令和4年7⽉吉⽇

＜ 価格改定及びリニューアル（レシピ変更・JANコード変更）のご案内 ＞
メーカー名（敬称略）：株式会社ファンタジーワールド
実施⽇：在庫が無くなり次第変更
▼ 価格改定表
品番

商品名

サイズ

現⾏JANコード

現⾏価格 (税抜)

新JANコード

新価格 (税抜)

新価格 (税込)

NUT3785

ニュートライプ

PURE グリーントライプ

95g

8885003137852

320

8885003134141

450

495

NUT3770

ニュートライプ

PURE グリーントライプ

185g

8885003137708

500

8885003133335

680

748

NUT3755

ニュートライプ

PURE グリーントライプ

390g

8885003137555

890

8885003133007

1,250

1,375

NUT3786

ニュートライプ

PURE ビーフ＆グリーントライプ

95g

8885003137869

280

8885003134158

450

495

NUT3771

ニュートライプ

PURE ビーフ＆グリーントライプ

185g

8885003137715

450

8885003133403

680

748

NUT3787

ニュートライプ

PURE ラム＆グリーントライプ

95g

8885003137876

280

8885003134202

450

495

NUT3772

ニュートライプ

PURE ラム＆グリーントライプ

185g

8885003137722

450

8885003133410

680

748

NUT3788

ニュートライプ

PURE チキン＆グリーントライプ

95g

8885003137883

280

8885003134219

450

495

NUT3773

ニュートライプ

PURE チキン＆グリーントライプ

185g

8885003137739

450

8885003133458

680

748

NUT3790

ニュートライプ

PURE サーモン＆グリーントライプ

95g

8885003137906

280

8885003134226

450

495

NUT3775

ニュートライプ

PURE サーモン＆グリーントライプ

185g

8885003137753

450

8885003133465

680

748

NUT3792

ニュートライプ

PURE ウナギ＆グリーントライプ

95g

8885003137920

280

8885003134233

450

495

NUT3777

ニュートライプ

PURE ウナギ＆グリーントライプ

185g

8885003137777

450

8885003133502

680

748

NUT3793

ニュートライプ

PURE ベニソン＆グリーントライプ

95g

8885003137937

340

8885003134301

450

495

▼リニューアル（レシピ変更）のご案内

変更前
商品名

原材料
グリーンベニソントライプ52.97%、サーモン、ラムレバー

変更後
成分

原材料

成分

粗タンパク質9.90%以上、粗脂肪6.50%以上、粗繊維0.70%以 グリーンベニソントライプ、ラムラング（肺）、サーモン、 粗タンパク質8.1％、粗脂肪5.0％、粗繊維1.0％、⽔分

（肝臓）、ラムラング（肺）、ラムキドニー（腎臓）、⽺⾎ 下、粗灰分1.50%以下、⽔分78.00%以下

ラムレバー（肝臓）、ポテトスターチ、⽺⾎漿成分、乾燥酵 78.0％、粗灰分2.2％、カルシウム0.4％、リン0.3％

漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、カシアガム、ひまわり油、ドラ カルシウム：155mg / 100g、リン：132mg / 100g、マグネ ⺟、緑イ⾙、炭酸カルシウム、ピロリン酸四ナトリウム、ヤ

グリーントライプ

イケルプ、炭酸カルシウム、アガーアガー、クランベリー、 シウム：14.5mg / 100g、ナトリウム：167mg / 100g

ギミルク、ひまわり油、クランベリー、塩化カリウム、ドラ

グアーガム、塩化カリウム 、ピロリン酸四ナトリウム、ミネ

イケルプ、塩化コリン、鉄プロテイン、亜鉛アミノ酸複合

ラル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプレックス、セレ

体、ユッカシジゲラエキス、ビタミンB3、ビタミンE、セレ

ン酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガンプロテイン、

ン酵⺟、マンガンプロテイン、銅アミノ酸複合体、ビタミン

ヨウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミン（A、B1、

B1、 ビタミンB5、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、

B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、E）、ユッカシジ

ビタミンB7、ビタミンB12、ヨウ素酸カルシウム、ビタミン

ゲラエキス

B9、ビタミンD3

ビーフミート52.97%、サーモン、ビーフレバー（肝臓）、

粗タンパク質8.70%以上、粗脂肪12.20%以上、粗繊維1.20% ビーフ、サーモン、グリーンベニソントライプ、ビーフラン 粗タンパク質8.4％、粗脂肪8.9％、粗繊維1.5％、⽔分

ビーフラング（肺）、グリーンベニソントライプ、ビーフキ 以下、粗灰分2.20%以下、⽔分78.00%以下

グ（肺）、ビーフキドニー（腎臓）、ビーフレバー（肝

76.5％、粗灰分1.8％、カルシウム0.25％、リン0.25％

ドニー（腎臓）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、カシアガ カルシウム：467mg / 100g、リン：274mg / 100g、マグネ 臓）、ポテトスターチ、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、炭
ム、ひまわり油、ドライケルプ、アガーアガー、クランベ

ビーフ＆グリーントライプ

シウム：17.8mg / 100g、ナトリウム：153mg / 100g

酸カルシウム、ヤギミルク、ピロリン酸四ナトリウム、ひま

リー、グアーガム、塩化カリウム 、炭酸カルシウム、ミネラ

わり油、クランベリー、塩化カリウム、ドライケルプ、塩化

ル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプレックス、セレン

コリン、鉄プロテイン、亜鉛アミノ酸複合体、ユッカシジゲ

酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガンプロテイン、ヨ

ラエキス、ビタミンB3、ビタミンE、セレン酵⺟、マンガン

ウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミン（A、B1、B2、

プロテイン、 銅アミノ酸複合体、ビタミンB1、ビタミン

B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、E）、ユッカシジゲラエ

B5、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB7、

キス

ビタミンB12、ヨウ素酸カルシウム、ビタミンB9、ビタミン
D3

ラム＆グリーントライプ

ラムミート56.96%、ラムレバー（肝臓）、ラムラング

粗タンパク質9.30%以上、粗脂肪9.20%以上、粗繊維0.60%以 ラム、グリーンベニソントライプ、サーモン、ポテトスター 粗タンパク質8.7％、粗脂肪9.1％、粗繊維1.5％、⽔分

（肺）、サーモン、グリーンベニソントライプ、ラムキド

下、粗灰分1.70%以下、⽔分78.00%以下

ニー（腎臓）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、ひまわり

カルシウム：217mg / 100g、リン：185mg / 100g、マグネ グ（肺）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、ひまわり油、炭

油、カシアガム、ドライケルプ、アガーアガー、クランベ

シウム：16.0mg / 100g、ナトリウム：147mg / 100g

チ、ラムレバー（肝臓）、ラムキドニー（腎臓）、ラムラン 74.5％、粗灰分2.6％、カルシウム0.42％、リン0.27％
酸カルシウム、ヤギミルク、ピロリン酸四ナトリウム、クラ

リー、グアーガム、塩化カリウム 、炭酸カルシウム、ミネラ

ンベリー、塩化カリウム、ドライケルプ、塩化コリン、鉄プ

ル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプレックス、セレン

ロティン、亜鉛アミノ酸複合体、ユッカシジゲラエキス、ビ

酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガンプロテイン、ヨ

タミンB3、ビタミンE、セレン酵⺟、マンガンプロテイン、

ウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミン（A、B1、B2、

銅アミノ酸複合体、ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミン

B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、E）、ユッカシジゲラエ

B2、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB7、ビタミン

キス

B12、ヨウ素酸カルシウム、ビタミンB9、ビタミンD3

チキンミート56.96%、チキンレバー（肝臓）、サーモン、グ 粗タンパク質10.60%以上、粗脂肪6.00%以上、粗繊維0.60% チキン、チキンレバー（肝臓）、グリーンベニソントライ
リーンベニソントライプ、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、 以下、粗灰分2.00%以下、⽔分78.00%以下

カシアガム、ドライケルプ、アガーアガー、クランベリー、 カルシウム：269mg / 100g、リン：220mg / 100g、マグネ イ⾙、ヤギミルク、ひまわり油、クランベリー、塩化カリウ

チキン＆グリーントライプ

粗タンパク質9.1％、粗脂肪6.1％、粗繊維1.0％、⽔分

プ、サーモン、ポテトスターチ、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑 77.5％、粗灰分2.2％、カルシウム0.32％、リン0.24％

グアーガム、塩化カリウム 、炭酸カルシウム、ピロリン酸四 シウム：20.2mg / 100g、ナトリウム：151mg / 100g

ム、ドライケルプ、炭酸カルシウム、塩化コリン、鉄プロテ

ナトリウム、ミネラル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コン

イン、亜鉛アミノ酸複合体、ユッカシジゲラエキス、ビタミ

プレックス、セレン酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マン

ンB3、ビタミンE、セレン酵⺟、マンガンプロテイン、銅ア

ガンプロテイン、ヨウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタ

ミノ酸複合体、ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミンB2、ビ

ミン（A、B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、

タミンB6、ビタミンA、ビタミンB7、ビタミンB12、ヨウ素

E）、ユッカシジゲラエキス

酸カルシウム、ビタミンB9、ビタミンD3

サーモン64.35%、ラムレバー（肝臓）、グリーンベニソント 粗タンパク質8.60%以上、粗脂肪13.40%以上、粗繊維0.60% サーモン、グリーンベニソントライプ、ポテトスターチ、ラ 粗タンパク質8.0％、粗脂肪13.9％、粗繊維1.0％、⽔分
ライプ、ラムラング（肺）、ラムキドニー（腎臓）、ひまわ 以下、粗灰分1.20%以下、⽔分78.00%以下

ムレバー（肝臓）、ラムキドニー（腎臓）、⽺⾎漿成分、ラ 71.5％、粗灰分1.8％、カルシウム0.35％、リン0.31％

り油、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、カシアガム、ドライ カルシウム：251mg / 100g、リン：231mg / 100g、マグネ ムラング（肺）、ひまわり油、乾燥酵⺟、緑イ⾙、炭酸カル
ケルプ、アガーアガー、クランベリー、グアーガム、塩化カ シウム：15.1mg / 100g、ナトリウム：168mg / 100g

シウム、ピロリン酸四ナトリウム、ヤギミルク、クランベ

リウム 、炭酸カルシウム、ピロリン酸四ナトリウム、ミネラ

リー、塩化カリウム、ドライケルプ、塩化コリン、鉄プロテ

サーモン＆グリーントライプ ル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプレックス、セレン

イン、亜鉛アミノ酸複合体、ユッカシジゲラエキス、ビタミ

酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガンプロテイン、ヨ

ンB3、ビタミンE、セレン酵⺟、マンガンプロテイン、銅ア

ウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミン（A、B1、B2、

ミノ酸複合体、ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミンB2、ビ

B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、E）、ユッカシジゲラエ

タミンB6、ビタミンA、ビタミンB7、ビタミンB12、ヨウ素

キス

酸カルシウム、ビタミンB9、ビタミンD3

ウナギ52.97%、サーモン、ラムレバー（肝臓）、ラムラング 粗タンパク質10.70%以上、粗脂肪3.80%以上、粗繊維0.60% ウナギ、グリーンベニソントライプ、サーモン、ポテトス
（肺）、グリーンベニソントライプ、ラムキドニー（腎

以下、粗灰分1.80%以下、⽔分78.00%以下

粗タンパク質10.1％、粗脂肪4.8％、粗繊維1.0％、⽔分

ターチ、ラムラング（肺）、ラムレバー（肝臓）、ラムキド 78.5％、粗灰分2.0％、カルシウム0.33％、リン0.23％

臓）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、ひまわり油、緑イ⾙、カシア カルシウム：220mg / 100g、リン：176mg / 100g、マグネ ニー（腎臓）、 ⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、ひまわり油、緑イ

ウナギ＆グリーントライプ

ガム、ドライケルプ、アガーアガー、クランベリー、炭酸カ シウム：16.6mg / 100g、ナトリウム：205mg / 100g

⾙、ヤギミルク、 クランベリー、塩化カリウム、ドライケル

ルシウム、グアーガム、塩化カリウム、ピロリン酸四ナトリ

プ、炭酸カルシウム、塩化コリン、鉄プロテイン、亜鉛アミ

ウム、ミネラル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプレッ

ノ酸複合体、ユッカシジゲラエキス、ビタミンB3、ビタミン

クス、セレン酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガンプ

E、セレン酵⺟、マンガンプロテイン、銅アミノ酸複合体、

ロテイン、ヨウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミン

ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタ

（A、B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、E）、

ミンA 、ビタミンB7、ビタミンB12、ヨウ素酸カルシウム、

ユッカシジゲラエキス

ビタミンB9、ビタミンD3

ベニソンミート52.97%、サーモン、ラムレバー（肝臓）、ラ 粗タンパク質10.60%以上、粗脂肪5.00%以上、粗繊維0.60% ベニソン、グリーンベニソントライプ、サーモン、ポテトス 粗タンパク質9.1％、粗脂肪6.5％、粗繊維1.0％、⽔分
ムラング（肺）、グリーンベニソントライプ、ラムキドニー 以下、粗灰分1.70%以下、⽔分78.00%以下

ターチ、ラムラング（肺）、 ラムレバー（肝臓）、ラムキド 77.5％、粗灰分2.2％、カルシウム0.34％、リン0.24％

（腎臓）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、ひまわり油、カ カルシウム：190mg / 100g、リン：170mg / 100g、マグネ ニー （腎臓）、⽺⾎漿成分、乾燥酵⺟、緑イ⾙、ひまわり
シアガム、ドライケルプ、アガーアガー、クランベリー、炭 シウム：17.0mg / 100g、ナトリウム：149mg / 100g

油、ヤギミルク、クランベリー、塩化カリウム、ドライケル

酸カルシウム、グアーガム、塩化カリウム、ピロリン酸四ナ

プ、炭酸カルシウム、塩化コリン、鉄プロテイン、亜鉛アミ

ベニソン＆グリーントライプ トリウム、ミネラル類（鉄プロテイン、グリシン亜鉛コンプ

ノ酸複合体、ユッカシジゲラエキス、ビタミンB3、ビタミン

レックス、セレン酵⺟、グリシン銅コンプレックス、マンガ

E、セレン酵⺟、マンガンプロテイン、銅アミノ酸複合体、

ンプロテイン、ヨウ素酸カルシウム）、塩化コリン、ビタミ

ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタ

ン（A、B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、D3、

ミンA、ビタミンB7、ビタミンB12、ヨウ素酸カルシウム、

E）、ユッカシジゲラエキス

ビタミンB9、ビタミンD3

