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ORIJEN COUPON!
オリジン ランクアップキャンペーン

クーポンコード：バイオロジックフード

!!
［オリジンランクアップキャンペーン！］

犬・猫にとって“さらに”良い食事を与えませんか?

オリジンは高い?

●一日の給餌量（5kgの犬の場合）

●正しい情報を知れば、食べさせたいフードが見えてくる

●なぜ給餌量が少ないの?

●1日にかかる費用（5kgの犬 2kgの袋の場合）　商品代金÷（袋サイズ÷1日の給餌量）

※開催期間　2019年1月25日～2019年4月末日まで　終了時期は各店舗にお問い合わせください　※webでの使用方法は各店舗にお問い合わせ下さい

ORIJEN SPECIAL

COUPON!

1粒に栄養価が凝縮されているからです

約 171円

 20%0FF▶  137円

約 151円 約 127円1日 20円の差 1日 44円の差

1日 57g
オリジン

オリジン オリジナル

1日 60g

アカナ

アダルトスモール

1日 90g

一般的なグレインフリーフード

ブランドX

クーポン利用で！

30%0FF▶ 120円

さらに！2袋購入で

クーポン券の詳細は裏面をご覧ください

1日にかかる費用 1日にかかる費用

オリジンにランクアップすると今だけ

Check it out!

一般的なペットフードは栄養価の少ない粉状の原材料を多く使って
いるため、サプリメント等の添加物を使用する必要が出てきます　実
際にどのような原材料が使用されているかを知ることは、飼い主や動
物に関わる全ての方々にとって非常に重要です

アカナを使用しているお客様が、オリジンにランクアップされる際に割引をさせて頂きます　こちらのクーポンを販売店にお持ち下さい
１袋購入で20％OFF　2袋以上購入で30％OFFとなります
※キャンペーン実施店舗のみ対象　各店舗にご確認下さい　※Webでの購入の場合、使用方法を各取扱店様にてご確認下さい

ペットフードは、肉が少なく炭水化物が多いと薄い色になります　
フードの粒の色を比較すると、栄養価がどれだけ詰まっているのかの
差が分かります

Orijenと、そのほかグレインフリーフードの中身の違いを知りたい方は、
こちらのQRコードから動画をご覧いただけます

本当の原材料を表に出さないフードメーカーが多い中、
原材料の質に自信があるからこそ、オリジンは公表しています

キャンペーンのご案内　開催期間／2019年1月25日～2019年4月末日まで

20%OFF!1袋購入で 30%OFF!2袋以上購入で



まずは犬・猫の身体の作りを理解することです。犬・猫は私たち人間とは身体の作りが違います

※水分をドライフードと同じ10％にした場合

ペットフードの正しい選び方
1.犬・猫の身体を知る 2.保証成分を見る

3.炭水化物の量

犬・猫にどのような食事を与えれば良いのか？

犬・猫の身体は肉食動物　私たちとは身体の作りも、食べるものも違います

答えは本来食べるべき、身体の作りに合ったものを食べさせることです

～犬・猫に必要なタンパク質の量を知っていますか？～

犬猫は肉食動物です。肉の量・タンパク質の量が重要です
犬猫に必要なタンパク質の量はどのくらいでしょうか？
本来、犬猫は獲物を狩り食べていました　獲物を狩り、食べた時の摂取できるタンパク質は下記のようになります

つまり肉の量が多く、タンパク質が豊富であることが重要です
一般的なフードの肉の量は35％以下であることが多いと言われています
アカナは50％～75%の肉を使っており、タンパク質は29～37％です

肉が多く、タンパク質が多いフードですが、獲物を狩って食べた時のタンパク質と比べると少ないです
オリジンには38％～44％のタンパク質が含まれています
犬猫が必要とする肉の量・タンパク質は皆さんが思っているより多いのです

必要なタンパク質を摂ることが出来るのはオリジンです

50%～75%

●オリジン●アカナ

85%～90%

ウサギ

67%
鹿

43%

ネズミ

45%

鶏

38%

●おおまかな炭水化物の計算方法

100－（たんぱく質 ＋ 脂肪 ＋ 繊維 ＋ 灰分 ＋ 水分）

1歯・顎

犬猫の歯は鋭く尖っています
顎は縦に大きく開きます
狩りをして、肉と骨を咬む、引き裂く、嚙み砕く
そして丸ごと飲み込むための歯と顎です
植物等をすり潰すための歯はありませんし、
顎が横には動かないため咀嚼する事は出来ません
獲物を狩り食事にする肉食動物の作りです

2唾液

唾液にはアミラーゼ酵素が
含まれていません

3胃・消化器系

犬・猫の消化器官は単純で短いです
また消化時間も非常に短いです

アミラーゼ酵素は、植物、炭水化物、でんぷんの消化を
行うものです　私たち人間の唾液には、このアミラー
ゼ酵素が含まれています　しかし、犬・猫の唾液には
このアミラーゼ酵素が含まれていないため、炭水化
物を分解することが苦手です

この作りは、植物性の物質・炭水化物の消化
に適していません　また腸は強い酸性になって
いるため、肉、内蔵、脂肪を消化することに適した肉食
動物の身体の作りです　消化器官に負担をかけ
ず、栄養を取ることが出来るのは狩りをして
獲物を食べることです

こんなに多くのタンパク質が必要です

30%以下

●オリジン●アカナ

20%以下

保証成分を見て頂ければ、
どのようなフードかがわかります
肉の写真が載っていたり、穀類不使用と書いているフードは多くあり
ます　ではタンパク質はどのくらい入っているのか保証成分を見て
確認してください　犬・猫に必要なタンパク質は皆さんの想像以上
に多かったと思います（左ページに記載）
タンパク質が多い方が良い理由はもう一つあります
炭水化物の量に影響するからです
タンパク質と炭水化物はシーソーの関係です
一方が増えれば、一方は減る

炭水化物を少なくするためには、タンパク質が多く含
まれる必要があるのです
犬猫は炭水化物の消化が苦手です
また必要無い栄養でもあります

それは税金です
タンパク質の量が35％を超えることで税金が
かかるようになります　本来、犬猫はタンパク
質を多く必要としています　ではなぜタンパク
質の量が多いフードが少ないのか　税金の問
題も関係しているかもしれません　アカナ・オ
リジンは税金がかかる事よりも、犬猫の健康が
大切だと考えています　だから高タンパク質で
あることを選びます

ペットフードは
タンパク質の量で変わる事が
あります。

タンパク質

炭水化物

アカナ・オリジンは

グレインフリー（穀類不使用）のフードです
しかし、グレインフリーであることが重要なわけではありません
犬と猫は肉食です　重要なのは炭水化物が少ないことです
グレインフリーと謳いながら、中身はポテト等で補い実際は
炭水化物が多く含まれるフードがあります　これでは意味がありません
炭水化物の量は法律上記載する必要がありません

保証成分を見て炭水化物の量を
確認してください！
炭水化物が少ないフードが犬猫に適した食事です

オリジンの炭水化物は20％以下
炭水化物を極限まで減らすことが出来ています
アカナ・オリジンはグレインフリーフードではなくバイオロジックフードです

Point 1Point 1

研究機関からも発表されています
AAFCO（アメリカ飼料検査官協会）が2008年
に発行したドックフード栄養素プロフィールで
は、炭水化物は犬にとって全く不必要な栄養素
とされています。2006年の国家研究会議家畜
栄養委員会は「たんぱく質が十分量供給されて
いれば、炭水化物は不必要であるようだ」として
います。

炭水化物は必要の無い
栄養素と考えられています

Point 2Point 2



ペットフード選びで1番重要なのは原材料を見る事です

5.添加栄養素を見る

●原材料

原材料一覧は使われている量が多いものから順番に記載されています
種類豊富な肉原材料を食べることで、バランス良く栄養を取るが出来ます
またアレルギーの対策としても有効です同じものを食べ続けることで、アレルギーのリスクが高まります
粗悪なものであればなおさらです

毎日同じものを食べることはありません　狩りをして様々な獲物を食べる食事が肉食動物の、犬猫の食事です
本来の食事を再現し、必要な栄養を取るためには肉の種類は重要です
オリジンには6種類もの肉原材料が使われています　原材料一覧を見てどれだけの種類が並んでいるかを確認して下さい

1～5種類

●オリジン●アカナ

6種類
狩りをすることを考えてください

なぜこんなに足す必要があるのか
それは、
1. 犬猫の食事に適した原材料を使用していないから
2. 栄養素が不十分な原材料を使用しているから
3. 製造過程で原材料の栄養価を壊してしまうからです

アカナ・オリジンの添加栄養素はわずかです　それは原材料から必要な栄養を取ることが出来るからです
栄養豊富な新鮮な原材料を使用していること、犬猫の食事に適した原材料を使用していること
添加栄養素の数を見る事で、必要な栄養をどのように確保しているかがわかります

20～30種類

1～5種類

●オリジン●アカナ

1～3種類

アカナ・オリジンに使われる添加栄養素は僅かです

アカナ・オリジンの原材料は！！

多いのは動物の種類だけではありません

危険な原材料を見逃さない！
例えば、食用の鶏のことを考えてみましょう　食用に、と殺された鶏は、血抜きをしたあと、胸肉やモモ肉が人間用に切り取られます　これがスーパーのお
肉コーナーに並ぶわけです そして、残った皮や骨は、レンダリング処理といって、150 度の熱で加熱され、さらに圧縮によって粉末状にされます この粉末
をミールと呼び使用しているフードがあります 150 度もの熱をかけるため、当然栄養はほぼ消え去ってしまいます また、栄養となるお肉は取り除かれてい
るため、骨の成分であるカルシウムの量が非常に高くなります これは、犬や猫にとって本来必要な栄養素をすべて取り除いてしまっているだけでなく、食
べすぎると高カルシウム血症をも引き起こしかねないリスクをはらんでいるということなのです 通常、ミールは家畜の餌として利用されています その理由
は、餌の中の栄養素を減らし、多く食べさせて太らせるためです 今、あなたが購入しているペットフードにこのような原材料は入っているでしょうか

※アカナで使用しているミールは特別に作られたミールです　皮・骨だけを使ったものではなく、肉を含め丸ごと使用しています
オリジンにはミールは使用せずディハイドレートレート肉を使用しています

●アカナ　アダルトスモールブリード ●オリジン オリジナル

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酵生成物

家禽ミート、チキンミール、タピオカ、粗挽き米、と
うもろこし、鶏脂＊、大麦、ラムミール、オートミー
ル、サツマイモ、タンパク加水分解物、ビートパル
プ、大豆油、亜麻仁、リンゴ、ブルーベリー、ニンジ
ン、マリーゴールド抽出物、
ビタミン類（A、D3、イノシトール、コリン、E、C、、ナ
イアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル
類（カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マン
ガン、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（タウリン、L- カル
ニチン）、酸化防止剤（BHA、ローズマリー抽出物、
クエン酸）

アカナ・オリジンは信頼出来る生産者から供給される原材料のみを使用します
キッチンの周りから新鮮な状態で届けられる原材料のみを使用します
信頼出来る原材料ですので、生産者の写真を公開することが出来ます
もちろん、私たちが食べても問題無い原材料です
食べ物において、生産地がわからないことほど怖いことはありません
あなたがスーパーで買い物をするとき、生鮮食品は必ず消費期限や産地を確認しませんか？
そして、信頼性の乏しい産地の食品は、たとえ価格が安くても買うのを控えたりしませんか？

これは一般的なペットフードの原材料です
ビタミン類ミネラル類が

添加されています

4.原材料を見る

アカナ・オリジンは「ホールプレイ」といって動物を丸ごと使用するようにしています　身の部分だけではなく、内臓・軟骨
も使用しています　野生動物が狩りをした時、始めに食べるのは内臓です　それは多くの栄養が含まれているからです
　丸ごと使用することが本来の食事を再現することになるのです

新鮮鶏肉（12%）、鶏肉ミール（12%）、七面鳥肉ミール
（12%）、赤レンズ豆、丸ごとグリンピース、そら豆、鶏脂肪
（5%）、新鮮鶏臓器、（レバー、ハツ、腎臓）（4%）、ニシン
ミール（4%）、新鮮全卵（4%）、新鮮丸ごとカレイ（4%）、
ニシン油（2%）、日干しアルファルファ、緑レンズ豆、丸ご
とイエローピース、エンドウ豆繊維、新鮮鶏軟骨（1%）、
乾燥ブラウンケルプ、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、新鮮丸ごとパースニップ、新鮮
ケール、新鮮ほうれん草、新鮮カラシ菜、新鮮カブラ菜、
新鮮丸ごとニンジン、新鮮レッドデリシャスリンゴ、新鮮
バートレット梨、フリーズドライ鶏レバー、フリーズドライ
七面鳥レバー、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブ
ルーベリー、チコリー根、ターメリック、オオアザミ、ゴボ
ウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ
添加物（1kg中）：添加栄養素：亜鉛キレート：100 mg
畜産学的添加物：腸球菌フェシウムNCIMB10415： 
600x10^6 CFU

商品パッケージには沢山の真実が隠されています
正しくペットフードを選ぶことが犬、猫にとって最も重要なことです



新鮮＝保存方法は冷蔵のみー保存剤は一切使用していません
　生＝保存方法は急速冷凍―保存剤は一切使用していません
新鮮・生などを記載しているフード、新鮮な肉の写真をパッケージに載せているフードがあります
そのような表記・写真に惑わされずどのようなものが使われているかを知る事が大切です

低温・低速調理でつくられる乾燥肉を使用しています
栄養価を損なわず原材料として使用することが出来ます

オリジンには、ディハイドレート肉が使用されています
ディハイドレートはさらに低温で空気乾燥させるため栄養価の損失をさらに少なくします

さらに新鮮肉の量も多いオリジンは原材料の栄養を多く残しているフードといえます

1/3～1/2
●オリジン●アカナ

2/3
ドッグスターキッチンはアメリカケンタッキー州にある数々の賞を受賞した世界最高峰のキッチンです

食材の管理・レシピ開発・製品の安全性・フードの調理などすべて自社で行い厳しい評価基準を設けています

このキッチンにある最新の設備が、多くの肉、新鮮な原材料を使用し、炭水化物が少ないドライフードを実現させています

またドライフードをつくる際の加熱処理は90度の低温で行います　通常ドライフードをつくる熱処理は130 度を超えると言われています

どれほど低温で調理されているかお分かりになると思います

また最先端のトレーサビリティシステムを導入しており、全ての情報履歴をパッケージコードに記録しています

このコードを調べることで個々の生産者まで追跡することが可能です

衛生面に関しても徹底して管理しており、キッチン内の気圧まで管理しています

のフードは
どこでつくられているのか

アカナ・オリジンは自社キッチンでつくられています
私たちは、ペットフードをつくる施設を「キッチン」と呼んでいます
大切な家族の食事をつくる場所だからです
そして、外部委託を一切行いません
全てを自社で行うことで安心出来るフードが出来ると考えているからです

世界一のキッチンを
覗いてみませんか？→

一般的なペットフード工場は…
海外製品であれば、製造元の表記は英語で書かれています　これが、「Product by」であれば自社の施設で製造されているものですが、
「Product for」であれば、製造を委託していることになります
これの何が問題なのかというと、委託の場合は、そのペットフードの原材料が、いったいどこから来たものなのかが把握できていない可
能性が高いということです
通常、委託工場は、さまざまなメーカーのペットフードを製造しています　オリジナルブランドといっても、原材料の割合を変えるだけで、
中身はほとんど同じです さらに、委託元が製造工場を直接チェックする機会はほとんどないため、本当に安全なのかという簡単な疑問
にも答えられるところは稀でしょう また高温・高圧での調理で生産の効率を高めています
自社工場だから安心と信頼するのは危険ですが、少なくとも委託工場よりは実体を把握している可能性が高く、安全性は高いと言えます

お肉だったら何でもいい?考えてほしいお肉の話

アカナ・オリジンには「レンダリングミール」を使用していません

新鮮肉の量

「ミール」という表記があれば、そのお肉について詳しく知る事が大切です
レンダリング処理をされたお肉である可能性があります
レンダリング処理というのは、家畜の食べられない部位を加熱や加圧で粉末化したものです
食べられる部位は人間用に使われます　130度以上という高温で加熱をする過程の中で、本来得られるはずのビタミンやアミノ酸は、
またたく間に消えてしまいます
そうして出来上がった粉末には、骨の成分が多く含まれるため、カルシウムの含有量が多く、犬や猫に必要な栄養素はほとんど残ってい
ません 自然界の肉食動物は、他の動物の肉だけでなく、血や内臓からも栄養を摂取します

生肉には大量のビタミンやアミノ酸などが含まれていますが、レンダリング処理をしたお肉
には、そのような栄養素がほとんど取り除かれることになります
どのようなお肉が使われているのかを知ることは大切です

アカナ・オリジンに使用されるお肉の多くは新鮮肉です



Campaign
Rank up

ORIJEN COUPON!
オリジン ランクアップキャンペーン

クーポンコード：バイオロジックフード

!!
［オリジンランクアップキャンペーン！］

犬・猫にとって“さらに”良い食事を与えませんか?

オリジンは高い?

●一日の給餌量（5kgの犬の場合）

●正しい情報を知れば、食べさせたいフードが見えてくる

●なぜ給餌量が少ないの?

●1日にかかる費用（5kgの犬 2kgの袋の場合）　商品代金÷（袋サイズ÷1日の給餌量）

※開催期間　2019年1月25日～2019年4月末日まで　終了時期は各店舗にお問い合わせください　※webでの使用方法は各店舗にお問い合わせ下さい

ORIJEN SPECIAL

COUPON!

1粒に栄養価が凝縮されているからです

約 171円

 20%0FF▶  137円

約 151円 約 127円1日 20円の差 1日 44円の差

1日 57g
オリジン

オリジン オリジナル

1日 60g

アカナ

アダルトスモール

1日 90g

一般的なグレインフリーフード

ブランドX

クーポン利用で！

30%0FF▶ 120円

さらに！2袋購入で

クーポン券の詳細は裏面をご覧ください

1日にかかる費用 1日にかかる費用

オリジンにランクアップすると今だけ

Check it out!

一般的なペットフードは栄養価の少ない粉状の原材料を多く使って
いるため、サプリメント等の添加物を使用する必要が出てきます　実
際にどのような原材料が使用されているかを知ることは、飼い主や動
物に関わる全ての方々にとって非常に重要です

アカナを使用しているお客様が、オリジンにランクアップされる際に割引をさせて頂きます　こちらのクーポンを販売店にお持ち下さい
１袋購入で20％OFF　2袋以上購入で30％OFFとなります
※キャンペーン実施店舗のみ対象　各店舗にご確認下さい　※Webでの購入の場合、使用方法を各取扱店様にてご確認下さい

ペットフードは、肉が少なく炭水化物が多いと薄い色になります　
フードの粒の色を比較すると、栄養価がどれだけ詰まっているのかの
差が分かります

Orijenと、そのほかグレインフリーフードの中身の違いを知りたい方は、
こちらのQRコードから動画をご覧いただけます

本当の原材料を表に出さないフードメーカーが多い中、
原材料の質に自信があるからこそ、オリジンは公表しています

キャンペーンのご案内　開催期間／2019年1月25日～2019年4月末日まで

20%OFF!1袋購入で 30%OFF!2袋以上購入で
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