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Concept
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Foodie Dogs TOKYO は、ドッグフードをワンちゃんが生きるために不可欠な栄養素を
摂取する単なるフードとして捉えるのではなく、「家族の食事を選ぶようにワンちゃん
の食事も選び、一緒に楽しんでもらいたい」「グルメなワンちゃんも満足するドッグフー
ドを提供したい」という想いを込めて、名付けました。



2

安心安全を前提に、真の意味でのヒューマングレードを追求し、素材は 100％国産にこ
だわり、製法は、人間と同等の衛生管理基準を設けており、品質管理を徹底しています。
もちろん、香料や着色料、動物性油脂によるコーティングは不使用です。

また、地球の未来にもやさしくありたいとの想いから、野菜は規格外野菜、お肉は農
作物の被害対策で捕獲された野生の鹿や猪の天然肉、お魚はお刺身を作る過程で出る、
切れ端を使用しています。

大自然の中で自由に育った天然肉や魚は、力強い生命力にあふれたごちそうです。規格
外野菜や野生の鹿や猪、魚の切れ端をアップサイクルすることが、社会問題の解決の一
助となればと考えています。

Foodie Dogs TOKYOは、大切なワンちゃんはもちろん、人や自然、地球の未来も大切
にしたいと考えています。



大自然で育った鹿の肉ごはん
NATURAL DOG FOOD WITH REAL VENISON（総合栄養食）

日本の大自然で育った鹿の肉と国産野菜 6 種類を使用したドライフードです。栄養素
の質・量ともに抜群で “野菜の王様” と呼ばれるケール、ビタミンやミネラル・カル
シウムなどの栄養が豊富に含まれる大麦若葉、さらに 100g あたり 500 億個の乳酸菌
もブレンド。ワンちゃんに不足しがちな栄養を手軽に取り入れることができ、粘膜や
皮膚・被毛の健康、腸内環境の美化をサポートします。
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GOHAN

700ｇ　3,700 円（税込）

ご旅行にもおすすめの
ちょこっとパック！

300ｇ　2,100 円（税込）

1.2 ㎏　5,500 円（税込）

50ｇ　400 円（税込）



4

< 原材料名>
鹿肉、大麦、玄米、鰹節、ビール酵母、ラード、
卵黄粉末、米油、コラーゲンペプチド、昆布、れ
んこん、さつまいも、にんじん、ブロッコリー、ケー
ル、大麦若葉、乳酸菌、セレン酵母、グルコサミン、
L- トレオニン、ミネラル類（リン酸三カルシウム、
卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カ
リウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グ
ルコン酸銅）、ビタミン類（ビタミン A、ビタミン
D、ビタミン E、ビタミン B2、ビタミン B12、パ
ントテン酸カルシウム）、酸化防止剤（ローズマ
リー抽出物、ミックストコフェロール）　

＜栄養成分＞
たんぱく質：21.9% 以上、脂質：13.5% 以上、粗繊維：1.0%以下、灰分：6.2%以下、
水分：10.0% 以下、代謝エネルギー：371kcal/100g

＜給与方法＞
1日あたりの給与量を参考に、体質や体重、運動量、便の状態などを観察しながら適宜量を加減し、
1日 2～ 4回に分けて与えてください。

＜注意事項＞
• 他のフードからの切り替えは、従来のフードに本商品を 1割くらい混ぜることから始め、徐々
に本商品の量を増やして ください。完全に切り替えるまで 2 週間程かけることをおすすめし
ます。
• 本商品に使用している原材料に対してアレルギーを持つ愛犬に与えた場合、かゆみ、下痢な
どのアレルギー反応を示すことがありますのでご注意ください。
• 体質や体調によっては本商品が愛犬に合わない場合があります。何らかの異常に気づいた場
合は給与を中止し、お早めに獣医師にご相談ください。
• 高温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、開封後はチャックで密閉の上、なるべく早めに
お与えください。



OKAZU

猪肉とたっぷり野菜のおかず
BOAR MEAT AND VEGETABLE SIDE DISH

80ｇ　990 円 ( 税込 )
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「ドライフードを中々食べない」というワンちゃんのためのトッピングタイプのおかず
です。
日本の大自然で育った猪の肉と野菜をたっぷり使いました。ドライフードにかけるだけ
でグルメなワンちゃんも大満足の食事に大変身。人肌程度に温めるとより香り高くなり、
食欲UPに繋がります。

＜栄養成分＞
たんぱく質：6%以上、 脂質：1%以上、
粗繊維：0.4%以下、 灰分：0.8%以下、
水分：88%以下、
代謝エネルギー：53kcal/100g

※保存料・合成着色料は使用しておりません。
高温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、
開封後は冷蔵庫に保管し、なるべく早めにお
与えください。

＜原材料名＞
猪すね肉、白菜、にんじん、かぼちゃ、しいたけ



OYATSU

焼き芋のおやつ
ROASTED SWEET POTATO SNACK

九州で秋に収穫された紅はるかを一定の室温・湿度の環境で熟成させてから、長時間か
けじっくり焼き上げたさつまいも（焼き芋）を食べやすいようにスライス。さつまいも
を追熟させ、じっくり焼き芋にすることで、さつまいも本来の甘みが凝縮され、ワンちゃ
んの大好きなおやつになります。柔らかめの食感に仕上げているため、歯が弱くなった
シニア犬にもおすすめです。

50g　700 円（税込）
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＜栄養成分＞
たんぱく質：2.0%以上、 脂質：0.4%以上、
粗繊維：0.6%以下、 灰分：1.2%以下、
水分：58.1% 以下、
代謝エネルギー：160kcal/100g

※開封後は冷蔵庫で保管し、お早めにお与え
ください。
※いもの表面に白い粉が付着することがあり
ますが、でんぷんが糖化したもので、品質上
問題はございません。



鹿肉のおやつ（すね肉 100％）

山のおやつシリーズ

VENISON SNACK（SHANK）

鹿すね肉 100%

日本の大自然で育った鹿の肉 100% の無添加ジャーキーです。幼犬から老犬まですべて
のワンちゃんが食べやすいように余分な筋や皮を丁寧にカットし、じっくり時間をかけて
ドライ加工しました。シンプルだからこそ味わえる、天然肉の力強さと風味豊かな味わ
いをお楽しみください。

大地を駆け巡り、自然の中で育った鹿や猪の肉は、生命力にあふれた力強い天然
の味わいに満ちています。「山のおやつシリーズ」は、そういた天然肉の味を生
かすべく、じっくりドライ加工した無添加のジャーキーと、希少とされる鹿の内
臓です。

30ｇ　990 円（税込）

＜栄養成分＞
たんぱく質：79%以上、 脂質：6%以上、
粗繊維：0.1%以下、 灰分：4%以下、
水分：14%以下、代謝エネルギー：376kcal/100g

※保存料・合成着色料は使用しておりません。高
温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、開封後
はなるべく早めにお与えください。
※稀に肉のタンパク質が白く浮き上がる場合があ
りますが品質上問題はございません。
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猪すね肉 100% ロース・モモMIX

猪肉のおやつ（すね肉 100％、ロース・モモMIX）
BOAR MEAT SNACK（SHANK、LOIN・ROUND）

日本の大自然で育った猪の肉 100% の無添加ジャーキーです。幼犬から老犬まですべて
のワンちゃんが食べやすいように余分な筋や皮を丁寧にカットし、じっくり時間をかけて
ドライ加工しました。シンプルだからこそ味わえる、天然肉の力強さと風味豊かな味わ
いをお楽しみください。

30ｇ　990 円（税込）

＜栄養成分＞
たんぱく質：76%以上、 脂質：9%以上、粗繊維：0.1%以下、 灰分：4%以下、
水分：14%以下、代謝エネルギー：389kcal/100g

※保存料・合成着色料は使用しておりません。高温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、開
封後はなるべく早めにお与えください。
※稀に肉のタンパク質が白く浮き上がる場合がありますが品質上問題はございません。
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鹿肉のおやつ（レバー、ハツ、ラング）
VENISON SNACK（LIVER, HEART, LUNG）

希少部位のため一頭から採れる量が限られている鹿のレバー（肝臓）、ハツ（心臓）、
ラング（肺）を新鮮なうちにスライスし、じっくり時間をかけてドライ加工した無添加
ジャーキー。

レバー
LIVER

30ｇ　880 円（税込）

鹿のレバー（肝臓）は鉄分やビタミンが豊
富で、栄養の宝庫と言われています。皮膚
の健康維持のほか、貧血気味や食欲の落ち
たシニア犬にも最適。レバーに多く含まれ
る、リン・ビタミンB6・ビタミンB12 は、
丈夫な骨と歯の形成に役立つ栄養素のた
め、鹿肉のおやつ（あばら）と一緒に食べ
ることをおすすめします。

＜栄養成分＞
たんぱく質：75%以上、 脂質：8%以上、
粗繊維：0.1%以下、灰分：5%以下、
水分：9%以下、
代謝エネルギー：340kcal/100g
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ハツ
HEART

15ｇ　880 円（税込）

ラング 
LUNG

20ｇ　880 円（税込）

鹿のハツ（心臓）はレバー同様、鉄分やビ
タミンが豊富ですが、特にタウリンを多く
含むので心臓に負担のあるワンちゃんにお
すすめです。あっさりした風味で好き嫌い
の多いワンちゃんでも食べやすい商品です。

鹿のラング（肺）は、他の内臓に比べ流通
しにくく希少な部位。牛や豚の肺は、焼肉
店ではフワフワした食感からフワと呼ばれ
ることもあり、珍味として扱われているこ
ともあります。ジャーキーに加工したラン
グは、ふ菓子のようなサクサク食感で歯の
弱いシニア犬にも食べやすい商品です。

＜栄養成分＞
たんぱく質：80%以上、 脂質：5%以上、
粗繊維：0.3%以下、灰分：5%以下、
水分：9%以下、
代謝エネルギー：327kcal/100g

＜栄養成分＞
たんぱく質：78%以上、 脂質：9%以上、
粗繊維：0.3%以下、灰分：6%以下、
水分：7%以下、
代謝エネルギー：351kcal/100g

※保存料・合成着色料は使用しておりません。高温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、開  
封後は、なるべく早めにお与えください。
※稀に肉のタンパク質が白く浮き上がる場合がありますが品質上問題はございません。
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真鯛のおやつ

海のおやつシリーズ

SEA BREAM SNACK

新鮮な天然真鯛をカットした後、特殊製法で薄くし、じっくり時間をかけてドライ加工
しました。ジャーキーよりも軽いサクサクした食感のため、小型犬でも食べやすい商品
です。鯛には、ワンちゃんにとって必要な 10 種類の必須アミノ酸がすべて含まれてい
ます。また、他の魚に比べ、鯛は低脂肪なためダイエット中のワンちゃんには最適です。

繊細で味わい深い、瀬戸内の海の幸をじっくりドライ加工した無添加ジャーキー
＆チップスが「海のおやつシリーズ」です。ワンちゃんだけでなく、ネコちゃん
もお召し上がりいただけます。

20g　990 円（税込）

＜栄養成分＞
たんぱく質：90%以上、 脂質：2%以上、
粗繊維：0.1%以下、  灰分：7.3% 以下、
水分：9.9%以下、代謝エネルギー：388kcal ／ 100g
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スズキのおやつ
SEA BASS SNACK

新鮮なスズキをカットした後、特殊製法で薄くし、じっくり時間をかけてドライ加工し
ました。ジャーキーよりも軽いサクサクした食感のため、小型犬でも食べやすい商品です。
スズキは、クセがない白身魚で、身も柔らかいので消化にも優れています。皮膚や粘膜
の健康に必要なビタミンAも豊富。好き嫌いやお腹の弱いワンちゃんにもおすすめです。

ブリのおやつ
YELLOWTAIL  SNACK

新鮮なブリをカットした後、特殊製法で薄くし、じっくり時間をかけてドライ加工しま
した。ジャーキーよりも軽いサクサクした食感のため、小型犬でも食べやすい商品です。
ブリには、EPA や DHA といった関節や皮膚などの炎症を軽減する栄養素が豊富に含ま
れています。また、腎臓をケアする時には気を付けたい、リンの含有量も他の魚と比較
して低めになっているため、シニア犬におすすめです。

20ｇ　990 円（税込）

20ｇ　990 円（税込）

＜栄養成分＞
たんぱく質：86%以上、 脂質：3.7%以上、
粗繊維：0.1%以下、 灰分：5%以下、
水分：10.6% 以下、代謝エネルギー：342kcal ／ 100g

＜栄養成分＞
たんぱく質：89%以上、 脂質：3.5%以上、
粗繊維：0.1%以下、灰分：5.4%以下、
水分：8.5%以下、代謝エネルギー：385kcal ／ 100g
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フグのおやつ
BLOWFISH SNACK

新鮮なシロサバフグをスライスし、じっくり時間をかけてドライ加工したジャーキーです。
フグには、カルシウムやマグネシウム、リンなどの健康な歯や骨を作る上で欠かせない重
要な成分が含まれています。さらに、カルシウムの働きをサポートしてくれるビタミン D
も豊富に含まれているため、すべてのワンちゃんにおすすめです。

片口イワシのおやつ
ANCHOVY SNACK

片口イワシをカットすることなく、骨ごとじっくり時間をかけてドライ加工したジャー
キーです。骨ごと食べれるのでカルシウムの補給におすすめです。
また、片口イワシは旨味成分であるイノシン酸も多く含まれているため、そのままおやつ
として食べるだけではなく、嗜好性と栄養アップのためにいつものごはんにトッピングし
たり、ダシをとってスープにしたりと使い方は様々です。

20ｇ　990 円（税込）

20ｇ　990 円（税込）

＜栄養成分＞
たんぱく質：70%以上、 脂質：6%以上、
粗繊維：0.1%以下、　灰分：15.6% 以下、
水分：12.6% 以下、代謝エネルギー：367kcal ／ 100g

＜栄養成分＞
たんぱく質：86%以上、 脂質：2.3%以上、
粗繊維：0.1%以下、 灰分：6.1%以下、
水分：11.3% 以下、代謝エネルギー：361kcal ／ 100g

季節限定商品
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※保存料・合成着色料は使用しておりません。高温多湿・直射日光を避けて常温で保管し、開
封後は、なるべく早めにお与えください。

鱧のおやつ
SEA ELL SNACK

新鮮な鱧の身をミンチにした後、薄くチップス状に成型し、じっくり時間をかけてドラ
イ加工しました。骨が多いことで知られる鱧ですが、ミンチにしてあるため安心してお
与えいただけます。
鱧にはコンドロイチンやビタミン A、カルシウムが含まれています。特に、コンドロイ
チンは、関節ケアに必要とされる栄養素で、歳を取るごとに減少していく栄養素なので、
シニア犬におすすめです。また、コンドロイチンは肌の保湿力を良くする働きがあるた
め、乾燥や老化を防ぎ、健康的な皮膚被毛の維持も期待できます。

20g　990 円（税込）

たんぱく質：88%以上、 脂質：2.6%以上、
粗繊維：0.1%以下、灰分：6.9%以下、
水分：7%以下、代謝エネルギー：379kcal ／ 100g

季節限定商品
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Ab series (care)

※培地とは、細胞や微生物が成長しやすいよう、試験平板などに人工的に作られた環境のこと
　一般社団法人　日本食品分析センター

試験平板上のジンジバリス菌（歯周病の代表的な菌）育成集落数計測結果

259

01000

118100

愛犬をはじめ愛猫などペットのオーラルケアやボディケアにお使い頂ける様々な抗菌製
品が『 Ab 』シリーズです。

汚染された飲料水でたくさんの子供たちが命をおとすアフリカの発展途上国から「雨水
を飲める水 にしてほしい」と依頼を受けた大阪産業大学工学部の山田修教授の研究で生
まれた「炭化チタン」というセラミックス化合物（TiC）で出来ていて、水と反応することで
様々な細菌や耐性菌に対し強い抗菌性を示すと同時に、人や動物には悪影響を与えない
安全性も有するという稀有な特性を持っています。
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CARE

8,800 円（税込）

880 円（税込）

Ab PELLET for Oral Care

Ab LIQUID for Various Care

日頃飲んでいる水の中に PELLET１個を入れること
で、飲める抗菌水に変化し、口腔内の様々な細菌や、
体内の耐性菌を不活性化させます。 PELLET の入っ
た水は、サプリや化学物質を添加するのとは違い、無
味無臭であり犬をはじめとした愛犬や愛猫は元より
人も安心して飲むことが出来ます。愛犬や愛猫の歯
周病や口臭ケアなどにお使い下さい。

Ab PELET を特殊技術で 2μm に粉砕したものを蒸
留水に入れ懸濁水としたもの。水 500mlLIQUID1 本
を入れ攪拌。攪拌した水をコットン等に染み込せ、
愛犬や愛猫の涙ヤケ部や体の汚れ部を拭く。お散歩
時に携帯用の水に入れ、フンや尿の後始末用に塗布
することで、アンモニア等の臭い成分を除去するエ
チケット用にお使い下さい。

＜商品詳細＞
商品形態         ：直径 16mm、高さ 8mm
成分情報　　  ：titanium carbide 76wt% ／ titanium         
　　　　　　　 dioxide 9wt% ／ noble metal 15wt%　
使用方法         ：水 500ml に 1 ペレットを留置
効果持続期間  ：水 500ml/ 日を毎日継ぎ足した場合は約
                         180 日間

＜商品詳細＞
商品形態         ：1cc（5000ppm））
成分情報         ：titanium carbide 76wt% ／ titanium
                         dioxide 9wt% ／ noble metal 15wt%　
使用方法         ：水 500ml に LIQUID1 本を入れ攪拌。
                         10ppmの濃度での使用。
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Shop Information

Foodie Dogs TOKYO広尾店
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-19-20 落合ビル 1F

Tel：03-5423-3100

ONLINE
SHOP InstagramLINE
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会社名   ：株式会社ロスターベル
所在地   ： 〒154-0017 
　　　　  東京都世田谷区世田谷 4-7-1-300
Tel        ：03-3429-0987
URL　   ：https://rosterbell.com

＜運営会社＞


