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朝おきたら自分が一杯のコーヒーを飲むように、美味しい水を飲ませてあげたい。
もぎたてのフルーツや野菜のサラダを食べるように、新鮮な朝ごはんを食べさせてあげたい。
公園を歩き、風や、雨や、太陽や、新緑や、土や、霧や、自然を一緒に堪能したい。
仕事中には夢をみて寝言を言うほど昼寝をしていてくれたらいい。
ランチを食べるわたしを期待いっぱいの瞳で見つめ、ヨダレをこばしながらおりこうに待っていてくれたら、
最後の一口だけ分けてあげたい。
夕方は早めに仕事をきりあげて、みんなで散歩にでかけよう。
暮れてゆく空や、夕月や、花の香りや、鳥の鳴声や、草の露や、夕食のことを話し合いながら一緒に歩きたい。
買い物して帰ったら、お風呂の用意をして、ごはんを作って食べよ？
おいしいごはんを、おしゃべりしながら楽しく食べよ？
家族や仲間たちとワインを飲んで、ゆっくりいろいろ食べよ？
おなかがいっぱいになったら、映画を見たり、本を読むわたしの横でゴロゴロしてくれたらいい。
そして、しあわせな気持ちでおやすみのキスをして一緒に寝よ？
朝までゆっくり気持ちよく寝よう。

犬と暮らすって、こんなに普通で幸せで最高。
どんな言葉が相応しいかわからないけど一緒に過ごす一瞬一瞬が最高です。
キッチンドッグ！は、そんな生活のライブリーなセンスを提供する会社でありたい。
犬も人間も、毎日の生きる時間をハッピーにしたいと真剣に考えています。 

去年から一念発起して、夏の間になんども犬たちを

海に連れていきました！

せっかくの少年、少女時代を楽しい海の想い出でいっ

ぱいにしてあげたかったからです。

早朝におむすびや卵焼きをたくさん作って出発し、

みんなが起きるまえのビーチで思い切り泳ぎ、朝ご

飯を食べて帰ってくるという『早起きバージョン』と、

夕方の日没直前のビーチで沈んでゆくオレンジ色の

太陽を見ながらボールを追いかけて泳ぐという『夕

陽バージョン』！

犬たちが泳いでいるあいだに拾った浜辺の貝殻は、

年々増えて行く宝物になっています。

アワビは中身も欲しかったけどねえ！

デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ～く犬と暮らそう。

夏がやってくる。波の音、朝の空気、
鳥の囀り、瑞々しい野菜たち！
今年の夏は、どうやって過ごす？

キッチンドッグ！ キングダムのKitchen Dog! 夏



我が家のキッチンには、西側にむかって大きな窓が

あります。夏の夕陽を眺めながら夕ご飯のお米を研

ぐのは、至福の時間。普段は仕事でこの見事な夕焼

けショーが毎日見れないのがとても残念です。

せめて、週末だけは日没前からシャワーを浴びて、

一日の家事や散歩をぜんぶ済ませて、冷えた白ワイ

ンをクピクピ飲みながら夕食の準備をする、という

シアワセな時間を過ごしたいと思うのです。

梅雨の晴れ間に干した梅干しも、犬たちのジャーキー

も、すべて準備よし！

あとは海辺で手にいれてきたフレッシュなお魚と、

採れたての野菜をグリルして、飲んで食べてウクレ

レのインストルメンタルでも聴こう。だるい身体を

横にして夢をみている犬たちが、ヒクヒクと寝言を

言うのを笑いながらね。

それにしても、夏は犬たちも早起きで、日の出とと

もに起こされるといっても過言ではないのですよ。

だからお酒もほどほどにしておかないとね。

早朝に散歩に行くといっても、８月、９月ともなる

と朝からじりじり熱い太陽の光が容赦なく照りつけ

ます。

今までなにもケアしていなかった自分の肌も、きち

んとお手入れをしないと大変なことになっちゃうよ

ね。

今年は、ズボラな私でもキレイになれるような、き

ちんとした基礎化粧品を使おうと思うのであります。

そんなものご紹介していけたら、皆さんと犬たちと

の夏をもっと素敵にできるなと考えています。

この夏は一生に一度しか来ないことを心にとめて。

あなたのお家の犬は何歳でしょうか？　我が家のみ

かみくんとばびんかは共に６歳。

間もなく大人の仲間入りです。彼らの６歳の夏を、

たくさんの幸せな想い出でいっぱいにしてあげた

い！　飼い主さんたちはみんなそう思っていること

でしょう。何と言っても幸福は健康な身体があって

のことです。毎日食べるものを安心で、美味しくて、

幸福に満ちたものにしようではありませんか。

日本の夏の暑さや湿度を、できるだけ快適に過ごせ

るような身体作りは、早めの準備が必要です。

毎日の食事と、シャンプーやブラッシングなどのケ

アをきちんとしてあげましょうね。
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とにかく、夏を楽しみましょう！

週末は夏休み気分。
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自由が丘店

横浜店

▲

▲

南青山店

▲

外苑前ドッグサイン店▲ Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Introduction to the Kitchen Dog!

10 年以上前のある日、ラジオを聴いていたら、こん
なニュースが流れました。

「日本で初めて狂牛病と確認された牛は、普通の敗血
症の牛などと同じように、ペットの飼料の会社に引
き渡されました。」

「なんじゃそれー！?」
驚きとともに、今まで何も考えずに『ナチュラル』
と表示されているから大丈夫だと思い込んでいた
ペットフードに非常に関心をもつようになりました。
獣医師、ブリーディング経験者、ドッグフードの生
産者の方々にお話を伺い、いろいろな書物を読むに
つけ、私たちは、ペットに安全で確かな食べ物を与
えてあげなければならないと、 心から感じました。
犬たちは「今日の晩ごはんは何にしようかな～」な
んて、自分で決めることができないですからね。
飼い主が与えたものしか、食べることができないの
ですから。
手づくりのごはんに換えて 2 カ月がたったころ、我
が家のガブリンの体調は、目に見えて変わりました。
まるで、3 才くらい若返ったように元気で、活発に
走り回るようになったのです。

下唇のまわりがいつもジトジトして、皮毛が赤茶色
に染まっていたのも、あっというまになくなり、耳
の中も全然汚れなくなりました。
その時から Kitchen Dog! は始まり、ガブリンのた
めに作りはじめたホームメードのビスケットを全国
のペットショップやカフェを中心に販売。
2001 年の春、自由が丘にビスケット＆デリカテッセ
ンのショップをオープンしました。
お店なら、私たちが心をこめて作った犬や猫のため
のごはんを、テイクアウトで持って帰ってもらうこ
とができます。

「どのような食品を、どのようなバランスであげてい
いかよくわからないので、栄養バランスが整った市
販のドッグフードだけを与える方が安心だ」という
声も聞きますが、私たちは植物や動物の細胞膜を通
して蓄えられた水分をとても大切に考えています。
その水分を抜いてしまってあとからビタミンやミネ
ラルを添加する製法のドライフードよりも、もとも
と食材が細胞の中に蓄えていた水分の中にあるビタ
ミンやミネラルの方が、生体に吸収されやすく、有
効に利用されやすいのは自明のことだからです。

そして、2013 年、外苑前のドッグサイン店と横浜店
に店舗を。さらに、新しい展望にむけて、活動を開
始しはじめました。
ゴハンを作る、という行為は、毎日毎日のとてもシ
ンプルで当たり前で地味な作業です。
しかしながら、人間も犬も、毎日のゴハンをとても
楽しみにしていて、しかも毎日食べるゴハンによっ
て、健康でありつづけたり病気になってしまったり
を左右されてしまうという、ハッピーかアンハッピー
かの分かれ道でもあるではありませんか！

毎日の自分や家族（犬も含めて）のゴハンを、コツ
コツと、当たり前に、きちんと、ちゃんと、自分の
手で作る。
食べる者の身体の中でどのように働いて、どのよう
に利用されていくかどうかに想いを馳せながら、安
心の材料を用意し、シンプルに加工する。
そんなことが、生活のすべてのベースラインであり、
医療以前の、生きていくためのセンスです。
毎日を快適に過ごすために手をかけて美味しいゴハ
ンを作ることは、とても貴重なことだと思うのです。

ですから、食材のもつ水分を極力活かした『犬用の食品』を提供
しつづけていきたいと考えているのです。
2001 年から約 11 年間、自由が丘の店舗にはたくさんの犬たち
にお買い物に来ていただきました！
そして 2012 年 6 月に横浜に、９月には南青山店をオープン。
2 年半の間、レストランを併設した店舗に。南青山店にも新たな
犬のお客様たちがたくさんやってきてくれました。

をご紹介しましょう。
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自家製ビスケット・スナックHome made snack

キッチンドッグ！のおやつには、人工的な保
存料や着色料など、添加物を一切使用してお
りません。うこん、紫芋、キャロブなど、食
品の自然の色素でつけた色は、時間の経過と
ともに自然に退色し、風味も徐々に失われて
いきます。
水分がほとんどないビスケットやポン菓子は
腐敗はしませんが、食べ物というものは本来、
なるべく早く食べるほうが美味しいに決まっ
ていますね？

『売る人の都合』で製造されたものではなく
て、『食べる犬』のために製造すること -----
それが、わたしたちのモットーです。
他社のおやつに比べて賞味期限が短いものが
多いですが、保存料や香料などを使用せず、

こってタイヘンなのですが、犬たちが喜ぶ姿
をみると辞められないのですよね…。
しかも、大変な作業の商品に限って人気があ
るのです！
ビスケットはほとんど小麦粉が原料なので、
小麦粉のアレルギーの犬たちには残念ながら
食べることができません。
そんな犬たちのために、各種さまざまな穀類
を使用して、美味しくて安全なおやつもご用
意しています。
玄米、ひえ、はと麦など、おやつにもなるし、
スープでふやかせばお粥のようにも使える便
利な材料です。味はなにもついていませんか
ら、飼い主さんがコントロールできるのも魅
力の一つです。

チキンを茹でたスープにポンパドール（玄米
のぽんせん）を入れ、細かく刻んだ野菜や冷
ましてほぐしたチキンを混ぜるとか、ポップ
ガン（焙じはと麦）にミルクやヨーグルトを
かけてコーンフレークみたいに食べるとか、
卵とじにしちゃったり、チーズをまぶしたり、
アイデア次第でいろいろな活用方法があるの
ではないでしょうか。
そんな工夫をすることも、犬とのコミュニ
ケーションをとる大切なひとときになること
でしょう。

「ヨーグルトのトッピングにする？」
「今日はスープのしようか！」
などなど、たくさんの愛をもって話しかけて
あげてくださいね。

食べてもらう分を少量ずつ確かな方法で製造
している証です。
それでも、おやつはあくまでもごはんの合間
の補助だったり、躾のトレーニングのための
ツールです。
一日の摂取カロリーの１割程度をめやすに、
あげすぎは禁物ですよ！

キッチンドッグ！のビスケットを作っている
のは、『じゃんぷ』のメンバーです。
東京都大田区の専用工場で、毎日元気なス
タッフが、心をこめて手作りしています。サー
ディンチップスを小さな煮干しに巻いたり、
By the sea を小さな海苔巻きのように上手
に巻いてカットするなど、細かい作業は肩が

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/004/O/


Kitchen Dog!
ホーム | キッチンドッグ王国 | 犬のスローフード協会 | ショッピング | 会社概要 | FAQ

犬のための美味しいデリカ

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Delicatessen for dogs

2001年の春、わたしたちが『犬のためのデ
リカテッセン　Kitchen Dog!』をオープンさ
せる５年前から、わたしはガブリエルという
ゴールデン・レトリーバーの女の子と一緒に
暮らしていました。
ガブリンという相性で呼んでいたこの犬が子
犬の頃は、病気ではないけれど、あまり元気
はつらつとした印象の犬ではありませんでし
た。
思い起こしてみれば、あまり良いとはいえな
い環境のブリーダーで生まれたガブリンを引
き取ってくるときに、「これを食べさせてく
ださい」と、一緒に渡されたドッグフードを
言われた通りにお湯でふやかすと、ひどい匂
いがするのでなんとも気の毒に思ったもので
す。
子犬のときには、腸の透過性がとても高く、
身体に取り入れられた食物が十分に分解され
ていない状態であらゆる食物が腸管壁を通過
し、体内や血管内に侵入してきます。
大きな分子のまま取り込まれた食物や保存料
などの化学物質、バクテリアは異物として認

わたしはガブリンのために母が毎日作ってい
たようなゴハンを作り、食べさせてみると、
今までと明らかに違う喜びようでバクバクと
たいらげ、「美味しかったよ、美味しかった
よ！　もっとちょうだい！」と期待いっぱい
の目でお代わりをねだりに来たのです。
そうだよね、当たり前だよね、その当たり前
のことを忘れていて、ブリーダーやペット
ショップの言う通りにドッグフードを食べさ
せていたことに大いに反省し、その日から犬
の栄養学についてありとあらゆる文献を読み
あさり、勉強するのがライフワークになりま
した。
犬も、人間も、命あるものはすべて、食べた
ものがそのまま血となり肉となります。
愛する犬たちに食べさせたものが、そのまま
彼らの被毛や、爪や、目の輝きや、走ったり、
喜んだり、何かを訴えて吠えたりするエネル
ギーの源です。

植物がその場の土のミネラルや水を吸いあげ
て育つように、犬たちだって食べたもの、飲
んだもので一生つきあう身体をつくっていく
のです。
それならば、できるだけ安全で健康的で美味
しいゴハンを食べさせてあげるべきではない
でしょうか。

そんなことから始めた犬のためのゴハンが、
キッチンドッグ！へとつながってきました。
買い物に来てくださる飼い主さんたちは、今
や犬のための食事について真剣に考えはじ
め、更に、あらためて自分たちの食事につい
ても想いを馳せるようになりました。

美味しい食事は、肉体的にも精神的にも健康
と幸せのもとになります。
わたしたちは、飼い主さんが見ても「美味し
そう」と思えるようなゴハンを犬に食べさせ
ることでその『想い』をゴハンとともに届け、
さらに犬の身体がきちんと消化し、きちんと
栄養を吸収し、エネルギーとしてうまく代謝
できるようにと想いを馳せながら、心をこめ
て犬のためのゴハンを作ってお届けしていま
す。

識され､免疫システムによって抗体を作り、
食物アレルギーを起こすもとであるアレルゲ
ンとなる可能性を秘めているばかりではな
く、その他の病気の因子になる可能性もたく
さんもっています。
ガブリンは、体中のあちこちが痒いとか、身
体がだるくて散歩に行きたくないとか、色々
な不定愁訴をもっていました。

そんな時に、ふと思い出したのは、わたしの
実家で代々飼われてきた犬たちの食事のこと
でした。
母や祖母が、犬たちの食事をわざわざ作るの
は、毎日の普通の日課でした。
特別に犬をかわいがっていたわけではなく、
犬たちはいつもいるのが当たり前だったし、
彼らの食事は彼らのためにわざわざ作るのが
当たり前のことだった、というだけですが。
家族の一員、なんていう言葉をあらためてわ
ざわざ考えることもなく、当たり前に家族の
一員でしたから、毎年お正月に撮影する家族
写真にも、当たり前に一緒に写っています。 商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/001/O/
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犬のための美味しいデリカ
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Delicatessen for dogs

より多くの種類のビタミンや植物ミネラルを取り入れられ
るよう、たくさんの種類の旬の野菜を、生のままで食べて
もらいたいものはそのまま超みじん切りにし、火を通すべ
き野菜は良質のココナッツオイルで素揚げにし、その後み
じん切りにして全てをよく捏ねあわせ、ハンバーグパティ
にするのです。
ですから、解凍したらそのまま食べることもできるし、生
の肉が気になる場合にはフライパンでグリルして人肌に冷
ましてから食べさせてあげれば、芳ばしい香りに食欲も増
すでしょうし、少し温かい食べ物は胃にも優しいですね。
エネルギーをもっと必要というワンコには、柔らかく炊い
たごはんを混ぜてあげても良いかもしれません。

新鮮な赤身の牛肉、旬の野菜たちの美味しさ
を最大限に活かし、消化と栄養吸収を考慮し
た調理でお届けする M.V.P. ハンバーグパ
ティ！
この商品の製造は、穀類なしの牧草だけを食
べて育ったオージービーフの赤身のもも肉を
挽くところから始まります。

解凍方法は、真空パックのまま冷蔵庫で約５時間くらい。
解凍したら、お皿に移してほぐしてあげるだけで、新鮮な
ごはんになります。
あまり冷たいままだとお腹が冷えてしまってもいけないの
で、熱湯を少し混ぜてもいいですね。

M.V.P. ハンバーグ・パティ

HUMBURG PATTY

犬の体調が優れないときや蒸し暑い季節には、生の肉では気になる方も
いらっしゃると思います。でも大丈夫！フライパンで焼いてあげましょ
う！焼きめがついたら弱火にしてフタをすると、きれいに中まで焼くこ
とができますよ。

80g のパティー２個入り

生でよし！　焼いてもよし！　栄養満点のハンバーグ・パティ。

オージービーフ・
　グラスフェッド ココナッツオイル

BSE や口蹄疫（こうていえき）に関し
ては発症のリスクが最も低い国とし
て、国際機関から最高レベルの認定が
与えられているオーストラリア。四方
を海に囲まれているので、外から疾病
が伝わりにくいうえ、空気が乾燥して
いるため、病気が発生しにくく伝染し
にくいのです。国による厳しい検疫・
防疫体制の取り組みの結果、主な家畜
の疫病のない国として国際的に認めら
れています。栄養たっぷりの牧草だけ
を食べて育った牛は、穀物を食べて
育った牛に比べて脂肪が少なく赤身が
多いのが特徴。低脂肪･低カロリー･低
コレステロールのヘルシーな牛肉です

MVP ハンバーグパティは、エネルギー
として燃焼される効率がとても良い天
然の中鎖脂肪酸が豊富に含まれている
ココナッツオイルを使って野菜を素揚
げしています。この植物油は、長鎖脂
肪酸と比べて消化吸収は約 4 倍、代謝
は約 10 倍も速いため、中性脂肪にな
りにくい特徴をもっています。酸化安
定性が高く熱に強いココナッツオイル
は、植物性なのでコレステロールやト
ランス脂肪酸も全く含みません。素揚
げした野菜は迅速に細かくカットされ、
酸化を防止するビタミン E の豊富なグ
リーンナッツオイルや生野菜とともに、
オージービーフに練りこまれます。

グリーンナッツオイル

脂質が約 5 割、タンパク質が３割強を
占めるこのオイルは、成人のアミノ酸摂
取要求として完全なタンパク質に加え、
脂肪酸組成は、オメガ３不飽和脂肪酸（α
- リノレン酸）が多く、概ね 50％を占
めています。一方、オメガ6（リノール酸）
の含有率は30～35％で、必須脂肪酸（オ
メガ３とオメガ６）が、全体の 80％以
上を占め、且つバランス良く含まれてい
るのが特徴です。酸化防止効果を有する
ビタミンＥも 200mg（100g 中）以上
含んでいるため、酸化しにくいオメガ３
脂肪酸といえるでしょう。MVPハンバー
グパティは、グリーンナッツオイルを加
熱せずにパティに練り込んでいます。

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/001/O/


Kitchen Dog!
ホーム | キッチンドッグ王国 | 犬のスローフード協会 | ショッピング | 会社概要 | FAQ

お祝いのケーキやごちそう

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Celebration cakes

わたしたちがケーキを販売し始めたばかりの頃は、
「このケーキを犬が食べるの？！」と、ほとんどの人
がまず驚いて、そのあとににっこり笑って「素敵だ
ね！」と言ったものです。
それ以来、いまでは誕生日にケーキを取り寄せるの
はあたりまえといった飼い主さんもずいぶん増えて
まいりました。
常識的な与え方さえしていれば、犬たちにおやつを

あげるのは躾の上でも、とても重宝するのです。
そして、わたしたち飼い主の犬と過ごす生活も、な
んだか豊かになりますね。
どうぞ、犬たちの身体の安心・安全を一番に考えて
あげながら、美味しいおやつを食べさせてあげてく
ださいね。もちろん、飼い主さんの手作りにかなう
ものはありませんから、たまには遊び気分でお菓子
作りも楽しんでみてください。

お誕生日、こどもの日、クリスマスにお正月…。ご
家族で楽しむイベントには、犬のためにもケーキや
ごちそうを用意してあげたいという飼い主さんは
年々増えています。
でも、人間が食べるようなケーキやおやつを犬に食
べさせていると、大変なことに！
なぜなら犬と人間は、消化システムや体内酵素、代
謝システムや必要とする栄養バランス、ましてや寿
命の長さが違うからです。
犬たちを喜ばせたい気持ちはわかりますが、体調を
悪くしてしまっては本末転倒ですね？
それなら、犬の身体のシステムに負担をかけないケー
キやおやつを作ってあげよう！
そこから生まれたのが、キッチンドッグ！のデザー
トです。
新鮮で安全なヒューマングレードの素材を使い、以
下のものは一切使用していません。

あとは、太っちょ防止大作戦のためにちょっとした
工夫を飼い主さんにしてもらいます。

それは、おやつを食べたら、食事からおやつ相当分の
カロリーを抜くこと。つまり、ちょっと晩ご飯を減ら
す！
または、時間を置いてから、いつもより多めの運動を
しっかりさせる。つまり、消化させて、余剰分のエネ
ルギーを使う！
それさえ怠らなければ、犬におやつをあげるのは犬も
喜ぶし、飼い主さんも楽しいし、しつけ時の大切なコ
ミュニケーションツールにもなりますね。
キッチンドッグ！では、犬のケーキといってもゴハン
代わりになるものという条件でケーキを作っていま
す。たとえば、スポンジケーキなら、小麦粉、卵、キャ
ノーラオイル、カテージチーズ、カスピ海ヨーグルト

がすべての材料！
それに足すのは、季節の果物やお芋、カボチャなど。 
これなら十分朝ご飯や晩ご飯としてたまに食べても栄
養バランスは崩れませんね！
ビスケットはどうでしょう？
ビスケットは主に小麦粉がメインの材料。それならば、
ビスケットをたくさん食べた日の晩ご飯には、穀類を
抜いた肉と野菜だけのごはんを食べれば一日のバラン
スがとれますね？
ジャーキーを食べた日は、晩ご飯は野菜とお粥に。
そうやって、飼い主さんがいろいろと考えながら一日
のバランスを見てあげていれば、決しておやつは不健
康なものではないことがわかります。

『低脂肪』『植物性油脂』の健康イメージにダマされ
ないように！
スポンジケーキなどの生地を焼く時に、どうしても
必要なのが油分。
人間のケーキには、主にたっぷりのバターを使いま
すが、バターのような常温で固形の動物性の油脂は
人間にとっても犬にとっても身体に良いわけではあ
りません。それでは植物性油脂であるマーガリンは？
バターよりもっと危険です。植物油からあのポマー
ド状のテクスチャーを作るため、常温で固まらない
ように油脂の成分を加工し、トランス脂肪酸ができ
ることによって自然界にはない状態にして作られて
いるからです。
植物性のクリームにも、要注意。
一見、健康的なイメージですが、水と油と添加物で
作られるのが植物性のクリームです。
スポンジケーキは、カロリーが高くて当たり前のも
のです。
少量で高エネルギーを摂りたい高齢、または授乳中
の犬たちに、是非おすすめしたいものです。
キッチンドッグ！では、スポンジ生地を良質のキャ
ノーラオイルや、アーモンドオイルを使って作って
いますが、コストは当然相応に高くなります。

それよりも、安心して食べてもらえるように。
見えない部分に想いを馳せる、わたしたちの気持ち
です。

犬のケーキ選びのポイントは？

犬の身体に安心、安全なケーキってどんなもの？

●砂糖などの甘味料
●塩、化学調味料
●バターやラードなどの動物性油脂
●マーガリンなどのトランス脂肪酸や植物性のク
　リーム
●人工保存料や人工着色料

いったいいつから犬がケーキなど食べる時代になったのだろう！

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/003/O/
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ナチュラルなジャーキーAll natural jerky

犬たちにとって、ジャーキーのような最高の
ご褒美はほかにないといっても過言ではない
でしょう。
肉が大好きで、しかも何かを『噛む』という
行為が大好きな犬たちですから、噛みしめる
ほどに美味しいエキスが味わえる干し肉には
目がないに決まっていますよね！
キッチンドッグ！のジャーキーには様々な種
類の肉を使用していますが、どれもただ素材
となる肉を干しただけのものばかりです。
素材となる肉に亜硝酸塩で発色を良くした
り、塩や砂糖などの味付けをしたり、しっと
り仕上げるための保存料を使ったりは一切し
ていませんので、不安なく食べさせてあげら

れますよ。
それでも、どの肉にもアレルギーがあるとか、
お医者さんに肉を食べることを控えるように
言われている犬たちもいるので、お魚の
ジャーキーもご用意しています。
お魚のジャーキーには、もちろん製造過程で
少しの塩分を使うことが多いこと、また、素
材に本来含まれている塩分がありますから、
まったく塩味がしないわけではありません。
塩分を心配なさる飼い主さんもおおいのです
が、犬にはもちろんナトリウムが必要ですか
ら、そんなに心配することはありません。
心臓や腎臓に不具合がある場合だけは、塩分
は控えたほうがいいですけれどね。

わたしたちは、自然に逆らうことなく、環境
を優先して、とれるものをとれるだけの量で
製造し、販売していきますので、商品が入れ
替わる可能性もたくさんありますが、それが
わたしたちのスタンスです。
マーケットプライスの商品を設けているの
も、そんな状況の変化にフレキシブルに対応
できるようにとのことです。

カンガルー肉や、鹿肉のジャーキーは、素材
の肉自体が野生の動物ですから、ホルモン剤
や抗生物質などのリスクがありません。
チキンジャーキーは、わたしたちが自社内で
大山鶏の胸肉と砂肝を茹でてスライスして天
日干しをしています。
干したジャーキーを、近所の猫や我が家の犬
たちが羨ましげに狙っているのを横目で見な
がら、毎日様子をチェックしている光景は、
自由が丘でキッチンドッグ！のお店を始めた
頃からの見慣れた風景です。
野生の動物も年々ハンティングするのに量が
変わっていきますし、飼育された家畜でさえ、
鶏インフルエンザや様々な人間が作り出す環
境の変化によって、状況が変わっていきます。

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/005/O/
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手作りごはんのための材料

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Home cooking stuff

2013 年の春より、キッチンドッグ！のクッ
キング・クラスを再開しました。
一番伝えたいことを飼い主さんたちに直接伝
えることができる、素晴らしい機会です。
それはただ単にどの材料が何グラムで、何セ
ンチに切って、何分煮る、とかいう数字で表
せることではなくて、どんな気持ちで、なん
のために、何を目指して誰のために作るのか、
ということです。
そして、あなたの作ったそのゴハンが、食べ
させた犬の身体にどのように消化され、吸収
され、代謝されるのかという目に見えないと
ころにまで、『想いを馳せる』という訓練を
していただく機会になっています。

犬のメニューを作るとき、５訂の栄養成分表
を参考にしながら栄養計算をしますが、あく
までも目安にしかならないことは誰にもわか
ることですね。
夏に北海道で採れたトマトに含まれるビタミ
ン C の量と、秋に九州で採れたそれと同じわ

けがないですものね。
土の中の水分を根から吸い上げて栄養を吸収
し、成長するのが植物ですから、その土の成
分によって植物に含まれるミネラルのバラン
スや量も明らかに変化します。
肉だって、種類によってアミノ酸のバランス
が全然違いますから、必要摂取量のアミノ酸
バランスを一回の食事で達成するのは至難の
技です。
かといって、加水分解された単体のアミノ酸
を足したり、ビタミンやミネラルをサプリメ
ントで足して栄養要求量を達成した（はずの）
インスタントのドッグフードを毎日食べ続け
るのはナンセンス。
その日そのとき足りないな、と感じる栄養素
も、なるべく自然の食物から摂らせてあげた
いものです。そうすることによって、複合的
に働くことで効果がある栄養を自然な形で摂
ることができると思うのです。
それでもなにか足りない分を、サプリで補う
というなら、私も賛成です。

カロリーベースで数字を達成することや、足
りない栄養素を単体で投入してつじつま合わ
せをするよりも、もっと飼い主さんとその犬
の間だけにわかりあえる「今日のこの犬に必
要ななにか」を、センシティブに感じられる
感性を磨こうではありませんか。
きっと、人間の親子同士なら言われなくても
あたりまえにやってきたことなのではありま
せんか？

タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、水、
繊維、フィトケミカル、そして糖質。
基本的なこれらの栄養素は、さらに細かく紐
解いていくと、とても複雑な栄養学になりま
すが、基本さえ知っていれば、健康な状態の
犬には毎日のごはんをそんなに難しく考える
こともありません。

なるべくいろいろな種類の肉や魚をローテー
ションし、運動量が多かった日にはお粥やパ
ンケーキみたいな糖質も少し加え、あとはビ
タミンとミネラルのためにフレッシュな野菜
や海草、木の実などを組み合わせる、それで
も何かが足りないと感じるときには、是非
キッチンドッグ！のふりかけを足してあげて
ください。
タンパク質を補給するもの、ミネラルを補給
するもの、ビタミンを補給するもの、デトッ
クスできるようなもの…。
また、忙しくて手が回らない日や冷蔵庫を見
たら何にも材料がなかった！なんていう時の
ために買い置きたい材料など、たくさんの種
類の理にかなった材料を揃えています。

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/006/O/
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手作りごはんのための材料
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Home cooking stuff

Retort pack

Serials

Mineral and enzime

Good oilTopping & Seasoning トッピング

穀類

良質な油脂

ミネラルと酵素

レトルトシリーズ

手作りのごはんにも、ドッグフードにもさサッ
サッとふりかけられるトッピングを色々と作って
います。
カルシウムを補強したい、デトックスしたい、タ
ンパク質を補強したい、ミネラルを補強したい、
ビタミンを補強したい…など、目的に合わせて選
べるし、味も香りもよいので食欲増進にも役立て
られるのでとっても便利です。

生体の 60～70％は水分だと思うと、普段口にする水分の大切さがよ
くわかりますね。
きちんとした食事をしていると、植物の根が土から吸い上げて植物細
胞壁を通過し、細胞内に蓄えた水や、その植物を食べた動物の体内に
吸収されて細胞内に蓄えた水は、そうでない水よりもずっと浸透性が
よく、犬たちの細胞に取り入れやすいものだということがわかります。
しかも、最近では化学薬品の農薬を使用した野菜や、食品添加物が原
因のミネラル不足が、人間の世界でも取りざたされています。
ミネラルは、植物が根っこから吸収して取り入れた微小な粒子で、し
かも水に溶けてイオン化した植物ミネラルが、もっとも効率よく生き
物の身体に吸収されますが、単体ではなく、酵素とむすびついてこそ
吸収されるものです。
そうして取り入れられたミネラルは様々な身体の働きを助けるので、
結果的に健康に貢献するすばらしい栄養素なのですね。
このミネラルダイジェスティンウォーターは、水として飲むとか手づ
くりごはんに加えるというだけではなく、フリーズドライのフードや
ドライドッグフードをふやかす際にも、是非お使いいただきたいと思
います。
せっかくの細胞内の水分を抜いてしまったドライフードに、再度含ま
せるには最適の栄養素を含んでいます。

被毛や細胞膜を健やかに保ち、脳にもたっぷり必要なオ
メガ３脂肪酸を多く供給する、「食べるオイル」です。
オメガ３脂肪酸は、安定性が悪く酸化しやすいため、加
熱調理に向いていませんが、写真右のグリーンナッツオ
イルはビタミン E がたっぷり含まれているため、天然
の酸化防止の役割をしてくれるので加熱しても壊れにく
いという性質があります。もちろん、生でごはんにかけ
てあげるのがベストではありますが！
写真左のサーモンオイルは、動物性なのでダイレクトに
EPA/DHA が摂れるのが特徴です。どちらも普段の食事
で多くなりがちのオメガ６とのバランスを整え、様々な
不調を改善する可能性を持っていますよ。アレルギーや
炎症に悩む犬たちにもおススメしています。穀類は、エネルギーを作る大切な栄養素となりますが、消化

が苦手なのが難点です。
キッチンドッグがおすすめするこれらの穀類は、容易に消化
できるようにα化させてありますので、とても便利です。そ
のままおやつにもできるし、スープに浸せばお粥のように手
作り食に役立てることができますよ。お米がだめ、小麦がだ
め、というアレルギー持ちのワンちゃんにも対応できるよう、
色々な穀類をそろえています。

新鮮な素材をぎゅっと詰め込んだレトルトは、常温で比較的長期間保存しておけるので、いざというときにとても
便利な犬ごはんのパーツになります。不要な添加物を一切使わずに製造できるので、積極的におススメしています。
肉や魚、野菜、穀類などのバリエーションがありますので、色々に組み合わせて簡単に手づくりごはんができますよ。
もちろん、ドライフードのトッピングにもどうぞ。非常食にも買い置きしておくと便利ですね！

商品のご購入はこちら　から

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/006/O/
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ホームパーティーデリバリー

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Home party delivery

 Kitchen Dog! Party plate
犬のお誕生日やオフ会などのパーティーには、
犬のためのごちそうやデザートが
届くといいよね！

パーティーのご計画はありませんか？
お誕生日、初めてウチに来た記念日、こどもの日、オ
フ会などなど…
いろいろと理由をこじつけては、犬たちと一緒に盛り
上がるパーティーのエクスキューズにしちゃいましょ
うよ！

「Kitchen Dog! パーティープレート」は、お客様のプ
ランに合わせて、スタッフよる手づくりのお料理と 

Kitchen Dog! で取り扱うケーキやお菓子などを組み
合わせ、犬と一緒のパーティーの食卓をご提案、お届
けするサービスです。 
様々なパーティーに合わせたおもてなしのメニュー
を、多数取り揃えています。
とってもキュートで美味しそうなフィンガーフードな
らぬ、ワンバイト・フードやケーキなどのデザートを、
ご指定の日にクール宅急便にてお届けいたします。

ピンチョス風のお料理を盛り合わせたパーティーバスケット。
テーブルにセットするだけで華やかな食卓を演出いたします。

キッチンドッグ・パーティー・バスケット
Kitchendog Party Basket
ミートボール、サンドイッチ、ローストビーフ、ミニハンバー
ガー、ロール寿司、ミートローフ、コールスローサラダなど、
新鮮でバラエティに富んだ肉の素材を活かしたラインナップを
盛り込んだ贅沢なバスケットです。
■10,500 円 ～

※上記のパーティー・バスケットにプラスして、各種ケー
キやプチ・デセール、各種デリカテッセンを一緒にお届
けいたします。

※写真はイメージですので、食器は商品には含まれませんが、ご要望がございましたら弊社にて調達いたします
ので、ご相談くださいませ。

キッチンドッグ！　パーティープレート

Order & Contact
パーティーメニューのご注文、ご質問等はお気軽にお問い合わせください。
メールは、24 時間受付。　　お問い合わせはこちら >>
TEL：03-5758-6143（平日 11 時 ～18 時）
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便利な日常生活品

Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2013 All Rights Reserved

Useful products

Food & Water Bowl Series

商品のご購入はこちら　から

犬にも、おいしくて安全な食器を。
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「森修焼」は生体内に有害な作用を及ぼす鉛やカ
ドミウムを使用せず、ミネラルウォーターなどの
精製にも使われる長石や麦飯石などの天然石を釉
薬として作った安全な食器です。
この釉薬は、備長炭を上回る豊富な遠赤外線効果
で食材本来の旨味や香りを引き出し、体を温めて
もくれます。
また、食材を入れて電子レンジで加熱した時に奪
われるビタミン C の破壊がないデータもあり、毎
日の料理や食材を温めたりする時に電子レンジを
お使いの方にもおすすめです。
素焼き状態にイラストを貼付け、その上に天然石
の釉薬をかけて焼き上げていますので、長年ご使
用いただいてもイラストが剥げ落ちることがあり
ません。また、汚れ落ちが良いため洗剤の使用量
が少なくてすむのも特長のひとつなのです。

Kitchen Dog! 開店以来、ステンレスやプラ
スチック、メラミンのドッグボウルを使って
いてアレルギーになってしまった犬にも数多
く出会い、食器にもこだわりたいと思ってい
た頃、この「森修焼」と出会いました。
鉛やカドミウムを使用しない安心な食器は、
有害物質の影響を受けやすいペットには最適
です。
原料の天然石から放出される備長炭を上回る

遠赤外線が身体を温め、食べ物をまろやかな
味にするなど、美味しさにも影響を与えてい
るようで、「森修焼」の食器に入れたご飯を
実においしそうに食べてくれます。
また、犬の飲料水は、長時間入れたまま置い
ておくこともあるので、安全な食器が必要で
す。

「森修焼」の食器に水道水を入れ、30 分置い
て噴霧したときに、マイナスイオンが通常の
倍量測定されています。
身体の 60% 以上を占める水は安全なものを。
そしておいしく飲める食器で、が常識です。
食事同様、毎日使う食器だからこそ、犬が最
後までペロペロ舐めても安心なものをお使い
くださいね。

Much love and Happiness for all dogs on the earth. 
Good meal and better biscuits. 
Our wishes. 

電子レンジでピーマンを2分間加熱後、総アスコルビン酸（総ビタミンC）を定量

財団法人日本食品分析センター　NO.399050121  * 水分補正を行った値

加　熱　 容　器　

森修焼の器

100
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92*（減少あり）市販の器

総アスコルビン酸（総ビタミンC）　
前

後
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森修焼フード＆ウォーターボウル・シリーズ

http://kitchendog.shop2.makeshop.jp/shopbrand/013/O/

	名称未設定
	名称未設定



