
ピナクル成分表

トラウト＆スイートポテト トラウト＆パンプキン

現行 新商品 現行 新商品

原材料 トラウト（マス） トラウト（マス） ダック ダック

ひよこ豆 乾燥ニシン 乾燥ダック 乾燥ダック

えんどう豆 乾燥メンハーデン（ニシン科） ひよこ豆 ひよこ豆

えんどう豆粉 オートミール えんどう豆 オートミール

乾燥ニシン ひよこ豆 えんどう豆粉 卵

トマト繊維 キピ トマト繊維 亜麻仁

キャノーラオイル キャノーラオイル キャノーラオイル キピ

さつまいも パンプキン ナチュラルフレーバー パンプキン

ナチュラルフレーバー アルファルファ 亜麻仁 アルファルファ

亜麻仁 フィッシュスープ（トラウト） さつまいも さつまいも

塩化カリウム ナチュラルフレーバー サーモンオイル キャノーラオイル

炭酸カルシウム 塩化カリウム 塩化カリウム ターキースープ

キヌア サーモンオイル キヌア ナチュラルフレーバー

塩 亜麻仁 塩 塩化カリウム

海藻 ビートバルブ 海藻 ビートバルブ

ココナッツオイル ココナッツオイル

ブルーペリー ブルーペリー

クランベリー クランベリー

にんじん にんじん

りんご りんご

トマト繊維 トマト繊維

パンプキンシード パンプキンシード

チアシード チアシード

キヌア キヌア

海藻 海藻

塩 塩

タウリン タウリン

ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン

塩化コリン 塩化コリン 塩化コリン 塩化コリン

ビタミンE ビタミンE ビタミンE ビタミンE

ビタミンC ビタミンC ビタミンC ビタミンC

ナイアシン ナイアシン ナイアシン ナイアシン

ビオチン ビオチン ビオチン ビオチン

パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム

ビタミンA ビタミンA ビタミンA ビタミンA

ビタミンB2 ビタミンB2 ビタミンB2 ビタミンB2

ビタミンB6 ビタミンB6 ビタミンB6 ビタミンB6

ビタミンB1 ビタミンB1 ビタミンB1 ビタミンB1

ビタミンB12 ビタミンB12 ビタミンB12 ビタミンB12

ビタミンD3 ビタミンD3 ビタミンD3 ビタミンD3

葉酸 葉酸 葉酸 葉酸

タウリン タウリン

ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル

硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛

硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄

鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート

亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート

セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母

銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート

硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅

硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン

マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート

ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム

ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス

セージエキス スペアミント セージエキス スペアミント

パイナップル 緑茶エキス パイナップル 緑茶エキス

乳酸菌 乳酸菌

ラクトバチルス・アシドフィルス ラクトバチルス・アシドフィルス

ラクトバチルス・カゼイ ラクトバチルス・カゼイ

ビフィドバクテリウム・サーモフィラム ビフィドバクテリウム・サーモフィラム

エンテロコッカス・フェシウム エンテロコッカス・フェシウム

粗  蛋  白 27% 29% 25% 29%

粗  脂  肪 10% 15% 13% 15%

粗  繊  維 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

水    分 10% 10% 10% 10%

粗  灰  分 8.50% 10.00% 8.00% 10.00%

代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ 324kcal/100g 345kcal/100g 345kcal/100g 364kcal/100g

ダック＆スイートポテト



ピナクル成分表

現行 新商品 現行 新商品

原材料 サーモン サーモン ターキー ターキー

乾燥サーモン 乾燥サーモン 乾燥ターキー 乾燥ターキー

えんどう豆 乾燥メンハーデン（ニシン科） えんどう豆 オートミール

えんどう豆粉 オートミール えんどう豆粉 ひよこ豆

パンプキン ひよこ豆 ひよこ豆 キピ

ひよこ豆 キピ パンプキン 卵

キャノーラオイル キャノーラオイル キャノーラオイル 亜麻仁

トマト繊維 パンプキン トマト繊維 パンプキン

アルファルファ アルファルファ アルファルファ アルファルファ

亜麻仁 フィッシュスープ（サーモン） ナチュラルフレーバー キャノーラオイル

ナチュラルフレーバー ナチュラルフレーバー 亜麻仁 ターキースープ

塩化カリウム 塩化カリウム サーモンオイル ナチュラルフレーバー

キヌア サーモンオイル 塩化カリウム 塩化カリウム

塩 亜麻仁 キヌア ビートバルブ

海藻 ビートバルブ 塩 ココナッツオイル

ココナッツオイル 海藻 ブルーペリー

ブルーペリー クランベリー

クランベリー にんじん

にんじん りんご

りんご トマト繊維

トマト繊維 パンプキンシード

パンプキンシード チアシード

チアシード キヌア

キヌア 海藻

海藻 塩

塩 タウリン

タウリン

ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン

塩化コリン 塩化コリン 塩化コリン 塩化コリン

ビタミンE ビタミンE ビタミンE ビタミンE

ビタミンC ビタミンC ビタミンC ビタミンC

ナイアシン ナイアシン ナイアシン ナイアシン

ビオチン ビオチン ビオチン ビオチン

パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム パントテン酸カルシウム

ビタミンA ビタミンA ビタミンA ビタミンA

ビタミンB2 ビタミンB2 ビタミンB2 ビタミンB2

ビタミンB6 ビタミンB6 ビタミンB6 ビタミンB6

ビタミンB1 ビタミンB1 ビタミンB1 ビタミンB1

ビタミンB12 ビタミンB12 ビタミンB12 ビタミンB12

ビタミンD3 ビタミンD3 ビタミンD3 ビタミンD3

葉酸 葉酸 葉酸 葉酸

タウリン タウリン

ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル

硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛

硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄

鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート

亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート

セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母

銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート

硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅

硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン

マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート

ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム

ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス

セージエキス スペアミント セージエキス スペアミント

パイナップル 緑茶エキス パイナップル 緑茶エキス

乳酸菌 乳酸菌

ラクトバチルス・アシドフィルス ラクトバチルス・アシドフィルス

ラクトバチルス・カゼイ ラクトバチルス・カゼイ

ビフィドバクテリウム・サーモフィラム ビフィドバクテリウム・サーモフィラム

エンテロコッカス・フェシウム エンテロコッカス・フェシウム

粗  蛋  白 29% 29% 27% 29%

粗  脂  肪 15% 15% 15% 15%

粗  繊  維 7.50% 6.0% 7.50% 6.0%

水    分 10% 10% 10% 10%

粗  灰  分 8.50% 10.00% 8.00% 10.00%

代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ 340kcal/100g 348kcal/100g 340kcal/100g 363kcal/100g

サーモン＆パンプキン ピナクルターキー＆パンプキン




