
ファーストメイト
猫用ウェットフード 缶製品

（156g／缶）

こんな時に

あまり多くの原材料を使わないシンプルなレシピだから、愛猫のおなかに優しく、安心して与えていただけます。
etc.

マグロ、水分、じゃがいも、炭酸カルシウム、
塩化ナトリウム、リン酸二カルシウム、ミネラ
ル類（たんぱく質化合鉄、たんぱく質化合
亜鉛、たんぱく質化合銅、たんぱく質化合
マンガン、ヨウ素）、ビタミン類（ナイアシン、
ビタミンE、チアミン硝酸塩、Dパントテン酸、
リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、ビタミン
A、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミン
D3）、塩化カリウム、塩化コリン、タウリン、
ケール

原材料一覧
ワイルドツナ

保証分析値
粗たんぱく質 10% 以上
粗脂肪 6.0% 以上
粗繊維 0.5％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 2.9％ 以下
カルシウム 0.27％ 以上
リン 0.26％ 以上
マグネシウム 0.03％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー95kcal. ／100g
（1缶あたり148kcal）

骨なしターキー、水分、じゃがいも、チキンレ
バー、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン
酸二カルシウム、ミネラル類（たんぱく質化
合鉄、たんぱく質化合亜鉛、たんぱく質化
合銅、たんぱく質化合マンガン、ヨウ素）、ビ
タミン類（ナイアシン、ビタミンE、チアミン硝
酸塩、Dパントテン酸、リボフラビン、ピリドキ
シン塩酸塩、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビ
タミンB12、ビタミンD3）、塩化カリウム、塩
化コリン、タウリン、ケール

原材料一覧
ケージフリー ターキー

保証分析値
粗たんぱく質 11% 以上
粗脂肪 4.0% 以上
粗繊維 0.4％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 1.5％ 以下
カルシウム 0.4％ 以上
リン 0.23％ 以上
マグネシウム 0.05％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー110.4kcal. ／100g
（1缶あたり172kcal）

骨なし／皮なしサーモン、水分、じゃがいも、
炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二
カルシウム、ミネラル類（たんぱく質化合鉄、
たんぱく質化合亜鉛、たんぱく質化合銅、
たんぱく質化合マンガン、ヨウ素）、ビタミン
類（ナイアシン、ビタミンE、チアミン硝酸塩、
Dパントテン酸、リボフラビン、ピリドキシン塩
酸塩、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミン
B12、ビタミンD3）、塩化カリウム、塩化コリ
ン、タウリン、ケール

原材料一覧
ワイルドパシフィック サーモン

保証分析値
粗たんぱく質 10% 以上
粗脂肪 6.0% 以上
粗繊維 0.5％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 2.9％ 以下
カルシウム 0.27％ 以上
リン 0.26％ 以上
マグネシウム 0.03％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー78.4kcal. ／100g
（1缶あたり122kcal）

骨なしチキン、水分、じゃがいも、炭酸カルシ
ウム、塩化ナトリウム、リン酸二カルシウム、
ミネラル類（たんぱく質化合鉄、たんぱく質
化合亜鉛、たんぱく質化合銅、たんぱく質
化合マンガン、ヨウ素）、ビタミン類（ナイア
シン、ビタミンE、チアミン硝酸塩、Dパントテ
ン酸、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、ビ
タミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタ
ミンD3）、塩化カリウム、塩化コリン、タウリ
ン、ケール

原材料一覧
ケージフリー チキン

保証分析値
粗たんぱく質 11% 以上
粗脂肪 4.0% 以上
粗繊維 0.5％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 1.5％ 以下
カルシウム 0.4％ 以上
リン 0.3％ 以上
マグネシウム 0.02％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー90kcal. ／100g
（1缶あたり140kcal）

サーモン、マグロ、水分、じゃがいも、炭酸カ
ルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二カルシウ
ム、ミネラル類（たんぱく質化合鉄、たんぱく
質化合亜鉛、たんぱく質化合銅、たんぱく
質化合マンガン、ヨウ素）、ビタミン類（ナイ
アシン、ビタミンE、チアミン硝酸塩、Dパント
テン酸、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、
ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビ
タミンD3）、塩化カリウム、塩化コリン、タウ
リン、ケール

原材料一覧
ワイルド サーモン＆ツナ

保証分析値
粗たんぱく質 11% 以上
粗脂肪 5.0% 以上
粗繊維 0.4％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 2.0％ 以下
カルシウム 0.3％ 以上
リン 0.2％ 以上
マグネシウム 0.02％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー93.6kcal. ／100g
（1缶あたり146kcal）

骨なしターキー、マグロ、水分、じゃがいも、
炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二
カルシウム、ミネラル類（たんぱく質化合鉄、
たんぱく質化合亜鉛、たんぱく質化合銅、
たんぱく質化合マンガン、ヨウ素）、ビタミン
類（ナイアシン、ビタミンE、チアミン硝酸塩、
Dパントテン酸、リボフラビン、ピリドキシン塩
酸塩、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミン
B12、ビタミンD3）、塩化カリウム、塩化コリ
ン、タウリン、ケール

原材料一覧
ケージフリー ターキー＆ツナ

保証分析値
粗たんぱく質 10% 以上
粗脂肪 5.0% 以上
粗繊維 0.5％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 2.0％ 以下
カルシウム 0.3％ 以上
リン 0.2％ 以上
マグネシウム 0.02％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー93.3kcal. ／100g
（1缶あたり146kcal）

骨なしチキン、マグロ、水分、じゃがいも、炭
酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二カ
ルシウム、ミネラル類（たんぱく質化合鉄、た
んぱく質化合亜鉛、たんぱく質化合銅、た
んぱく質化合マンガン、ヨウ素）、ビタミン類
（ナイアシン、ビタミンE、チアミン硝酸塩、D
パントテン酸、リボフラビン、ピリドキシン塩
酸塩、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミン
B12、ビタミンD3）、塩化カリウム、塩化コリ
ン、タウリン、ケール

原材料一覧
ケージフリー チキン&ツナ

保証分析値
粗たんぱく質 10% 以上
粗脂肪 5.0% 以上
粗繊維 0.5％ 以下
水分 78％ 以下
灰分 2.0％ 以下
カルシウム 0.3％ 以上
リン 0.2％ 以上
マグネシウム 0.02％ 以下
タウリン 0.05％ 以上

代謝エネルギー93.3kcal. ／100g
（1缶あたり146kcal）

なんとなく食欲がない ドライフードのトッピングとして

ちょっとしたごほうびとして水分を摂らせたい

おなかの調子がいまひとつアレルギーが心配 カナダの自社工場
で作っています

着色料や増粘安定剤
は使っていません

安心の
エポキシフリー缶

自社製造だから
安心の品質管理

全年齢用キャットフード

・グレインフリー
・グルテンフリー
・豆類不使用

安心の

・当製品は猫用総合栄養食です。
・ファーストメイト ドライキャットフードとの併用をお勧めします。
・愛猫の月齢や体格、また活動レベルによって与える量を調節してください。
・清潔な飲み水を常にご用意ください。

（原産国）カナダ
（輸入販売元）株式会社ボンビアルコンファーストメイト事業部 www.fmpf.jp

猫缶

グレインフリーの猫缶
ネコ、だーいスキ　




