすぎている場合、健康のため、タンパク質が豊富でカロリーが制限された食事が必要です。
オリジン・フィット＆トリムは、脂肪と炭水化物の量を制限し、かぼちゃ、リンゴ、スクワッシュなどの食物繊維をWholePrey™比率に

見合うよう配合するとともに、放し飼いの家禽肉や自然の海で漁獲された魚、巣に産み落とされた卵などの新鮮食材から良質の動
物性タンパク質を豊富に摂取できます。

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。

原材料

新鮮鶏肉、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮タラレバー、新鮮全卵、アブラガレイ、新鮮七
面鳥肉、新鮮丸ごと大西洋ニシン、新鮮鶏心臓、新鮮七面鳥心臓、ディハイドレート鶏レバー、

ディハイドレート七面鳥レバー、ディハイドレートイワシ、ディハイドレート鶏肉、ディハイドレート七
面鳥肉、丸ごとグリーンピース、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとグリーンレンズ豆、ニン
ジン繊維、エンドウ豆繊維、リンゴ繊維、丸ごとピント豆、丸ごとシロインゲン豆、天然鶏肉風味、

粉砕鶏骨と軟骨、ディハイドレートカボチャ、ディハイドレートバターナッツスクワッシュ、ニシン油、
レンズ豆繊維、乾燥ケルプ、フリーズドライ鶏レバー、フリーズドライ七面鳥レバー、フリーズドライ
タラレバー、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮ケール、新鮮ホウレ
ン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとレッドデリ
シャスリンゴ、丸ごとバートレット梨、カボチャの種、ヒマワリの種、亜鉛タンパク化合物、ミックスト
コフェロール（天然酸化防止剤)、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテ
ア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、ドライラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、ドライ

プロバイオティクス発酵生成物、ドライラクトバチルスカゼイ発酵生成物

保証成分

粗たんぱく質(以上) 42 %　粗脂肪(以上) 13 %　粗繊維(以下) 8 %　水分（以下） 12 %
カルシウム(以上) 1.7 %　リン(以上) 1.4%　オメガ6/3 脂肪酸*(以上) 2.5% / 1% DHA (以上) 0.2%

EPA (以上) 0.1 %　グルコサミン*(以上) 1,200 mg/kg
コンドロイチン硫酸*（以上）1,000 mg/kg　L-カルニチン 62mg/kg

代謝エネルギー 3530 kcal/kg (250ミリ/120グラムカップ1杯につき402 kcal) 

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 減量体重維持

2㎏ 28g38g

5㎏ 57g71ｇ

10㎏ 99ｇ114ｇ

20㎏ 172ｇ190ｇ

30kg 228ｇ256ｇ

40kg 285ｇ313ｇ

50kg 342g370ｇ

60kg 399ｇ427ｇ



原材料

新鮮ヤギ肉, 新鮮イノシシ肉, 新鮮鹿肉, 新鮮ホッキョクイワナ, 新鮮鴨肉, 新鮮イノシシレバー, 新
鮮鴨レバー, 新鮮マトン肉, 新鮮ニジマス, 新鮮イノシシ腎臓, 新鮮丸ごとサバ, 新鮮丸ごとイワシ,
乾燥 ラム肉, 乾燥 マトン肉,乾燥 スケトウダラ,乾燥 アオギス,乾燥丸ごとニシン, 丸ごと赤レンズ
豆, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエローピース, ピント
豆, レンズ豆繊維, 鴨肉脂肪, 新鮮マトントライプ, ニシン油, 新鮮ヤギ心臓,新鮮ヤギ腎臓, 新鮮ヤ
ギレバー, 新鮮鹿レバー, 新鮮鹿心臓, 新鮮マトンレバー, 新鮮イノシシ心臓, 丸ごとシロインゲン
豆, フリーズドライヤギレバー,フリーズドライ 鹿レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバター
ナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとパースニップ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸
ごとリンゴ, 新鮮丸ごとバートレット梨, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ
菜, 乾燥ブラウンケルプ, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 亜鉛キレート, ミック
ストコフェロール（天然酸化防止剤）, チコリー根, ターメリック根, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー,

ORIJEN TUNDRA　- オリジンツンドラ -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥肉
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮肉だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジンシリーズのツンドラは、ホールプレイ比率に見合うよう
新鮮なヤギやイノシシの肉、牧場で飼育された鹿肉、ホッキョクイワナ、

鴨肉、マトン肉、ニジマス、丸ごとのイワシを
新鮮な状態で加工しており、食材の栄養と美味しさが凝縮されています。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 40 %粗脂肪(以上) 18 %粗繊維(以下) 5 %水分（以下） 12 %カルシウム(以上)
1.9% リン(以上) 1.5 % オメガ6脂肪酸*(以上) 1.8 %オメガ3脂肪酸*(以上) 1.4 %DHA / EPA (以上)
0.5 % / 0.4 %グルコサミン*(以上) 600 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 800 mg/kg

代謝エネルギー 3860 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき461 kcal) 

原産国 カナダ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重
活発ではない犬

（１時間未満の運動）
活発な犬

（１時間以上の運動）

2㎏ 30g 40g

5㎏ 60g 90g

10㎏ 120g 150g

20㎏ 160g 240g

30kg 240g 330g

60kg 390g 570g

40kg 280g 420g

50kg 330g 480g



原材料

新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏
レバー, 新鮮七面鳥レバー, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓, ディハイド
レート鶏肉, ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー,
ディハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆, 新鮮チ
キンネック, 新鮮鶏腎臓, 鶏肉脂肪, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆天然鶏肉風味, レンズ豆
繊維, ニシン油, 粉砕鶏骨, 鶏軟骨, 七面鳥軟骨, 乾燥ケルプ, フリーズドライ 鶏レバー, フリーズド
ライ七面鳥レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮
ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜,新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリ
ンゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒマワリの種, 塩化コリン, 亜鉛タンパク化合物, 銅タンパク化
合物, ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）,チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根,
ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイ

ORIJEN CAT&KITTEN　- オリジンキャット＆キティ -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。

オリジンキャット＆キティは、ホールプレイ比率で
放し飼いの鶏肉や七面鳥、自然の海で漁獲された魚、
巣に産み落とされた卵などの新鮮食材を使用しており、

愛猫に必要な栄養を自然な食事から与えることができます。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 40 %粗脂肪(以上) 20 %粗繊維(以下) 3 %水分（以下） 10 %カルシウム(以上)
1.2 %リン(以上) 1 %マグネシウム（以下） 0.1 %タウリン(以上) 0.2 %オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 %オメ
ガ3脂肪酸*(以上) 0.8 %DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 %

代謝エネルギー 4060 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき463 kcal) 

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 通常 肥満

2㎏ 38g

3kg 57g

4kg 57g

5kg 76g 57g

6kg 86g 57g

8kg 100g 76g

10kg 114g 86g

86g

114g

シニア

29g

38g

43g

57g

71g



原材料

新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, 新鮮丸ごと大西洋カレイ, 新鮮丸ごとアカディ
アンレッドフィッシュ, 新鮮大西洋アンコウ, 新鮮丸ごとシルバーヘイク, 乾燥丸ごとサバ, 乾燥丸ご
とニシン, 乾燥 アオギス, ニシン油, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 丸ごと赤レンズ
豆, 乾燥 スケトウダラ, 乾燥 アラスカポロック, ヒマワリ油, 丸ごとピント豆, 丸ごとヒヨコ豆, 天然魚
風味, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとイエローピース, ベニバナ油, レンズ豆繊維, フリーズドライ
タラレバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン
草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新
鮮丸ごと梨,乾燥ケルプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 塩化コリン, 亜鉛タンパク化合物, ミックスト
コフェロール（天然酸化防止剤）, 銅タンパク化合物, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア
根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロ
バイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

ORIJEN SIX FISH CAT　- オリジンシックスフィッシュキャット -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥魚
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮魚だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジン6フィッシュは新鮮な状態でキッチンに
搬送した大西洋産の多様な魚をホールプレイ比率で
丸ごとたっぷりと使用しており、猫が本来必要とする

栄養を豊富に含んでいます。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 40 %粗脂肪(以上) 20 %粗繊維(以下) 3 %水分（以下） 10 %カルシウム(以上)
1.5 %リン(以上) 1.3 %マグネシウム（以下） 0.1 %タウリン(以上) 0.3 %オメガ6脂肪酸*(以上) 2.5 %オ
メガ3脂肪酸*(以上) 2.1 %DHA / EPA (以上) 1.1 % / 0.65 %

代謝エネルギー 代謝エネルギーは、4060 kcal/kg（250ミリカップ1杯につき 463 kcal）

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 通常 肥満

2㎏ 38g

3kg 57g

4kg 57g

5kg 76g 57g

6kg 86g 57g

8kg 100g 76g

10kg 114g 86g 114g

シニア

29g

38g

43g

57g

71g

86g



ORIJEN REGIONAL RED CAT　- オリジンレジオナルレッドキャット -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥肉
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮肉だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジンレジオナルレッドは、地元で放牧飼育された
アンガスビーフ、ボーアヤギ、ラム、ヨークシャ豚の新鮮肉を
ホールプレイ比率で使用し、愛猫に必要な栄養をたっぷり

含む製品です。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 40 %粗脂肪(以上) 20 %粗繊維(以下) 3 %水分（以下） 10 %カルシウム(以上)
1.9 %リン(以上) 1.4 %マグネシウム（以下） 0.1 %タウリン(以上) 0.2 %オメガ6脂肪酸*(以上) 2 %オメ
ガ3脂肪酸*(以上) 1.2 %DHA / EPA (以上) 0.45 % / 0.25 %

代謝エネルギー 4060 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき463 kcal) 

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 通常 肥満

2㎏ 38g

3kg 57g

4kg 57g

5kg 76g 57g

6kg 86g 57g

114g

新鮮アンガスビーフ, 新鮮イノシシ肉, 新鮮ヤギ肉, 新鮮ラム肉, 新鮮ラムレバー, 新鮮牛レバー,
新鮮牛トライプ, 新鮮イノシシレバー, 新鮮マトン肉, 新鮮牛心臓, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮ヘ
リテージ豚肉, 乾燥ヤギ肉, 乾燥 イノシシ肉, 乾燥 ラム肉, 乾燥丸ごとサバ, 丸ごとグリーンピー
ス, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, 新鮮牛腎臓, 新鮮豚レバー,乾燥牛肉, 乾燥 マトン肉, 牛肉
脂肪, 乾燥丸ごとニシン, 丸ごとイエローピース, 丸ごとヒヨコ豆, 新鮮豚心臓, 新鮮豚腎臓, 天然豚
肉風味, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとシロインゲン豆, ニシン油, 新鮮ラムトライプ, レンズ豆繊
維, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮
カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ,新鮮丸ごと
梨, 乾燥ケルプ, フリーズドライ 牛レバー, フリーズドライ 牛トライプ, フリーズドライ ラムレバー, フ
リーズドライ ラムトライプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物,ミックストコフェロール
（天然酸化防止剤）, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベ
リー, 乾燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾
燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物.

原材料

シニア

29g

38g

43g

57g

71g

86g8kg 100g 76g

10kg 114g 86g



10ｋｇ 128ｇ 86ｇ

6kg 86ｇ 71ｇ

8ｋｇ 114ｇ 76ｇ

４㎏ 71ｇ 57ｇ

5kg 76ｇ 71ｇ

2㎏ 38ｇ -

３㎏ 57g 43ｇ

原産国 アメリカ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 体重維持 減量

原材料

新鮮鶏肉、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮七面鳥肉、新鮮全卵、アブラガレイ、新鮮七
面鳥心臓、新鮮丸ごと大西洋ニシン、新鮮鶏心臓、新鮮タラレバー、ディハイドレート鶏レバー、
ディハイドレート七面鳥レバー、ディハイドレートイワシ、ディハイドレート鶏肉、ディハイドレート七
面鳥肉、ディハイドレートニシン、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとグリーンピース、丸ご
とグリーンレンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとシロインゲン豆、天然鶏肉風味、リンゴ繊維、レンズ
豆繊維、丸ごとイエローピース、ディハイドレートカボチャ、ディハイドレートバターナッツスクワッ

シュ、鶏軟骨、乾燥ケルプ、フリーズドライ鶏レバー、フリーズドライ七面鳥レバー、フリーズドライ
タラレバー、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮ケール、新鮮ホウレ
ン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとレッドデリ
シャスリンゴ、丸ごとバートレット梨、カボチャの種、ヒマワリの種、塩化コリン、亜鉛タンパク化合
物、ミックストコフェロール（天然酸化防止剤）、チアミン硝酸塩、チコリー根、ターメリック、サルサ
根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、ドライラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成

物、ドライプロバイオティクス発酵生成物、ドライラクトバチルスカゼイ発酵生成物

保証成分
粗たんぱく質(以上) 44 %　粗脂肪(以上) 15 %　粗繊維(以下) 6 %　水分（以下） 10 %　カルシウム
(以上)1.8 %　リン(以上) 1.5 %　マグネシウム(以下)0.1% タウリン(以上) 0.2 %　DHA / EPA (以上)
0.15 % / 0.15 %　オメガ6/3　脂肪酸*(以上) 3 % / 1.2 % L-カルニチン 56 mg/kg

代謝エネルギー 3750 kcal/kg (250ミリ/120グラムカップ1杯につき428 kcal) 

ORIJEN FIT & TRIM CAT　- オリジン・フィット＆トリム -

体重が増えすぎている猫には、健康のため、タンパク質が豊富でカロリーを制限した食事が必要です。
オリジン・フィット＆トリムは、脂肪と炭水化物の量を制限し、放し飼いの鶏肉や七面鳥肉、自然の海で漁獲された魚、巣に産み落

とされた卵などの新鮮食材をWholePrey™比率で使用しており良質の動物性タンパク質を豊富に摂取できます。

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

ディハイドレート
新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となり
ます。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。



原材料

新鮮ヤギ肉, 新鮮イノシシ肉, 新鮮鹿肉, 新鮮ホッキョクイワナ, 新鮮鴨肉, 新鮮マトン肉, 新鮮ニジ
マス, 新鮮鴨レバー, 新鮮イノシシレバー, 新鮮イノシシ腎臓, 乾燥丸ごとサバ, 新鮮丸ごとイワシ,
乾燥 ラム肉, 乾燥 マトン肉, 乾燥 スケトウダラ, 乾燥 アオギス, 鴨肉脂肪, 乾燥丸ごとニシン, 丸
ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエロー
ピース, 丸ごとピント豆, レンズ豆繊維, 新鮮マトントライプ, ニシン油, 新鮮ヤギ心臓, 新鮮ヤギ腎
臓, 新鮮鹿心臓, 新鮮鹿レバー, 新鮮マトンレバー, 新鮮イノシシ心臓, 丸ごとシロインゲン豆, -フ
リーズドライ ヤギ肉, フリーズドライ 鹿レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスク
ワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとパースニップ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ,
新鮮丸ごとバートレット梨, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 乾燥ブラ
ウン ケルプ, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 塩化コリン, 亜鉛キレート, ミック
ストコフェロール（天然酸化防止剤）, 銅キレート, チコリー根, ターメリック根, オオアザミ, ゴボウ,

ORIJEN TUNDRA CAT　- オリジンツンドラキャット -

新鮮 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。

乾燥肉
人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約９０℃で調理したものです。新鮮肉だけでは供給
出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。

オリジンシリーズのツンドラは、ホールプレイ比率に見合うように
新鮮なヤギやイノシシの肉、放牧で飼育された鹿肉、ホッキョクイワナ

鴨肉、マトン肉、ニジマス、丸ごとのイワシの新鮮な状態で
加工しており、食材の栄養と美味しさが凝縮されています。

保証成分
粗たんぱく質(以上) 40 %　粗脂肪(以上) 20 %　粗繊維(以下) 3 %　水分（以下） 10 %　カルシウム
(以上) 1.9 %　リン(以上) 1.4 %　マグネシウム（以下） 0.1 %　タウリン(以上) 0.2 %　オメガ6脂肪酸
*(以上) 2.4 %　オメガ3脂肪酸*(以上) 1 %　DHA / EPA (以上) 0.3 % / 0.2 %

代謝エネルギー 4120 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき535 kcal) 

原産国 カナダ

１日の給餌量　　　　　　　与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。

現在の体重 通常 肥満

2㎏ 32ｇ

3kg 43ｇ

4kg 65ｇ

5kg 65ｇ 65ｇ

6kg 85ｇ 65ｇ

8kg 98ｇ 85ｇ

10kg 115ｇ 85ｇ 85ｇ

シニア

32ｇ

32ｇ

43g

65ｇ

65ｇ

85ｇ


