
ファーストメイトのペットフードは「シンプル」であることをとても大切にしています。例えば、「太平洋産の魚」、「カナダ産のチキン」、
「オーストラリア産のラム肉（ドッグフードのみ）」、そのいずれか一つだけを動物性タンパク源材料として使用しています。そして炭水化物は唯一ジャガイモだけ。
シンプルだからこそ消化吸水性も優れていて、フードローテーションがしやすく、アレルギーのリスクも抑えています。
もちろんグレインフリー、そしてグルテンフリー。シンプルですが、栄養学的にも とても優れたペットフードなのです。

A Safe, Healthy Alternative.
ファーストメイトのグレインフリーペットフード安心と健康で選ぶなら

シンプルこそ最高の栄養源

ファーストメイトは家族的経営規模の小さな会社です。私たちの工場はカナダのバン
クーバー郊外のチリワックという町に所在し、そこで永年にわたり高品質なペットフードを
作り続けています。

自然豊かなカナダで作られています1

ペットにとって最適な品質のタンパク質
ファーストメイト製品には、ドライペットフード製造において長年にわたり使われ続けていて、
安心して与えることが出来る動物性タンパク原材料である太平洋産の魚、カナダ産の鶏
肉、オーストラリア産のラム肉を採用しています。
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あまり多くの材料を使わない、シンプルな製造方法
動物性タンパク源ならば太平洋産の魚のみ、あるいはカナダ産の鶏肉のみ、または
オーストラリア産のラム肉のみ、また炭水化物源は唯一ジャガイモのみといったように、
それぞれたった一種類の原材料からしか主要な栄養素を抽出していません。とてもシンプ
ルですが栄養学的にも完璧な独自の製造方法のおかげで、ペットの体内での消化吸収
性も大変優れていて、かつ食物性アレルギーや胃腸での消化不良のリスクも軽減するよ
うに配慮されています。またシンプルな製法だからこそ、フードローテーションにもとても適
しています。
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真空注入製造システム
（VIS - Vacuum Infusion System）

比較的熱に弱いとされるビタミンやミネラルなどの配合物を、VISと呼ばれる独自の製造
方法を採用することによって、製造されるフードの一粒ずつの内部にロスなく均等に配合
することを実現しました。

6

なぜ鶏脂肪をつかうのか？
常にペットにとって安全で最高品質の原材料を使い続けるという考えから、ファーストメイ
トのペットフードでは植物油よりも動物性の鶏脂肪を選択しました。ただしファーストメイト
製品で使用される鶏脂肪からはタンパク質をあらかじめ除去してあり、鶏肉由来のアレル
ギーのリスクを軽減するよう配慮しています。どうぞご安心ください。

7

すべての製品は自分たちの工場で
作られています

ファーストメイトの工場はカナダの政府機関であるCFIA（カナダ食品検査庁）やアメリカ
のUSDA （米国農務省）、またEUからも製造認証を得ています。自社で工場を所有、
操業することによって、原材料から最終製品に至るまでのすべての工程や品質管理が自
分たちの手で実施されています。他社に製造委託はしておりません。

2

安心、安全な原材料にこだわっています
ファーストメイトのペットフードには安全でナチュラルな原材料だけを使用し、何かの副
産物や合成添加物などは一切使用していません。これは1989年の創業以来守り続け
ていることであり、最高品質の原材料だけを厳選して採用し、愛犬や愛猫の健康づくりを
応援しています。

3

MADE IN
CANADA



この製品では、主な動物性タンパク源として自然が豊かなカナダの放し飼い環境で育ったニワトリの肉を使用
しています。このグレインフリー（穀物不使用）かつシンプルな製法のドッグフードは、愛犬の毎日の健康維持
はもちろんのこと、アレルギーや消化器官に問題がある愛犬たちにも理想的な栄養配合がされたペットフード
となっています。またたくさんの新鮮なブルーベリーが配合されており、含有する抗酸化物質の働きで免疫力、
泌尿器官、視力や記憶力の状態の健康維持をサポートします。

この製品では主な動物性タンパク源として、オーストラリア産のラム肉が使用されています。このグレインフ
リー（穀物不使用）であまり多くの原材料を使わないシンプルな製法のドッグフードは、愛犬への毎日の給餌は
もちろんのこと、アレルギー反応を起こしにくく、また排泄もスムーズにできるように作られています。ブルーベ
リー、ラズベリー、そしてクランベリーも加えることによって、その味をより一層美味しくすることはもちろんのこと、
それらが含有する抗酸化物質の働きで、免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポートします。

ラムミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、鶏脂
肪＊（保存用に混合トコフェロールを使用）、トマト搾り
粕、塩化カリウム、DLメチオニン、塩化コリン、プロピ
オン酸カルシウム、タウリン、ブルーベリー、ラズベ
リー、クランベリー、ミネラル類（タンパク質化合亜鉛、
タンパク質化合鉄、タンパク質化合マンガン、タンパ
ク質化合銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母）、ビ
タミン類（ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D－パ
ントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン
塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD3）、
酵母エキス、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧

オーストラリアンラム 1kg 2.3kg 6.6kg 13kg

オーストラリアンラム スモールバイツ（小粒） 1kg 2.3kg 6.6kg

保証分析値
粗タンパク質 24％ 以上
粗脂肪 13％ 以上
粗繊維 7.5% 以下
水分 10% 以下
灰分 8％ 以下
カルシウム 2.2% 以上
リン 1.2% 以上
グルコサミン 100mg/Kg 以上

タンパク質割合

ラム肉から
78％
ジャガイモから
22％

タンパク質割合

鶏肉から
84％
ジャガイモから
16％

タンパク質割合

太平洋産の魚から
73％
ジャガイモから
27％

タンパク質割合

太平洋産の魚から
87％
ジャガイモから
13％

タンパク質割合

太平洋産の魚から
70％
ジャガイモから
30％

タンパク質割合

鶏肉から
92％
ジャガイモから
8％

タンパク質割合

太平洋産の魚から
95％
ジャガイモから
5％

代謝エネルギー
326kcal. ／100g

チキンミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、鶏
脂肪＊（保存用に混合トコフェロールを使用）、ブ
ルーベリー、塩化カリウム、DLメチオニン、塩化コリ
ン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類（タンパク
質化合亜鉛、タンパク質化合鉄、タンパク質化合
マンガン、タンパク質化合銅、ヨウ素、炭酸コバルト、
セレン酵母）、ビタミン類（ビタミンE、リボフラビン、
ナイアシン、D－パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビ
タミンA、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミ
ンB12、ビタミンD3）、酵母エキス、グルコサミン塩
酸塩

原材料一覧

チキンウィズブルーベリー 1kg 2.3kg 6.6kg 13kg

チキンウィズブルーベリー スモールバイツ（小粒） 1kg 2.3kg 6.6kg

保証分析値
粗タンパク質 ２５％ 以上
粗脂肪 １４％ 以上
粗繊維 4% 以下
水分 １０% 以下
灰分 ７％ 以下
カルシウム 1.5% 以上
リン 0.9% 以上
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
347kcal. ／100g

この製品では、太平洋で獲れた新鮮なニシンなどの魚が主な動物性タンパク源として使用されており、愛犬
の皮膚や毛並みに良いとされるオメガ３およびオメガ６脂肪酸が豊富に含まれています。タンパク質が豊富な
太平洋産の魚と良質な炭水化物源としてのジャガイモを主原料として採用することにより、シンプルな製法な
がらとても消化性の良いグレインフリー（穀物不使用）のペットフードに仕上がっています。またこの製品は栄
養分の吸収や排泄性もとても優れています。

魚ミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、トマト
搾り粕、鶏脂肪＊（保存用に混合トコフェロールを
使用）、リン酸二カルシウム、塩化コリン、プロピオン
酸カルシウム、ミネラル類（タンパク質化合亜鉛、タ
ンパク質化合鉄、タンパク質化合マンガン、タンパ
ク質化合銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母）、
ビタミン類（ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D
－パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリド
キシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB１２、ビタミ
ンD3）、酵母エキス、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧

パシフィックオーシャンフィッシュ 1kg 2.3kg 6.6kg 13kg

パシフィックオーシャンフィッシュ スモールバイツ（小粒） 1kg 2.3kg 6.6kg

保証分析値
粗タンパク質 23％ 以上
粗脂肪 10％ 以上
粗繊維 8% 以下
水分 10% 以下
灰分 ７％ 以下
カルシウム 1% 以上
リン 0.75% 以上
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
313kcal. ／100g

この製品は、成長期の子犬にとって必要な栄養素を特別に配合した製品です。子犬が食べやすいサイズに
仕上げてあり、高品質なタンパク質と脂肪分が愛犬の健やかな成長に適しています。この製品には太平洋
で獲れた新鮮なニシン類の魚が主な動物性タンパク源として使用されており、愛犬の皮膚や毛並みに良いと
されるオメガ３およびオメガ６脂肪酸も豊富に含まれています。また良質な炭水化物源としてのジャガイモを使
用することにより、シンプルな製法ながらとても消化吸収性の良いグレインフリー（穀物不使用）のペットフード
に仕上がっています。

魚ミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、鶏脂肪＊

（保存用に混合トコフェロールを使用）、トマト搾り粕、
リン酸二カルシウム、塩化コリン、プロピオン酸カル
シウム、ミネラル類（タンパク質化合亜鉛、タンパク
質化合鉄、タンパク質化合マンガン、タンパク質化
合銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母）、ビタミン
類（ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D－パントテ
ン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸
塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB１２、ビタミンD3）、酵母
エキス、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧

パシフィックオーシャンフィッシュ　
　　　　　　　エンデュランス／パピー 1kg 2.3kg

保証分析値
粗タンパク質 28％ 以上
粗脂肪 １8％ 以上
粗繊維 8% 以下
水分 10% 以下
灰分 8％ 以下
カルシウム 1.2% 以上
リン 0.9% 以上
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
349kcal. ／100g

1kg 2.3kg 6.6kg 13kg

パシフィックオーシャンフィッシュ　
　　　　　　　ウエイトコントロール／シニア
太平洋で獲れた新鮮なニシン類の魚が主な動物性タンパク源として使用されています。体重オーバーのため
カロリーを制限しなくてはならない愛犬たちや、シニア犬たちにとって適度な大きさの粒に仕上がっており、関
節の健康のためにグルコサミンが加えられています。また愛犬の皮膚や毛並みに良いとされるオメガ３および
オメガ６脂肪酸も豊富に含まれています。タンパク質が豊富な太平洋産の魚と良質な炭水化物源としての
ジャガイモを主原料として採用することにより、シンプルな製法ながらとても栄養分の吸収また消化性の良い
グレインフリー（穀物不使用）のドッグフードに仕上がっています。

バーバンクポテト、ノーコタポテト、魚ミール、トマト
搾り粕、鶏脂肪＊（保存用に混合トコフェロールを
使用）、リン酸二カルシウム、塩化コリン、プロピオン
酸カルシウム、ミネラル類（タンパク質化合亜鉛、タ
ンパク質化合鉄、タンパク質化合マンガン、タンパ
ク質化合銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母）、
ビタミン類（ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D
－パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリド
キシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB１２、ビタミ
ンD3）、酵母エキス、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧 保証分析値
粗タンパク質 18％ 以上
粗脂肪 8％ 以上
粗繊維 8% 以下
水分 10% 以下
灰分 6％ 以下
カルシウム 0.8% 以上
リン 0.5% 以上
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
306kcal. ／100g

ファーストメイト のキャットフードは、子猫から成猫までどの世代の愛猫にも喜ばれる最高品質のキャットフード
です。この製品では、自然豊かなカナダの放し飼い環境で育ったニワトリの肉を使用しています。このグレイン
フリー（穀物不使用）かつシンプルな製法のキャットフードは、愛猫の毎日の健康維持はもちろんのこと消化性
も非常に優れており、さまざまなアレルギーのリスクも軽減するようにも作られています。またたくさんの新鮮で
食物繊維が豊富なブルーベリーも配合されており、抗酸化物質の働きで免疫力、泌尿器官、視力や記憶力
の健康維持をサポートします。

チキンミール、ジャガイモ、鶏脂肪＊、ブルーベリー、
DLメチオニン、ミネラル類（タンパク質化合亜鉛、
タンパク質化合鉄、タンパク質化合マンガン、タン
パク質化合銅、ヨウ素酸カルシウム、炭酸コバルト、
亜セレン酸ナトリウム）、ビタミン類（ナイアシン、チ
アミン硝酸塩、D－パントテン酸カルシウム、リボフ
ラビン、ピリドキシン塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミ
ンB１２、ビタミンE、ビタミンA、ビタミンD3）、塩化カ
リウム、プロピオン酸カルシウム、タウリン、酵母エキ
ス、ケール、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧

チキン ウィズ ブルーベリー（猫用） 1kg 1.8kg 4.54kg

保証分析値

粗タンパク質 36％ 以上
粗脂肪 16％ 以上
粗繊維 4% 以下
水分 10% 以下
灰分 8％ 以下
カルシウム 1.8% 以上
リン 0.9% 以上
マグネシウム 0.089% 以下
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
353kcal. ／100g

ファーストメイト のキャットフードは、子猫から成猫までどの世代の愛猫にも喜ばれる最高品質のキャットフード
です。この製品では、主なタンパク源として太平洋産のニシンを使用しています。このシンプルな製法のグレ
インフリー（穀物不使用）のキャットフードは、愛猫の毎日の健康維持はもちろんのこと、消化性も非常に優れ
ていて、さまざまなアレルギーのリスクも軽減するようにも作られています。またたくさんの新鮮で食物繊維が
豊富なブルーベリーも配合されており、含有する抗酸化物質の働きで免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の
健康状態をサポートします。

魚ミール、ジャガイモ、鶏脂肪＊、ブルーベリー、ミネ
ラル類（タンパク質化合亜鉛、タンパク質化合鉄、
タンパク質化合マンガン、タンパク質化合銅、ヨウ
素酸カルシウム、炭酸コバルト、亜セレン酸ナトリウ
ム）、ビタミン類（ナイアシン、チアミン硝酸塩、D－
パントテン酸カルシウム、リボフラビン、ピリドキシン
塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミンB１２、ビタミンE、
ビタミンA、ビタミンD3）、塩化コリン、プロピオン酸
カルシウム、DLメチオニン、タウリン、酵母エキス、
ケール、グルコサミン塩酸塩

原材料一覧
パシフィックオーシャンフィッシュ 
　　　　　　　ウィズ ブルーベリー（猫用） 1.8kg1kg 4.54kg

保証分析値

粗タンパク質 42％以上
粗脂肪 18％以上
粗繊維 3%以下
水分 10%以下
灰分 7％ 以下
カルシウム 1.9% 以上
リン 1.2% 以上
マグネシウム 0.089% 以下
グルコサミン 100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
370kcal. ／100g

ファーストメイトのすべてのペットフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）が定める栄養基準をクリアしています。＊ファーストメイトのペットフードに使用されている鶏脂肪は、鶏肉由来のアレルギーのリスクをなくすために、あらかじめタンパク質が除去されています。

Dog Food ドッグフード

ファーストメイト  グレインフリーペットフード

0120-12-4736（平日9：00-17：00）お問い合わせ先フリーダイヤル株式会社ボンビアルコン ファーストメイト事業部　〒587-0042　大阪府堺市美原区木材通4-14 -36〈輸入販売者〉

すべての製品に穀物が入っていないので、安心してお与えください。

Cat Food キャットフード
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