シン プルこそ 最 高 の 栄 養 源

MADE IN
CANADA

A Safe, Healthy Alternative.

FirstMate Pet Foods is Canada’s choice for quality Pet Food. As a family-owned and
operated manufacturer, we have full control over the quality of our ingredients and manufacturing procedures. Our company has been instrumental in the development of Pet Food
having introduced pet specialty’s first Grain Free option in 1995!
私達は１９９５年に世界で初めてグレインフリーのペットフードを作った会社です。

A Safe, Healthy Alternative.
安 心 と健 康 で 選 ぶ なら

ファーストメイトの グレ インフリー ペットフード

私たちファーストメイトは１９９５年に世界で初めてグレインフリー
（穀物不使用）
のペットフードを誕生させました。１９８９年の創業以来、
自然豊かなカナダのブリティッシュコロンビア州にある小さな自社工場で、原材料の選定から製造プロセスに至るまですべてを私たち
自社スタッフが管理し、ペットのさまざまなニーズにお応えするべく、常に最高品質のペットフードを作り続けています。

Our Story
ファーストメイトの 歴 史

ファーストメイトの創業者マイケル・フローリアンは、長年の間 タプロウ という漁船に乗り、
北太平洋の海でサーモンやニシン、その他いろいろな魚を釣り上げてきました。やがて東海岸
や各地での漁獲量が減少しはじめると、マイケルは1989年にタプロウベンチャー社を設立し、
カナダのブリテリッシュコロンビア州で急速に発展してきたサーモンの養殖業に向けて、魚のエ
サの製造業を開始しました。
長年連れ添ったタプロウという船の名前を忘れずにいるために、マイケルは自身のエサ事業の
ことを タプロウフィーズ と名付けることにしました。漁獲船タプロウは数十年以上もの間働き
続けたので、マイケルはそんな漁獲船タプロウの幸運を自分の新しい事業にもあやかりたかった
のです。サーモンの養殖業者にエサを供給するこの事業も、やがて順調に推移していきました。
当時のサーモンの養殖場周辺では、数匹の犬が番犬として放し飼いされていました。しかしなが
らその番犬たちは、マイケルが作ったサーモン用のエサがあまりにも美味しいので、保管してあ
るエサを好んで盗み食いするようになってしまいました。これに困った養殖場のオーナーは、マイ
ケルに番犬専用のペットフードを作ってくれるように頼みました。すぐさまマイケルと栄養学の専
門家とともにドッグフードの研究開発に着手し、やがてとても良質のドッグフードが完成しました。
こうしてファーストメイト・ペットフードが誕生したのです。
カナダ・ブリテッシュコロンビア州内陸部での小さな工場からスタートし、現在は
バンクーバー郊外のチリワックという自然豊かな町で、より大規模で近代的設
備を備えた自社工場で操業しています。当初は上記のように番犬用のフードし
か作っていませんでしたが、現在では世界各国で認められるブランドに成長し、
世界中のペット愛好家の要望にお応えするために、生まれたての子犬や子猫
から年老いた犬や猫まで、幅広いニーズに合う高品質なペットフードを製造して
います。そしてタプロウフィーズは現在も初心を忘れず、魚の養殖用のエサを作
り続けています。
タプロウベンチャー社は創立後２０周年以上が経過し、おかげさまで今日も更に
成長し続けています。私たちには会社を愛するスタッフ、そしてたくさんの素晴ら
しい仕入先やお得意先、そしてなによりもファーストメイトのペットフードを愛してく
れる素晴らしいお客様たちがいます。この喜びを決して忘れることなく、今もあの
漁獲船タプロウが私たちに幸運をもたらし続けてくれていることに、心から感謝し
ています。
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シンプルこそ最高の栄養源
ファーストメイト・ペットフードの

1
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自然豊かなカナダで作られています

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。
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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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すべての製品は自分たちの工場で
作られています

あまり多くの材料を使わない、
シンプルな製造方法

ファーストメイトのグレインフリー
（穀物不使用）
のペットフードには、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。

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。
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つの真実

安心、安全な原材料にこだわっています
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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。

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。
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なぜジャガイモを原材料一覧表の
一番先頭に記述しているのか？

ファーストメイトのグレインフリーのペットフードでは、ジャガイモが炭水化物
源として唯一使われている炭水化物原材料だからです。もし仮に他社製
品のようにジャガイモ以外の他のいろいろな炭水化物原材料を使用して
いたならば、それぞれの炭水化物原材料の使用量はメインのタンパク源
である魚や鶏肉、ラム肉などの肉類よりも必然的に少なくなり、原材料欄
では先頭が肉類、そして次以降にジャガイモ、サツマイモ、平豆、ヒヨコ豆、
etc. といったようにあたかも肉類が一番多く使われているように表記しな
ければならないところですが、当社のグレインフリーのペットフードには炭水
化物原材料は唯一ジャガイモしか使用していないので、動物性たんぱく
質の肉類原材料を差し置いてジャガイモを正直に堂々と原材料表の一番
先頭に表記しているのです。
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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。
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First in Grain Free !

ファーストメイトのペットフードの品質と信頼性をより強いものにするために、私たち
は自社独自の工場を１９９１年に建ち上げました。この自社工場への投資は、すべ

ファーストメイトは１９９５年に世界で初めて穀物をまったく使わないペットフードを開発しました。

ての自分たちの製品を直接自分たちの管理下のもとで製造することを可能にしま

なぜファーストメイトが
選ば れるのか？

した。自社工場であるが故に、入荷する原材料の品質にまで最大限の注意を払
うことも可能になりました。自社工場を所有し、よりよい製造方法を研究し続け、
原材料の選定、独創的な製品作りに至るまで、すべてを自分たちの手で行なうこ

獣医博士 ブラッド ヒックス

とかできるファーストメイトだからこそ、ペットの健康維持や長生きをサポートし続け
ることができるのです。

私たちファーストメイトは１９８９年に動物用飼料製造事業をスタートさせました。

この会社の副社長であり獣医師でもあり栄養学者でもある私は、この高品質の

それまでにカナダで魚の養殖や漁業を数十年にわたって行なってきましたので、

ペットフードを作ることに最高の誇りを自負しています。我々の品質管理チームは

その長年の豊富な経験から動物栄養学の基礎を学び、ペットフード作りの専門的

すべての製造工程において、安全管理にも大変気を配っています。

知識を得ることができました。養殖業における魚の栄養研究においては、高品質

ファーストメイトのペットフードの製造過程では１２５もの品質チェック項目が設けら

な天然原材料とバランスのよい配合物を常に追い求めてきました。この長年の栄

れています。チェック項目には、たとえば入荷した原材料の照合および品質の再

養学の研究が、今日の私たちのペットフード作りの基礎となり、現在も発展し続け

確認、また多様な製造方法の確認、最終製品の保証成分値の確認、その他多

ています。独特な製法でかつ高品質なペットフードを世界中にお届けすることが、

岐に渡る項目があります。幸いにも我々は社内に自社独自の研究室を所有して

私たちファーストメイトの使命です。

いますので、自分たちの手で品質基準を満たしているかどうかを、最終製品が出
荷される前にきちんとチェックすることが可能です。

私たちのペットフード作りにおける考え方は
「最高の栄養素はシンプルであるべき」
ということです。ペットの健康維持や長寿のために、ヘルシーで栄養価の高いペッ

出来上がった製品や原材料のトレーサビリティ
（追跡調査）
もとても重要です。

トフードを作り続けることが私たちの目標です。ペットの健康にとって本当によいの

我々の製造プロセスにおいては入荷する原材料、および出荷される最終製品に

か疑わしいような原材料は一切使用することなく、すべての必要な栄養素を充分

至るまで、いつでも追跡調査をすることができるシステムを採用しています。です

に含んだペットフードを作っています。私たちのペットフードでは、貴重かつ高品質

からファーストメイトは自信をもって、いつでも安心かつ安全なペットフードをお客様

な原材料を厳選して使っています。高品質の魚、ラム肉、チキン、そして高品質

のもとにお届けすることができるのです。

な魚オイルやチキンオイルなども惜しみなく採用しています。
私たちの製造システムや作業手順は、カナダおよび欧米諸国ほか多くの政府系
発売後の年月が経つに連れて、一般のペット愛好家から有名なブリーダーまで、

機関による厳しい検査をすべてクリアしており、いまではファーストメイト製品はヨー

ファーストメイトのペットフードを与え続けたことによる効果や喜びの声が、たくさん

ロッパ連合やアメリカ合衆国、また世界中のたくさんの国々へ輸出されています。

寄せられるようになりました。シンプルな製法を採用しているファーストメイトのペット
フードは特に、皮膚にアレルギーがあるペットに目に見える効用をもたらしています。

ファーストメイトは高品質で栄養豊富なペットフードを作ることに、大きな誇りを持っ

下の写真は、食物由来の皮膚炎と診断された、あるブリーダーの愛犬です。この

ています。ペットの健康と長生きを実現させる最良のペットフードを作り続けること

ワンちゃんの食事を穀物不使用のファーストメイトのパシフィックオーシャンフィッ

が、私たちファーストメイトの使命です。

シュ味のドッグフードに置き換えたところ、皮膚の症状に改善の兆候が短期間で
現れ始めました。シンプルな製法は、動物の栄養学的にもとても優れているのです。

ファーストメイト ペットフード
獣医博士、取締役副社長
ブラッド ヒックス
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Dog Food

ドッ グ フ ー ド

ファーストメイトのドッグフードには、
「オーストラリアンラム」
「チキン ウィズ ブルーベリー」
「パシフィックオーシャンフィッシュ」
がラインナップされています。中でも
「パシフィックオー
シャンフィッシュ」
は様々なライフステージ
（年齢層、体格）
の犬にあわせて作られています。

チキンウィズブルーベリー
Chicken with Blueberries
ズブルーベリー
Chicken with Blueberries Small Bites チキンウィ
スモールバイツ（小粒）

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。
原材料一覧

ラム

＊

容 量 ・オーストラリアンラム

1kg

2.3kg

6.6kg

13kg

ジャガイモ、
ラムミール、
トマト絞りかす、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、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、
ブルーベリー、
ラズベリー、
クランベリー、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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）、
タウリン、酵母エキス
（プレバイオティクスの原料）、
グルコサミン塩酸塩

・オーストラリアンラム スモールバイツ（小粒）

1kg

2.3kg

オーストラリアンラム

6.6kg

＊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。

保証分析値

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

24％ 以上
13％ 以上
7.5% 以下
10% 以下
8％ 以下
2.4% 以上
1.4% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

326kcal. ／ 100g

オーストラリアンラム
スモールバイツ（小粒）

78
22
0

％

％

のタンパク質は
ラム肉から

％

ジャガイモから

原材料一覧

チキン

＊

容 量 ・チキンウィズブルーベリー

1kg

2.3kg

6.6kg

13kg

ブルーベリー、塩化カリウム、DL メチオニン、塩化コリ
ジャガイモ、チキンミール、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
ン、
プロピオン酸カルシウム、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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、葉酸、
ビオチン、
ビタミン B１２、
ビタミン
D3）、酵母エキス
（プレバイオティクスの原料）、
グルコサミン塩酸塩

・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

＊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。

保証分析値

のタンパク質は

穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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チキン ウィズ ブルーベリードッグフードでは、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。

チキンウィズブルーベリー

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

２５％ 以上
１４％ 以上
4% 以下
１０% 以下
７％ 以下
1.7% 以上
1.0% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

347kcal. ／ 100g

チキンウィズブルーベリー
スモールバイツ（小粒）

84
16
0

％

％

のタンパク質は
鶏肉から

％

ジャガイモから

のタンパク質は

穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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チキン ウィズ ブルーベリー

オーストラリアンラム

オーストラリアンラム
Australian Lam
Australian Lam Small Bites オーストラリアンラム スモールバイツ（小粒）

フィッシュ
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

パシフィックオーシャン
フィッシュ

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

パシフィックオーシャンフィッシュドッグフードには、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。

パシフィックオーシャンフィッシュ エンデュランス／パピードッグフードは、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。子犬が食べやすい小粒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を促進します。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。

原材料一覧

原材料一覧
＊

容 量 ・パシフィックオーシャンフィッシュ

1kg

Pacific Ocean Fish Endurance / Puppy

パシフィックオーシャンフィッシュ
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）

フィッシュオイル、
リン酸二カルシ
ジャガイモ、太平洋産魚ミール、
トマト絞りかす、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
ウム、塩化コリン、
プロピオン酸カルシウム、
ユッカエキス、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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
（プレバイオティクスの原料）、
グルコサミン塩酸塩
＊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。

6.6kg

保証分析値

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

23％ 以上
10％ 以上
8% 以下
10% 以下
７％ 以下
0.9% 以上
0.5% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

313kcal. ／ 100g

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)

73
27
0

％

フィッシュ
容 量 ・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

6.6kg

＊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。

保証分析値

のタンパク質は

太平洋産の魚から

のタンパク質は

ジャガイモから
穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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＊

フィッシュオイル、
リン酸二カルシ
ジャガイモ、太平洋産魚ミール、
トマト絞りかす、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
ウム、塩化コリン、
プロピオン酸カルシウム、
ユッカエキス、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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
（プレバイオティクスの原料）、
グルコサミン塩酸塩

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

28％ 以上
１8％ 以上
8% 以下
10% 以下
8％ 以下
1.0% 以上
0.5% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

349kcal. ／ 100g

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

87
13
0

％

％
％

のタンパク質は

太平洋産の魚から

のタンパク質は

ジャガイモから
穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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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

パシフィックオーシャンフィッシュ

Pacific Ocean Fish
Pacific Ocean Fish Small Bites

Pacific Ocean Fish Weight Control / Senior

太平洋で獲れた新鮮なニシン類の魚を動物性タンパク源として使用した、中・大型犬にとって食べやすい大粒のドッグフードです。
中・大型犬に必要とされる分量のカロリーをよく計算し、タンパク質と脂肪分をバランスよく配合しています。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消化吸収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。また製造の最終工程でグルコサミンを加えることによって、愛犬の関節の健康維持への配
慮もされた製品となっています。

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。

原材料一覧

原材料一覧

パシフィックオーシャンフィッシュ ラージブリード

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

＊

フィッシュ
容 量 ・パシフィックオーシャンフィッシュ

ラージブリード

6.6kg

13kg

フィッシュオイル、
リン酸二カルシ
ジャガイモ、太平洋産魚ミール、
トマト絞りかす、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
ウム、塩化コリン、
プロピオン酸カルシウム、
ユッカエキス、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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
＊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。

保証分析値

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

25％ 以上
１2％ 以上
8% 以下
10% 以下
8％ 以下
1.0% 以上
0.6% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

323kcal. ／ 100g

パシフィックオーシャンフィッシュ
ラージブリード

80
20
0

％

フィッシュ
容 量 ・パシフィックオーシャンフィッシュ

1kg

％
％

＊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。

ウエイトコントロール／シニア

2.3kg

6.6kg

13kg

保証分析値

のタンパク質は

太平洋産の魚から

のタンパク質は

ジャガイモから
穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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＊

ジャガイモ、太平洋産魚ミール、
トマト絞りかす、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
フィッシュオイル、
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、
ユッカエキス、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マンガン、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
（プレバイオティクスの原料）、
グルコサミン塩酸塩

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
グルコサミン

18％ 以上
8％ 以上
8% 以下
10% 以下
6％ 以下
0.8% 以上
0.5% 以上
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

306kcal. ／ 100g

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

70
30
0

％

％
％

のタンパク質は

太平洋産の魚から

のタンパク質は

ジャガイモから
穀物類は
いっさい使用していません

このドッグフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるドッグフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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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

パシフィックオーシャンフィッシュ ラージブリード

Pacific Ocean Fish Large Breed

Cat Food

キ ャ ットフ ー ド

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
も喜ばれる高品質のキャットフードです。

Pacific Ocean Fish with Blueberries (Cat)

チキン ウィズ ブルーベリー
（猫用）

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）

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。このチキン ウィ
ズ ブルーベリーキャットフードでは、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。

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 キャットフードには、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。

原材料一覧

原材料一覧
＊

チキン
容 量 ・チキンウィズブルーベリー
（猫用）

1kg

1.8kg

ブルーベリー、DL メチオニン、
ミネラル類（亜鉛、鉄、
マ
チキンミール、
ジャガイモ、鶏脂肪（保存用に混合トコフェロールを使用）、
ンガン、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
（プレバイオティクスの原料）、
ケール、
グルコサミン塩酸塩
＊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。

保証分析値

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
マグネシウム
グルコサミン

36％ 以上
16％ 以上
4% 以下
10% 以下
8％ 以下
1.8% 以上
0.9% 以上
0.089% 以下
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー

353kcal. ／ 100g

チキンウィズブルーベリー
（猫用）

92
8
0

％

のタンパク質は
鶏肉から

フィッシュ
容 量 ・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）

1kg

1.8kg

＊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。

保証分析値

のタンパク質は

％

ジャガイモから

％

穀物類は
いっさい使用していません

このキャットフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるキャットフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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＊

太平洋産魚ミール、ジャガイモ、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、
ミネラル類（亜鉛、鉄、マンガン、
銅、ヨウ化カルシウム、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
（プレバイオティクスの原料）、
ケール、
グルコサミン塩酸塩

粗タンパク質
粗脂肪
粗繊維
水分
灰分
カルシウム
リン
マグネシウム
グルコサミン

42％以上
18％以上
3%以下
10%以下
6％ 以下
1.9% 以上
1.2% 以上
0.089% 以下
100mg/Kg 以上

代謝エネルギー
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）

370kcal. ／ 100g

95
5
0

％

のタンパク質は

太平洋産の魚から

のタンパク質は

％

ジャガイモから

％

穀物類は
いっさい使用していません

このキャットフードは、AAFCO（米国飼料検査官協会）
が定めるキャットフードの栄養ガイドラインに、すべてのライフステージ向けのペットフードとして適合しています。
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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︶

チキン ウィズ ブルーベリー︵猫用︶

Chicken with Blueberries (Cat)

ファーストメイト製品に使用している原材料について
ジャガイモ

ラムミール

トマトペースト
（絞りかす）

穀物類に代わるものとしてジャガイモを使用しています。ジャガイ
モはペットにとっての大きなエネルギー源となり、体内での代謝も
優れています。ファーストメイト製品に使用されているジャガイモは
米国アイダホ産です。これらは人間が食用として食べるものと同
じものです。

世界的にも安心安全なことで認知されているオーストラリア産のラ
ム肉から作られています。

トマトジュースやスープ、ケチャップなどの製造時にできたものを使
用しています。
トマトの絞りかすにはビタミンＡやビタミンＢが豊富に
含まれており、便通にもよい食物繊維も多く含まれています。また
抗酸化物質であるリコピンも豊富に含まれています。

ブルーベリー
魚ミール
（ニシン、
マイワシ、
アンチョビ）

ブルーベリーは目の働きや記憶力の維持にも良いと言われていま
す。食物繊維や抗酸化物質も豊富に含まれています。含まれてい
る抗酸化物質は健康的な免疫力作りをサポートします。またブルー
ベリーは尿のpH値や酸化の軽減を促進します。またブルーベリー
には、排尿器官にバクテリアが付着することを防ぐ物質も含まれて
います。

それぞれの魚を丸ごと使用しています。ファーストメイト製品で使用
されているこれらの魚ミールは92%以上消化されます。この原材
料にはカルシウムやオメガ3、およびオメガ6などの脂肪酸も豊富
に含まれています。ニシンに含まれる栄養素は心臓の健康的な活
動を促進し、免疫力、皮膚や被毛のコンディションをサポートします。
ニシンは鶏肉に代わるたんぱく質源としても使用されており、動物
由来のアレルギーの可能性を最大限に排除するよう配慮していま
す。ニシンは海における食物連鎖の中でも捕食される割合が高く、
これは水銀などの有害な物質を含まない証でもあり、人間の食用
としても日常的によく食べられています。ファーストメイトでは環境に
充分に配慮した漁業者から太平洋産のニシンを仕入れて使用して
います。

鶏脂肪
ペットフードを作るために、脂肪分は不可欠な材料です。ファースト
メイトの製品では安全で健康的な脂肪分をペットに与えるために、
たんぱく質をあらかじめ除去した鶏脂肪を使用しています。食物ア
レルギーはたんぱく質が原因であることが多く、この鶏脂肪ならば
ペットの鶏肉アレルギーを引き起こす心配はありません。

フィッシュオイル
フィッシュオイルには不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、特にオ
メガ3は免疫システムの正常な働きを維持するために大きな役割を
担っています。フィッシュオイルには愛犬の被毛につやと輝きを与
え、皮膚の炎症を防ぐ効果があります。ファーストメイト製品に使用
されているフィッシュオイルはニシンやサバ類から抽出されています。
当社製品に使われているフィッシュオイルにはオメガ３やオメガ６が
サーモンオイルよりも多く含まれていて、その製造工程における焼
き上げと乾燥工程の後に常温下でこのフィッシュオイルを加えてい
るので、オメガ３やオメガ６の効果が充分に残るように工夫されて
います。

ブルーベリー、
クランベリー、
およびラズベリー
これらは泌尿器官系の病気、また胃潰瘍につながるピロリ菌によ
る病気の予防とケア、また歯垢の付着予防のためにも使用されて
います。クランベリー、ブルーベリーそしてラズベリーは抗酸化作用
や抗ガン作用もあると言われています。これらのベリー類は泌尿器
官の膀胱の細胞に細菌が生息することによって引き起こされる
UTI（泌尿器官障害）
を防ぐ一助になるとも言われています。

チキンミール
カナダのブリティッシュコロンビア州産の放し飼いのニワトリを使用
しています。健康的に消化できる動物たんぱく源です。
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お客様からいただいた喜びの声

ファーストメイト製品一覧表
商品コード

サマンサさんと愛犬ソー
この子の名前は ソー といいます。マレンマシープドッグの２歳で、体重は約４８

ダイアナ T さんと愛犬カトー

kgあります。この子は以前、残念ながら食べ物の消化に問題を抱えていました。

商 品 名

容量

流通バーコード

83400

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

1kg

4977082834006

83401

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

2.3kg

0 72318 10042 0

83402

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

6.6kg

0 72318 10043 7

13kg

0 72318 10041 3

便秘になったり、下痢をしたり・・・、いつもそんな調子でした。いつも高級なドッ

83403

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

ウチの柴犬カトーは貴社のパシフィックオーシャンフィッシュドッグフードが大好き

グフードを与えていましたが、そのままでは拒否するばかりで、何かしらオヤツを

83404

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

スモールバイツ

1kg

です。以前は B というフードを与えていましたが、彼の被毛はいつも乾燥して

上にのせた時しか食べてくれませんでした。全部で５種類ほどの違ったドッグフー

83405

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

スモールバイツ

2.3kg

0 72318 10044 4

83406

ファーストメイトドッグフード オーストラリアンラム

スモールバイツ

6.6kg

0 72318 10045 1

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー

1kg

いて、体中かゆがっていました。今ではファーストメイトに切り替えて約一年が経

ドを試してみましたが、やはり何かを少しのせないと食べてはくれませんでした。

ちましたが、彼の被毛はとても良い状態になり、ツヤがでて、驚くほどソフトにな

そしてこれが最後のチャレンジと思い、ファーストメイトの
「パシフィックオーシャン

りました。私がこのフードが大好きなもう一つの理由は、私たちの地元、カナダ

フィッシュ ラージブリード」
を与えてみたら、・・・・なんということでしょう
！彼はそ

83408

4977082834044

4977082834082

のままでも喜んで食べてくれたのです！もうオヤツはいらなくなりました。今ではお

83409

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー

2.3kg

0 72318 10068 0

なかの調子も良好で、ウンチの状態もずいぶんと改善されました。もう違うドッグ

のフードを周りの人たちにぜひともおススメしたいと思います。ありがとう
！

フードは与えません！

83410

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー

6.6kg

0 72318 10067 3

83411

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー

13kg

0 72318 10066 6

83412

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー スモールバイツ

1kg

83413

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー スモールバイツ

2.3kg

0 72318 10064 2

83414

ファーストメイトドッグフード チキンウィズブルーベリー スモールバイツ

6.6kg

0 72318 10065 9

83416

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ

1kg

83417

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ

2.3kg

0 72318 10022 2

83418

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ

6.6kg

0 72318 10028 4

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ

13kg

0 72318 10029 1

獣医学博士 スーザン へサリントン氏

クレオさんと愛犬リオ

ドッ グ フ ー ド

のブリテリッシュコロンビアで作られていることです。今ではどんな犬種にも合う
ようにこのパシフィックオーシャンフィッシュの小粒も発売されているので、私はこ

私はこれまでに、いままでのペットフードからファーストメイト製品に切り替えるこ

私の愛犬リオが昨年体調を崩し、掛り付けの獣医に連れて行ったところ、食物

とによる数々の効用を目の当たりにしてきました。ペットの毛ヅヤが良好になり、

アレルギーの疑いがあると診断されました。その獣医に勧められた少々値が張

尿中のPh値は改善され、胃腸内での消化や排便状態も良くなり、時には様々

るドッグフードを与えたところ、アレルギーの兆候はすこし治まったようなのですが、

なアレルギーの状態さえ改善されることもありました。私の地元であるカナダの

リオはあまりそのフードが好きではない様子でした。獣医の処方食を嫌々ながら

ブリティッシュコロンビア州でこのペットフードが作られていることも大変喜ばしく

食べ続けさせたところ、またたく間に彼の体重が大きく落ちてしまったのです。こ

83419

4977082834129

4977082834167

思いますし、何よりも合成保存料の不使用はもちろんのこと、硫酸、悪質な混

れではいけないとの思いで、地元のペットショップで何か食物アレルギーを持つ

83420

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ スモールバイツ

1kg

ぜ物、あるいはアレルギーの原因になりがちな小麦やトウモロコシはまったく使

犬に良いドッグフードはないかと相談したところ、ファーストメイトのペットフードを

用していないという点が素晴らしいと思います。このペットフードはとても新鮮で

勧められました。その後ファーストメイトに切り替えて７ヶ月が経った頃には、なん

83421

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ スモールバイツ

2.3kg

0 72318 10054 3

高品質な素材を使っていることもあって、ほとんどのペットたちはきっと喜んで食

ということでしょう
！彼のアレルギー兆候はまったくなくなり、再び元気に食事を

83422

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ スモールバイツ

6.6kg

0 72318 10055 0

べてくれるであろうと思います。

楽しむようになったのです。体重も適正な水準に戻り、毛並みも若い頃にも見

83424

ファーストメイトドッグフード 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

られなかったようなツヤツヤした状態になりました。リオは昔太っていた時期も

83425

ファーストメイトドッグフード 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

2.3kg

7 72318 10070 2

あったので、今はファーストメイトのパシフィックオーシャンフィッシュのシニア・ウ

83426

ファーストメイトドッグフード 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

6.6kg

0 72318 10072 7

83430

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ ラージブリード

6.6kg

0 72318 10078 9

13kg

エイトコントロールを与えています。我が家にはリオの他にも健康なメス犬がいて、

ハウエルズ ペットプロダクツさん

彼女にも同じフードを与えているのですが、彼女もこのフードをとても気に入って

今日、愛猫ギモアをワクチン注射に連れて行ったのですが、お医者様が彼の
成長ぶりを大変褒めてくれました。前回ひと月前に連れて行った時と比べると
体格も２倍ほどになった、と言ってくれました。ファーストメイトのスタッフのみなさ

いる様子です。彼女も以前は少しぽっちゃりしていたので、適正な体重を維持

83431

ファーストメイトドッグフード パシフィックオーシャンフィッシュ ラージブリード

83432

ファーストメイトドッグフード 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

1kg

ファーストメイトのドッグフードには、地元で穫れた素材しか使っていない、という

83433

ファーストメイトドッグフード 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

2.3kg

0 72318 10080 2

83434

ファーストメイトドッグフード 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

6.6kg

0 72318 10082 6

83435

ファーストメイトドッグフード 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

13kg

0 72318 10084 0

83436

ファーストメイトキャットフード チキンウィズブルーベリー

1kg

83437

ファーストメイトキャットフード チキンウィズブルーベリー

1.8kg

83439

ファーストメイトキャットフード 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

1kg

83440

ファーストメイトキャットフード 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

1.8kg

るのかを知っておくことは、とても大切なことだと思います。数年前に中国産の
ダ産のペットフードしか購入しないことに決めました。
愛犬リオのためにファーストメイトのドッグフードを見つけることができたことに、
心から感謝の気持ちを込めて、スタッフの皆様に御礼申し上げます。

キャットフード

ペットフードに有害な物質が混入していた事件が発生してから、私は今後カナ

※お客様からいただいた喜びの声は個人の感想です。

18

4977082834242

するためにはこのフードがとても役に立っています。
ところも私にとっては大切な点です。自分の愛犬に与えるフードに何が入ってい

ん、素晴らしいペットフードを作ってくれたことに感謝いたします！

4977082834204

19

0 72318 10086 4
4977082834327

4977082834365
0 72318 20061 8
4977082834396
0 72318 20050 2

〈輸入販売者〉

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
お問い合わせ先フリーダイヤル

0 120-12- 4736（平日9：00 -17：00）

