ハッピードッグ 　スプリーム・ヤング

ミディアム  ベビー
リニューアル前
品名

リニューアル後
ミディアム  ベビー28

パッケージ

原材料料

品名

ミディアム  ベビー

パッケージ

チキンミール(15%)、トウモロコシ粉、⽶米

原材料料

チキンミール(26.5%)、トウモロコシ粉、

粉(14.5%)、ポテトフレーク、ミートミー

⽶米粉、家禽脂、サーモンミール(5%)、ポテ

ル、家禽脂、⽜牛脂、ラムミール(2.5%)、

トプロテイン*、ポテト*、セルロース*、

フィッシュミール、加⽔水分解レバー、ビー

ビートファイバー*、ひまわり油、アップル

トファイバー、乾燥全卵卵、アップルファイ

ファイバー*(0.6%)、乾燥全卵卵、菜種油、

バー(0.6%)、塩化ナトリウム、サッカロ

塩化ナトリウム、サッカロマイセス・セレ

マイセス・セレビシエ、塩化カリウム、

ビシエ*、塩化カリウム、海藻*(0.15%)、

(発酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾燥)海草

亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシスル、アー

(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、イースト

ティチョーク、タンポポ、ショウガ、カン

(抽出物)、アーティチョーク、タンポポ、

バ葉葉、ネトル、カモミール、コリアン

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

ダー、ローズマリー、セージ、リコリス

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

根、タイム(ハーブ：0.14%)*、イースト

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、カモミー

抽出物*、緑イ⾙貝*(0.01%)  (*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  28.0  %

保証成分

粗脂肪    15.0  %

サイズ

粗タンパク質  29.0  %
粗脂肪    16.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.5  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.25  ％

カルシウム  1.40  ％

リン      0.80  %

リン      1.00  %

カリウム    0.50  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー363.8kcal/100g

代謝エネルギー  365.3kcal/g

1kg  /  4kg  /  10kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  10kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ヤング

ミディアム  ジュニア
リニューアル前
品名

リニューアル後
ミディアム  ジュニア25

パッケージ

原材料料

品名

ミディアム  ジュニア

パッケージ

チキンミール(14%)、全粒粒トウモロコシ、

原材料料

チキンミール(23%)、トウモロコシ粉、ト

トウモロコシ粉、⽶米粉(11%)、ポテトフ

ウモロコシ、⽶米粉、家禽脂、サーモンミー

レーク、家禽脂、⽜牛脂、ミートミール、ラ

ル(5%)、ポテト*、セルロース*、ビート

ムミール(2.5%)、フィッシュミール、加

ファイバー*、ひまわり油、アップルファイ

⽔水分解レバー、ビートファイバー、アップ

バー*(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウ

ルファイバー(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナ

ム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化

トリウム、サッカロマイセス・セレビシ

カリウム、菜種油、海藻*(0.15%)、亜⿇麻

エ、塩化カリウム、⼤大⻨麦(発酵)(0.2%)、

の種(0.15%)、ミルクシスル、アーティ

(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、

チョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ

イースト(抽出物)、アーティチョーク、タ

葉葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、

ンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、

ローズマリー、セージ、リコリス根、タイ

セージ、コリアンダー、ローズマリー、タ

ム(ハーブ：0.14%)*、イースト抽出物*、

イム、リコリス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、

緑イ⾙貝*(0.01%)  (*乾燥)

カモミール、メドウスウィート、ラムソン
(ハーブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  25.0  %

保証成分

粗脂肪    15.0  %

サイズ

粗タンパク質  25.0  %
粗脂肪    14.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分    6.0  %

カルシウム  1.20  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.80  %

リン      0.90  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー367.3kcal/100g

代謝エネルギー  357.0kcal/g

1kg  /  4kg  /  10kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  10kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ヤング

マキシ  ベビー
リニューアル前
品名

リニューアル後
マキシ  ベビー29

パッケージ

原材料料

品名

マキシ  ベビー

パッケージ

チキンミール(15%)、トウモロコシ粉、⽶米

原材料料

チキンミール(26.5%)、トウモロコシ粉、

粉(14.5%)、ポテトフレーク、ミートミー

⽶米粉、家禽脂、サーモンミール(5%)、ポテ

ル、家禽脂、⽜牛脂、ラムミール(2.5%)、

トプロテイン*、ポテト*、セルロース*、

フィッシュミール、加⽔水分解レバー、ビー

ビートファイバー*、ひまわり油、アップル

トファイバー、乾燥全卵卵、アップルファイ

ファイバー*(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナト

バー(0.6%)、塩化ナトリウム、サッカロ

リウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、

マイセス・セレビシエ、塩化カリウム、

塩化カリウム、菜種油、海藻*(0.15%)、

(発酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾燥)海草

亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシスル、アー

(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、イースト

ティチョーク、タンポポ、ショウガ、カン

(抽出物)、アーティチョーク、タンポポ、

バ葉葉、ネトル、カモミール、コリアン

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

ダー、ローズマリー、セージ、リコリス

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

根、タイム(ハーブ：0.14%)*、イースト

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、カモミー

抽出物*、緑イ⾙貝*(0.01%)  (*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  29.0  %

保証成分

粗脂肪    15.0  %

サイズ

粗タンパク質  29.0  %
粗脂肪    16.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.5  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.25  ％

カルシウム  1.40  ％

リン      0.80  %

リン      1.00  %

カリウム    0.50  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー363.8kcal/100g

代謝エネルギー  365.3kcal/g

1kg  /  4kg  /  15kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  15kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ヤング

マキシ  ジュニア
リニューアル前
品名

リニューアル後
マキシ  ジュニア23

パッケージ

原材料料

品名

マキシ  ジュニア

パッケージ

チキンミール(14%)、全粒粒トウモロコシ、

原材料料

チキンミール(23%)、トウモロコシ粉、ト

トウモロコシ粉、⽶米粉(11%)、ポテトフ

ウモロコシ、⽶米粉、家禽脂、サーモンミー

レーク、家禽脂、⽜牛脂、ミートミール、ラ

ル(5%)、ポテト*、セルロース*、ビート

ムミール(2.5%)、フィッシュミール、加

ファイバー*、ひまわり油、アップルファイ

⽔水分解レバー、ビートファイバー、アップ

バー*(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウ

ルファイバー(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナ

ム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化

トリウム、サッカロマイセス・セレビシ

カリウム、菜種油、海藻*(0.15%)、亜⿇麻

エ、塩化カリウム、⼤大⻨麦(発酵)(0.2%)、

の種(0.15%)、ミルクシスル、アーティ

(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、

チョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ

イースト(抽出物)、アーティチョーク、タ

葉葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、

ンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、

ローズマリー、セージ、リコリス根、タイ

セージ、コリアンダー、ローズマリー、タ

ム(ハーブ：0.14%)*、イースト抽出物*、

イム、リコリス根、乾燥緑イ⾙貝

緑イ⾙貝*(0.01%)  (*乾燥)

(0.01%)、  カモミール  、メドウスウィー
ト、ラムソン(ハーブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  23.0  %

保証成分

粗脂肪    15.0  %

サイズ

粗タンパク質  25.0  %
粗脂肪    14.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分    6.0  %

カルシウム  1.20  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.80  %

リン      0.90  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー367.3kcal/100g

代謝エネルギー  357.0kcal/g

1kg  /  4kg  /  15kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  15kg

ハッピードッグ 　スプリーム・フィット＆ウェル

ミディアム  アダルト
リニューアル前
品名

リニューアル後
アダルト  ミディアム

パッケージ

原材料料

品名

ミディアム  アダルト

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、ミー

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、家禽

トミール、ラムミール、フィッシュミー

脂、サーモンミール、フィッシュミール、

ル、家禽脂、⽜牛脂、(乾燥)ヘモグロビン、

ラムミール、ヘモグロビン*、ひまわり油、

加⽔水分解レバー、ビートファイバー、ひま

ビートファイバー*、アップルファイバー

わり油(0.75%)、アップルファイバー

*(0.6%)、菜種油、乾燥全卵卵、塩化ナトリ

(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウム、

ウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩

サッカロマイセス・セレビシエ、塩化カリ

化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

ウム、菜種油(0.25%)、(発酵)⼤大⻨麦

(0.15%)、ミルクシスル、アーティチョー

(0.2%)、(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種

ク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネト

(0.15%)、アーティチョーク、タンポポ、

ル、カモミール、コリアンダー、ローズマ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リー、セージ、リコリス根、タイム(ハー

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

ブ：0.14%)*、緑イ⾙貝*(0.02%)、イース

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、カモミー

ト抽出物*  (*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  24.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

サイズ

粗タンパク質  24.0  %
粗脂肪    12.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.25  ％

カルシウム  1.35  ％

リン      0.80  %

リン      0.95  %

カリウム    0.40  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.30  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー352.3kcal/100g

代謝エネルギー  345.3kcal/g

1kg  /  4kg  /  12.5kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・フィット＆ウェル

マキシ  アダルト
リニューアル前
品名

リニューアル後
アダルト  マキシ

パッケージ

原材料料

品名

マキシ  アダルト

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、ミー

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、家禽

トミール、ラムミール、フィッシュミー

脂、サーモンミール、フィッシュミール、

ル、家禽脂、⽜牛脂、(乾燥)ヘモグロビン、

ラムミール、ヘモグロビン*、ひまわり油、

加⽔水分解レバー、ビートファイバー、ひま

ビートファイバー*、アップルファイバー

わり油(0.75%)、アップルファイバー

*(0.6%)、菜種油、塩化ナトリウム、乾燥

(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウム、

全卵卵、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩

サッカロマイセス・セレビシエ、塩化カリ

化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

ウム、菜種油(0.25%)、(発酵)⼤大⻨麦

(0.15%)、ミルクシスル、アーティチョー

(0.2%)、(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種

ク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネト

(0.15%)、アーティチョーク、タンポポ、

ル、カモミール、コリアンダー、ローズマ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リー、セージ、リコリス根、タイム(ハー

リアンダー  、ローズマリー、タイム、リコ

ブ：0.14%)*、緑イ⾙貝*(0.02%)、イース

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、カモミー

ト抽出物*(*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン(ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  23.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

サイズ

粗タンパク質  23.0  %
粗脂肪    12.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分    6.0  %

カルシウム  1.30  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.85  %

リン      0.90  %

カリウム    0.40  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.30  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー352.3kcal/100g

代謝エネルギー  347.0kcal/g

1kg  /  4kg  /  15kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  15kg

ハッピードッグ 　スプリーム・フィット＆ウェル

ライト2
リニューアル前
品名

リニューアル後
アダルトライト

パッケージ

原材料料

品名

ライト2

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、ラム

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、セル

ミール、ミートミール、ビートファイ

ロース、サーモンミール、フィッシュミー

バー、加⽔水分解レバー、アップルファイ

ル、ラムミール、ビートファイバー*、家禽

バー(2%)、家禽脂、ひまわり油、乾燥全

脂、アップルファイバー*(0.8%)、塩化ナ

卵卵、塩化ナトリウム、サッカロマイセス・

トリウム、乾燥全卵卵、サッカロマイセス・

セレビシエ、塩化カリウム、菜種油、(発

セレビシエ*、塩化カリウム、海藻

酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾燥)海草(0.15%)、亜

*(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシ

⿇麻の種(0.15%)、アーティチョーク、タン

スル、アーティチョーク、タンポポ、ショ

ポポ、乾燥緑イ⾙貝(0.02%)、ショウガ、カ

ウガ、カンバ葉葉、ネトル、カモミール、コ

ンバ葉葉、ネトル、セージ、コリアンダー、

リアンダー、ローズマリー、セージ、リコ

ローズマリー、タイム、リコリス根、カモ

リス根、タイム(ハーブ：0.14%)*、緑イ

ミール、メドウスウィート、ラムソン

⾙貝*(0.02%)、イースト抽出物*  (*乾燥)

(ハーブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  19.5  %

保証成分

粗脂肪    6.5  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.5  %

粗灰分    5.5  %

粗灰分  5.5  %

カルシウム  1.10  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.75  %

リン      0.90  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.30  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー322.3kcal/100g
サイズ

粗タンパク質  21.0  %

粗脂肪    6.0  %

1kg  /  4kg  /  12.5kg

代謝エネルギー  319.5kcal/g
サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・フィット＆ウェル

シニア
リニューアル前
品名

リニューアル後
シニア

パッケージ

原材料料

品名

シニア

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、ラム

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、家禽

ミール、⽜牛脂、ミートミール、加⽔水分解レ

脂、サーモンミール、フィッシュミール、

バー、フィッシュミール、(乾燥)ヘモグロ

ラムミール、ヘモグロビン*、ひまわり油、

ビン、ビートファイバー、家禽脂、ひまわ

ビートファイバー*、アップルファイバー

り油、アップルファイバー(0.7%)、乾燥

*(0.6%)、菜種油、塩化ナトリウム、乾燥

全卵卵、塩化ナトリウム、サッカロマイセ

全卵卵、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩

ス・セレビシエ、塩化カリウム、菜種油

化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

(0.25%)、(発酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾燥)海

(0.15%)、ミルクシスル、アーティチョー

草(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、チコリの

ク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネト

根(抽出物)(0.05%)、アーティチョーク

ル、カモミール、コリアンダー、ローズマ

(0.03%)、タンポポ、乾燥緑イ⾙貝

リー、セージ、リコリス根、タイム(ハー

(0.02%)、ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、

ブ：0.14%)*、チコリの根(0.05%)、緑イ

セージ、  コリアンダー、ローズマリー、タ

⾙貝*(0.02%)、イースト抽出物*  (*乾燥)

イム、リコリス根、カモミール、メドウス
ウィート、ラムソン  ハーブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  19.0  %

保証成分

粗脂肪    9.0  %

サイズ

粗タンパク質  19.0  %
粗脂肪    9.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    5.0  %

粗灰分  4.5  %

カルシウム  0.95  ％

カルシウム  1.00  ％

リン      0.65  %

リン      0.80  %

カリウム    0.40  %

カリウム    0.45  %

ナトリウム  0.25  %

ナトリウム  0.30  %

代謝エネルギー340.8kcal/100g

代謝エネルギー  337.3kcal/g

1kg  /  4kg  /  12.5kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・フィット＆ウェル

スポーツ
リニューアル前
品名

リニューアル後
アダルトスポーツ

パッケージ

原材料料

品名

スポーツ

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、ミートミー

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、家禽脂、⽶米

ル、⽜牛脂、家禽脂、⽶米粉、(乾燥)ヘモグロ

粉、ヘモグロビン*、サーモンミール、

ビン、ラムミール、フィッシュミール、

フィッシュミール、ラムミール、ひまわり

ビートファイバー、加⽔水分解レバー、ひま

油、ビートファイバー*、アップルファイ

わり油(0.75%)、アップルファイバー

バー*(0.6%)、菜種油、塩化ナトリウム、

(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウム、

乾燥全卵卵、サッカロマイセス・セレビシエ

サッカロマイセス・セレビシエ、塩化カリ

*、塩化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の

ウム、菜種油(0.25%)、(発酵)⼤大

種(0.15%)、ミルクシスル、アーティ

(0.2%)、(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種

チョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ

(0.15%)、アーティチョーク、タンポポ、

葉葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、

乾燥緑イ⾙貝(0.02%)、ショウガ、カンバ

ローズマリー、セージ、リコリス根、タイ

葉葉、ネトル、セージ、コリアンダー、ロー

ム(ハーブ：0.14%)*、緑イ⾙貝*(0.02%)、

ズマリー、タイム、リコリス根、カモミー

イースト抽出物*  (*乾燥)

ル、  メドウスウィート、ラムソン  (ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  28.0  %

保証成分

粗脂肪    16.0  %

サイズ

粗タンパク質  28.0  %
粗脂肪    16.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分  7.0  %

カルシウム  1.35  ％

カルシウム  1.50  ％

リン      0.85  %

リン      1.00  %

カリウム    0.40  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.45  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー372.3kcal/100g

代謝エネルギー  363.5kcal/g

4kg  /  15kg

サイズ

15kg

ハッピードッグ 　スプリーム・センシブル

アフリカ
リニューアル前
品名

リニューアル後
アフリカ

パッケージ

原材料料

保証成分

サイズ

品名

アフリカ

パッケージ

ポテトフレーク(48%)、ダチョウミート

原材料料

ポテトフレーク*(48%)、ダチョウミール

ミール(18%)、ポテトプロテイン、ひまわ

(18%)、ポテトプロテイン*、ひまわり

り油、ビートファイバー、加⽔水分解レ

油、ビートファイバー*、加⽔水分解レバー、

バー、アップルファイバー、菜種油、海

アップルファイバー*(0.8%)、菜種油、海

塩、イースト(抽出物)

塩、イースト抽出物*  (*乾燥)

粗タンパク質  20.0  %

保証成分

粗タンパク質  20.0  %

粗脂肪    10.0  %

粗脂肪    10.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.5  %

粗灰分    7.5  %

カルシウム  1.35  ％

カルシウム  1.35  ％

リン      0.95  %

リン      0.95  %

カリウム    0.65  %

カリウム    0.70  %

ナトリウム  0.40  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー335.3kcal/100g

代謝エネルギー331.8kcal/100g

1kg  /  4kg  /  12.5kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・センシブル

カリビック
リニューアル前
品名

リニューアル後
カリビック

パッケージ

原材料料

品名

カリビック

パッケージ

ポテトフレーク(46%)、フィッシュミール

原材料料

ポテトフレーク*(48%)、フィッシュミー

(17.5%)、バナナ粉(10%)、ジャガイモタ

ル(18%)、ポテトプロテイン*、ひまわり

ンパク質(7.5%)、家禽脂、ビートファイ

油、ビートファイバー*、加⽔水分解レバー、

バー、セルロース、加⽔水分解レバー、アッ

菜種油、アップルファイバー*(0.8%)、海

プルファイバー(1.2%)、ひまわり油、塩

塩、イースト抽出物*、ユッカシジゲラ*

化ナトリウム、サッカロマイセス・セレビ

(*乾燥)

シエ、塩化カリウム、(乾燥)海草
(0.2%)、亜⿇麻の種(0.2%)、イースト(抽
出物)、ユッカシジゲラ(0.05%)、アー
ティチョーク、タンポポ、ショウガ、カン
バ葉葉、ネトル、セージ、コリアンダー、
ローズマリー、タイム、リコリス根、カモ
ミール、メドウスウィート、ラムソン
(ハーブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  23.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

粗脂肪    12.0  %

粗繊維    3.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.0  %

粗灰分    7.0  %

カルシウム  1.40  ％

カルシウム  1.40  ％

リン      0.90  %

リン      1.00  %

カリウム    0.60  %

カリウム    0.80  %

ナトリウム  0.45  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー345.3kcal/100g
サイズ

粗タンパク質  23.0  %

1kg  /  4kg  /  12.5kg

代謝エネルギー343.5kcal/100g
サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・センシブル

ニュージーランド
リニューアル前
品名

リニューアル後
ニュージーランド

パッケージ

原材料料

品名

ニュージーランド

パッケージ

ラムミール(21%)、⽶米粉(21%)、トウモロ

原材料料

ラムミール(21%)、⽶米粉(21%)、トウモロ

コシ、トウモロコシ粉、ミートミール、家

コシ粉、トウモロコシ、ライスプロテイン

禽脂、加⽔水分解レバー、ビートファイ

*(9%)、家禽脂、加⽔水分解レバー、ビート

バー、アップルファイバー(1.2%)、ひま

ファイバー*、ひまわり油、アップルファイ

わり油(0.8%)、塩化ナトリウム、サッカ

バー*(1%)、菜種油、乾燥全卵卵、塩化ナト

ロマイセス・セレビシエ、塩化カリウム、

リウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、

乾燥全卵卵、菜種油(0.2%)、(発酵)⼤大⻨麦

塩化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

(0.2%)、(乾燥)海草(0.2%)、亜⿇麻の種

(0.15%)、ミルクシスル、アーティチョー

(0.15%)、乾燥緑イ⾙貝(0.05%)、アーティ

ク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネト

チョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ

ル、カモミール、コリアンダー、ローズマ

葉葉、ネトル、セージ、コリアンダー、ロー

リー、セージ、リコリス根、タイム(ハー

ズマリー、タイム、リコリス根、カモミー

ブ：0.14%)*、緑イ⾙貝*(0.05%)、イース

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー

ト抽出物*(*乾燥)

ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  21.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

粗脂肪    12.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.5  %

粗灰分    7.5  %

カルシウム  1.60  ％

カルシウム  1.60  ％

リン      1.05  %

リン      1.05  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.55  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー345.3kcal/100g
サイズ

粗タンパク質  21.0  %

1kg  /  4kg  /  12.5kg

代謝エネルギー341.8kcal/100g
サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・センシブル

トスカーナ
リニューアル前
品名

リニューアル後
トスカーナ

パッケージ

原材料料

品名

トウモロコシ、ラムミール(13%)、サーモ

原材料料

ウモロコシ、⽶米粉、サーモンミール(5%)、

テトフレーク、ビートファイバー、加⽔水分

加⽔水分解レバー、ビートファイバー*、家禽

解レバー、家禽脂、アップルファイバー

脂、ひまわり油、アップルファイバー

(1.0%)、ひまわり油、塩化ナトリウム、

*(0.5%)、エルダーベリー、ミルクシス

サッカロマイセス・セレビシエ、塩化カリ

ル、アーティチョーク、タンポポ、ウィン

ウム、乾燥全卵卵、(発酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾

ターセイボリー、マジョラム、ショウガ、

燥)海草(0.2%)、亜⿇麻の種(0.2%)、乾燥

ローズマリー、セージ、タイム、カンバ

緑イ⾙貝(0.05%)、⾚赤ワインブドウポマス

葉葉、ネトル、アニスシード、バジル、フェ

(0.05%)、エルダーベリー、アーティ

ンネル、エルダーフラワー花弁、ラベン

チョーク、タンポポ、ウインターセイボ

ダー花弁、コリアンダー、カモミール、メ

リー、マジョラム、ショウガ、ローズマ

ドウスウィート、リコリス根  (ハーブ：

リー、セージ、タイム、カンバ葉葉、ネト

0.28%)*、菜種油、乾燥全卵卵、塩化ナトリ

ル、アニスシード、バジル、フェンネル

ウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩

シード、  エルダーフラワー花弁、ラベン

化カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

ダー花弁、コリアンダー、カモミール、メ

(0.15%)、緑イ⾙貝*(0.05%)、⾚赤ワインブ

ドウスウィート、リコリス根、ラムソン

ドウポマス(0.02%)、イースト抽出物*

粗タンパク質  22.0  %

(*乾燥)
保証成分

粗脂肪    7.5  %

サイズ

ダックミール(21%)、トウモロコシ粉、ト

ンミール(9%)、⽶米粉、チキンミール、ポ

(ハーブ：0.28%)
保証成分

トスカーナ

パッケージ

粗タンパク質  24.0  %
粗脂肪    7.5  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.0  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.55  ％

カルシウム  1.45  ％

リン      1.10  %

リン      0.95  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.40  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー324.5kcal/100g

代謝エネルギー322.8kcal/100g

1kg  /  4kg  /  12.5kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・センシブル

アイルランド
リニューアル前
品名

リニューアル後
アイルランド

パッケージ

原材料料

保証成分

品名

⼤大⻨麦、サーモンミール(11%)、ラビット

原材料料

⼤大⻨麦、サーモンミール(12%)、ラビット

ミール(10%)、全粒粒オーツ⻨麦(10%)、ポテ

ミール(9%)、全粒粒オーツ⻨麦、ポテトフレー

トフレーク(4.5%)、家禽脂、加⽔水分解レ

ク*、家禽脂、加⽔水分解レバー、リン酸カル

バー、リン酸カルシウム、ビートファイ

シウム、ビートファイバー*、アップルファ

バー、アップルファイバー(1%)、塩化ナ

イバー*(0.8%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウ

トリウム、サッカロマイセス・セレビシ

ム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化

エ、塩化カリウム、乾燥全卵卵、(発酵)⼤大⻨麦

カリウム、海藻*(0.15%)、亜⿇麻の種

(0.2%)、(乾燥)海草(0.2%)、亜⿇麻の種

(0.15%)、ミルクシスル、アーティチョー

(0.2%)、乾燥緑イ⾙貝(0.05%)、ユッカシ

ク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉葉、ネト

ジゲラ、アーティチョーク、タンポポ、

ル、カモミール、コリアンダー、ローズマ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リー、セージ、リコリス根、タイム(ハー

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

ブ：0.14%)*、緑イ⾙貝*(0.05%)、ユッカ

リス根、カモミール、メドウスウィート、

シジゲラ(0.02%)、イースト抽出物*(*乾

ラムソン  (ハーブ：0.14%)

燥)

粗タンパク質  21.0  %

保証成分

粗脂肪    10.0  %

サイズ

アイルランド

パッケージ

粗タンパク質  21.0  %
粗脂肪    10.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.5  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.10  ％

カルシウム  1.20  ％

リン      0.85  %

リン      0.85  %

カリウム    0.55  %

カリウム    0.60  %

ナトリウム  0.45  %

ナトリウム  0.45  %

代謝エネルギー338.8kcal/100g

代謝エネルギー335.3kcal/100g

1kg  /  4kg  /  12.5kg

サイズ

1kg  /  4kg  /  12.5kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ミニ

ミニベビー&ジュニア
リニューアル前
品名

リニューアル後
ミニベビー＋ジュニア29

パッケージ

原材料料

品名

ミニベビー＆ジュニア

パッケージ

チキンミール(15%)、トウモロコシ粉、⽶米

原材料料

チキンミール(26.5%)、トウモロコシ粉、

粉(14.5%)、ポテトフレーク、ミートミー

⽶米粉、家禽脂、サーモンミール(5%)、ポ

ル、家禽脂、⽜牛脂、ラムミール(2.5%)、

テトプロテイン*、ポテト*、セルロース

フィッシュミール、加⽔水分解レバー、ビー

*、ビートファイバー*、ひまわり油、アッ

トファイバー、乾燥全卵卵、アップルファイ

プルファイバー*(0.6%)、乾燥全卵卵、菜種

バー(0.6%)、塩化ナトリウム、サッカロ

油、塩化ナトリウム、サッカロマイセス・

マイセス・セレビシエ、塩化カリウム、

セレビシエ*、塩化カリウム、海藻

(発酵)⼤大⻨麦(0.2%)、(乾燥)海草

*(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシ

(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、イースト

スル、アーティチョーク、タンポポ、ショ

(抽出物)、アーティチョーク、タンポポ、

ウガ、カンバ葉葉、ネトル、カモミール、コ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リアンダー、ローズマリー、セージ、リコ

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

リス根、タイム(ハーブ：0.14%)*、イー

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、カモミー

スト抽出物*、緑イ⾙貝*(0.01%)  (*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  29.0  %

保証成分

粗脂肪    16.0  %

サイズ

粗タンパク質  29.0  %
粗脂肪    16.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.5  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.25  ％

カルシウム  1.40  ％

リン      0.80  %

リン      1.00  %

カリウム    0.50  %

カリウム    0.60  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー  368.8kcal/100g

代謝エネルギー  365.3kcal/100g

1kg  /  4kg

サイズ

300g  /  1kg  /  4kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ミニ

ミニ  アダルト
リニューアル前
品名

リニューアル後
アダルト  ミニ

パッケージ

原材料料

品名

ミニ  アダルト

パッケージ

トウモロコシ、チキンミール、⽶米粉、ミー

原材料料

トウモロコシ、チキンミール、家禽脂、⽶米

トミール、ラムミール、フィッシュミー

粉、ポテトプロテイン*、サーモンミー

ル、家禽脂、⽜牛脂、(乾燥)ヘモグロビン、

ル、フィッシュミール、ラムミール、ひま

加⽔水分解レバー、ビートファイバー、ひま

わり油、ビートファイバー*、アップル

わり油(0.75%)、アップルファイバー

ファイバー*(0.6%)、菜種油、乾燥全卵卵、

(0.7%)、乾燥全卵卵、塩化ナトリウム、

塩化ナトリウム、サッカロマイセス・セレ

サッカロマイセス・セレビシエ、塩化カリ

ビシエ*、塩化カリウム、海藻

ウム、菜種油(0.25%)、(発酵)⼤大⻨麦

*(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシ

(0.2%)、(乾燥)海草(0.15%)、亜⿇麻の種

スル、アーティチョーク、タンポポ、ショ

(0.15%)、アーティチョーク、タンポポ、

ウガ、カンバ葉葉、ネトル、カモミール、コ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リアンダー、ローズマリー、セージ、リコ

リアンダー、ローズマリー  、タイム、リコ

リス根、タイム(ハーブ：0.14%)*、緑イ

リス根、乾燥緑イ⾙貝(0.01%)、  カモミー

⾙貝*(0.02%)、イースト抽出物*  (*乾燥)

ル、メドウスウィート、ラムソン(ハー
ブ：0.14%)
保証成分

粗タンパク質  26.0  %

保証成分

粗脂肪    14.0  %

サイズ

粗タンパク質  26.0  %
粗脂肪    14.0  %

粗繊維    2.5  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    6.0  %

粗灰分    6.5  %

カルシウム  1.30  ％

カルシウム  1.50  ％

リン      0.85  %

リン      1.00  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.50  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.40  %

代謝エネルギー  362.3kcal/100g

代謝エネルギー  355.3kcal/100g

300g  /  1kg  /  4kg

サイズ

300g  /  1kg  /  4kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ミニ

ミニ  アフリカ
リニューアル前
品名

リニューアル後
マイリトル  アフリカ

パッケージ

原材料料

保証成分

品名

ポテトフレーク(43%)、ダチョウミール

原材料料

ポテトフレーク*(48%)、ダチョウミール

(18%)、ポテトプロテイン、家禽脂、ひま

(18%)、ポテトプロテイン*、家禽脂、ひ

わり油、加⽔水分解レバー、ビートファイ

まわり油、加⽔水分解レバー、ビートファイ

バー、アップルファイバー、菜種油、海

バー*、アップルファイバー*(0.8%)、菜

塩、イースト(抽出物)

種油、海塩、イースト抽出物  (*乾燥)

粗タンパク質  23.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

粗タンパク質  23.0  %
粗脂肪    12.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.5  %

粗灰分    7.5  %

カルシウム  1.35  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.90  %

リン      0.95  %

カリウム    0.65  %

カリウム    0.80  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー345.3kcal/100g
サイズ

ミニ  アフリカ

パッケージ

700g  /  2.5kg

代謝エネルギー341.8kcal/100g
サイズ

300g  /  1kg  /  4kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ミニ

ミニ  ニュージーランド
リニューアル前
品名

リニューアル後
マイリトル  ニュージーランド

パッケージ

原材料料

品名

ミニ  ニュージーランド

パッケージ

ラムミール(21%)、⽶米粉(21%)、トウモロ

原材料料

ラムミール(21%)、⽶米粉(21%)、ライスプ

コシ、トウモロコシ粉、ミートミール、家

ロテイン*  (14.5%)、トウモロコシ、トウ

禽脂、加⽔水分解レバー、ビートファイ

モロコシ粉、家禽脂、加⽔水分解レバー、

バー、アップルファイバー(0.9%)、ひま

ビートファイバー*、アップルファイバー

わり油(0.8%)、塩化ナトリウム、サッカ

*(0.8%)、ひまわり油、菜種油、乾燥全

ロマイセス・セレビシエ、塩化カリウム、

卵卵、塩化ナトリウム、サッカロマイセス・

乾燥全卵卵、菜種油(0.2%)、(発酵)⼤大⻨麦

セレビシエ*、塩化カリウム、海藻

(0.2%)、(乾燥)海草(0.2%)、亜⿇麻の種

*(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシ

(0.15%)、乾燥緑イ⾙貝(0.05%)、アーティ

スル、アーティチョーク、タンポポ、ショ

チョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ

ウガ、カンバ葉葉、ネトル、カモミール、コ

葉葉、ネトル、セージ、コリアンダー、ロー

リアンダー、ローズマリー、セージ、リコ

ズマリー、タイム、リコリス根、カモミー

リス根、タイム(ハーブ：0.14%)*、緑イ

ル、メドウスウィート、ラムソン  (ハー

⾙貝*(0.05%)、イースト抽出物*(*乾燥)

ブ：  0.14%)
保証成分

粗タンパク質  24.0  %

保証成分

粗脂肪    12.0  %

粗脂肪    12.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    8.5  %

粗灰分    7.5  %

カルシウム  1.45  ％

カルシウム  1.60  ％

リン      0.90  %

リン      1.05  %

カリウム    0.45  %

カリウム    0.60  %

ナトリウム  0.35  %

ナトリウム  0.35  %

代謝エネルギー341.8kcal/100g
サイズ

粗タンパク質  24.0  %

700g  /  2.5kg

代謝エネルギー341.8kcal/100g
サイズ

300g  /  1kg  /  4kg

ハッピードッグ 　スプリーム・ミニ

ミニ  アイルランド
リニューアル前
品名

リニューアル後
マイリトル  アイルランド

パッケージ

原材料料

品名

⼤大⻨麦、サーモンミール(12%)、ラビット

原材料料

ミール(12.5%)、ポテトフレーク*、家禽

脂、ポテトフレーク(4.5%)、加⽔水分解レ

脂、リン酸カルシウム、加⽔水分解レバー、

バー、リン酸カルシウム、ビートファイ

ビートファイバー*、アップルファイバー

バー、アップルファイバー(1%)、塩化ナ

*(0.8%)、ひまわり油、菜種油、乾燥全

トリウム、サッカロマイセス・セレビシ

卵卵、塩化ナトリウム、サッカロマイセス・

エ、塩化カリウム、乾燥全卵卵、(発酵)⼤大⻨麦

セレビシエ*、塩化カリウム、海藻

(0.2%)、(乾燥)海草(0.2%)、亜⿇麻の種

*(0.15%)、亜⿇麻の種(0.15%)、ミルクシ

(0.2%)、乾燥緑イ⾙貝(0.05%)、ユッカシ

スル、アーティチョーク、タンポポ、ショ

ジゲラ、アーティチョーク、タンポポ、

ウガ、カンバ葉葉、ネトル、カモミール、コ

ショウガ、カンバ葉葉、ネトル、セージ、コ

リアンダー、ローズマリー、セージ、リコ

リアンダー、ローズマリー、タイム、リコ

リス根、タイム(ハーブ：0.14%)*、緑イ

リス根、カモミール、メドウスウィート、

⾙貝*(0.05%)、ユッカシジゲラ(0.02%)、

粗タンパク質  24.0  %

イースト抽出物*(*乾燥)
保証成分

粗脂肪    12.0  %

粗タンパク質  24.0  %
粗脂肪    12.0  %

粗繊維    3.0  %

粗繊維    3.0  %

粗灰分    7.0  %

粗灰分    7.0  %

カルシウム  1.10  ％

カルシウム  1.30  ％

リン      0.80  %

リン      0.90  %

カリウム    0.55  %

カリウム    0.60  %

ナトリウム  0.45  %

ナトリウム  0.45  %

代謝エネルギー347.0kcal/100g
サイズ

⼤大⻨麦、サーモンミール(12.5%)、ラビット

ミール(11%)、全粒粒オーツ⻨麦(10%)、家禽

ラムソン  (ハーブ：  0.14%)
保証成分

ミニ  アイルランド

パッケージ

700g  /  2.5kg

代謝エネルギー343.5kcal/100g
サイズ

300g  /  1kg  /  4kg

