
【 輸入総代理店 】　エディフィック株式会社

◆ 保証栄養成分値
　粗タンパク質　：　30%以上　　　 粗灰分       ：　4.5%以下
　粗脂肪　　　   ：　14%以下　　　 水分　　   ：　10%以下
　粗繊維質  　     ：　3.5%以下

■ 代謝エネルギー：  3,808kcal/kg

創業1989年、米国ミネソタ州セントポール市のペット保護
施設を支援し、世界最高で完璧なホリステックのペット
フード及び健康コンサルタントを提供しています。
創業者の健康科学博士エリック・ワイズマン氏は長年に
わたり犬、猫などのペットのヴィーガンフードについて
研究と実践を重ね、ホリスティック療法でペットを癒す
活動もしています。

Email： info_s@naturaledific.com　/　URL： http://www.naturaledific.com/

■ 代謝エネルギー：  3,808kcal/kg

3,900 円 ( 税込 )1,890 円 ( 税込 ) 6,700 円 ( 税込 )

◆ 保証栄養成分値
　粗タンパク質　：　28%以上　　粗灰分       ：　4.5%以下
　粗脂肪　　　   ：　14%以下　　水分　　   ：　10%以下
　粗繊維質            ：　3.5%以下

「最高ペットフード賞」  受賞
「ベストペットフード部門最高賞」  受賞
「全米商業会賞」  受賞
「サービス・エクセレント賞」  受賞

Evolution Diet
エボリューション・ダイエット　ペットフード(犬用・猫用)

獣医が認める最高のヴィーガンペットフード

エボリューションダイエット社

受賞歴

「最高ペットフード賞」  受賞

「ベストペットフード部門最高賞」  受賞

「全米商業会賞」  受賞

「サービス・エクセレント賞」  受賞
　2013 年  カナディアン・ドッグ・アニュアルの
主催する Service Excellence Award を受賞

　2013 年  ペットフード及び健康科学
コンサルサービスの最優秀賞受賞

　2010年  「好きなヴィーガンドックフード」
読者投票賞を獲得（VegNews誌）

　2013 年  アニマルウエルネス誌による内
臓疾患のための優れたペットフード及び、
健康科学処置についての最優秀賞を受賞

Pet

World’s Most Advanced,

High Foods

& Health Science Procedures

Fortification

The

・動物由来成分不使用
・化学調味料不使用
・遺伝子組み換え作物なし

全 年 齢 対 応

1,890 円 ( 税込 )

内容量  4.54kg(10 lb)内容量  2.27kg(5 lb)内容量  1kg

　本品は全ての年齢の犬・猫に対して米国飼料検査官協会
(AAFCO:The Association Feed Control Offcials)による
栄養基準に合致するように設計調合されています。
そのまま(乾燥品)でも水で湿らせても食べられます。

グルメ　ヴィーガン　ドッグ
Gourmet Vegan Dog

グルメ　ヴィーガン　ドッグ
Gourmet Vegan Dog

グルメ　ヴィーガン　ドッグ
Gourmet Vegan Dog

グルメ　ヴィーガン　キャット
Gourmet  Vegan  Cat

グルメ　ヴィーガン　キャット
Gourmet  Vegan  Cat

グルメ　ヴィーガン　キャット
Gourmet  Vegan  Cat

内容量  1kg 内容量  2.27kg(5 lb) 内容量  4.54kg(10 lb)

6,700 円 ( 税込 )3,900 円 ( 税込 )



◆ 他のペットフードから本品へ切り替える場合 

　フードの切り替えは一週間を目安にじっくりと行って下さい。
　また、新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげて下さい。

１日目

４日目

７日目

25%   本品

75%   従来のフード

100%   本品

50%   本品

50%   従来のフード

ペットフードに使われる動物性原料 (飼
育された牛・馬・豚・鶏・七面鳥・羊や
養殖した魚 )に成長ホルモンと抗生物質
が残留している可能性が高いからです。
成長ホルモンは動物の成長を早めます
が、健康には貢献しません。成長ホルモ
ンが残留している動物をペットが食べた
場合、病気感染やガンになる確率が高ま
ります。
米国での分析調査によると肉や乳製品の
75%に抗生物質が、そして 95%にステ
ロイド成長ホルモンが含まれていまし
た。これらの物質は、アレルギーをもた
らす一因にもなっています。このリスク
を避ける唯一の方法は、ペットフードに
動物由来の原料を一切使わないことで
す。そしてこれがエボリューションダイ
エット・ペットフード社の基本ポリシー
です。

なぜ、今、動物性フリーのヴィーガン
ぺットフードなのでしょうか？

1.  全ライフステージ・全犬種 /猫種に対応

2.  低アレルギー性とヴイーガン
・人間の食事と同レベル
・非遺伝子組み換え
・化学調味料不使用
・非人工的で乳製品不使用
・動物由来成分不使用

3. 天然のタンパク質
大豆による天然の良質なタンパク質

4. 健康リスクとなる物質の排除
成長ホルモン、抗生物質不使用、非動物性なので
動脈を詰まらせるコレステロールゼロ
動物性原料（飼育された牛・馬・豚・鶏・七面鳥・
羊や養殖した魚 )不使用

エボリューションダイエット・ペットフードの特徴

6. 高い吸収率
通常より 30~40％早く吸収するので、
排泄物の量も減り異臭軽減

5. 世界最高の原料を使用
・オートミール：食物繊維、鉄分、カルシウム、
   ビタミン

・コーングルテンミール：アミノ酸、ビタミン類、   
   無機塩類

・ジャガイモたんぱく：尿代謝タンパク質物産の
   形成を抑え、尿路の負担軽減

・ DLメチオニン：体内で酸を作り、尿を酸性化
   させストルバイト尿石症のリスクを軽減

・乾燥トマト、乾燥ジャガイモ：豊富な食物繊維

・炭酸カルシウム：尿pHを酸性から
   アルカリ性にする効用

・ニンジン：体内でビタミンAになる
   βカロチンを含有

・リン酸：老齢の犬や猫に必須、腎疾患などの
   リスク軽減

・タウリン：白内障などのリスク軽減

・ L- リジン：風邪の症状の軽減

・塩化コリン：不足すると脂肪肝や成長障害

・酵母エキス：消臭作用

・ニンニク：免疫力アップ

・酵母：必須アミノ酸を含有

・乳酸菌や腸内菌：プロバイオティクス
   ( 腸内環境維持 )により消化促進

・L- トリプトファン：必須アミノ酸

・ミネラル：生体に欠かせない元素

・L- カルニチン：体内で脂質を燃焼させて
   エネルギーを生成する際に必須

・ビタミン：要な栄養素で、体内で
   生成することができない

・海藻粉：低カロリーで、カルシウム、リン、亜鉛、     
   ヨードなどのミネラルとビタミン、タンパク質、
   食物繊維

・イノシトール：神経細胞や筋肉組織を構成する
   ビタミンＢの一種、肝機能低下を抑える

・ローズマリー：消臭効果や抗菌、抗酸化作用。

・ユッカ・シンジゲラ：排泄物の臭いを軽減、
   他に抗菌化作用

7. 水に浸すと効果的
本品は乾燥食 (カリカリ ) ですが、
水に浸すと３倍のに増加
水に浸したフードは少量でも満腹感が
あるので、ペットの健康にも良い
水分に浸した本品は尿路閉塞のリスク
を減らし雄猫に最高です。与える30
分前に水とフードを１対１で湿らせる
と効果的

バランスの取れたフードのため、
分量を調整して全ての年齢、
全ての犬種／猫種に与えられます

8. 環境問題
二酸化炭素とメタンの発生が限りなく
少ない原料。環境汚染、気象異常や
地球温暖化阻止行動の実践

9. 米国でヴィーガンペットフードとして
　25年の歴史、そして欧州への輸出実績

オートミール

ジャガイモ

ニンジン

トマト


