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デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ～く犬と暮らそう。
キッチンドッグ！

Contents

The United Kingdom of Kitchen Dog!  ---  Phylosophy

Travel report
Souvenir sale
Caravan information
New Products

 秋・冬のキッチンドッグ！キングダムにようこそ。

ハロウィンとサンクスギビングデーが過ぎたら、いよいよクリスマスにお正月！
続々やってくる楽しいイベントたち。年末商品のご案内です。

モラビア王国への旅通信
チェコの可愛いお土産セール！
旅するキッチンドッグ！キャラバン情報
秋の新商品いろいろ

秋から冬にかけてのごはんのヒント

https://www.facebook.com/kitchendog
http://kitchendog.exblog.jp/


Autumn & Winter
welcome to the United Kingdom of

2014
sense of life with dog

Autumn & Winter

わたしはこの夏、犬たちとまたまた毎週

末のように海に出かけました。

海水に浮かび、チカラを抜いて空を見上

げていると、身体の中から悪いモノが抜

け出していき、代わりになにか気持ちの

よいものが入ってくるような気がします。

沖に浮かんでいると、ミカミくんとばび

んかが心配して泳いできて鼻先でわたし

を優しく突っつくので、彼らのシッポに

つかまって岸辺まで引っ張ってもらいま

す。笑

ウィークデーは仕事があるので、なかな

か自由にできないけれど、週末には犬た

ちがいつでも自由に家の中と外を出入り

したりできるようにして、排泄を我慢し

なくてよいようにしてあげています。

９月にはばびんかも７歳のお誕生日を迎

え、そろそろ中年期（？）に突入です。

老化防止のゴハンを考え始めなくてはね！

酸化から身体を守り、きちんと食べ物を消

化できる身体をつくるための食事作りを

し、無理なく運動し、ストレスをかけない

ようにしてあげるのが目標。

クッキングクラスでも毎回お話するのです

が、キッチンドッグ！のお料理は、犬が食

べてきちんと消化し、吸収し、代謝し、排

泄する、ということを一番に考えて作って

います。

そのための材料選び、調理法、食べさせ方

などに細心の注意をもって作っているので

す。

毎日、フェイスブックに私がアップしてい

る犬たちの朝ご飯は、そのトライ＆エラー

です。

是非チェックしてみてくださいね！

デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ～く犬と暮らそう。 夏をエンジョイなさいましたか？　台風は大丈夫でしたでしょうか？
大好きな夏が終わり、身体が縮こまる寒い季節がやってこようとしています。
わたしたち人間の都合で犬たちが運動不足にならないように、
楽しいイベントを見つけては、積極的に犬たちと一緒に出かけましょう！

キッチンドッグ！ キングダムのKitchen Dog!



sense of life with dog
のごはんのヒント。秋冬

鶏胸肉、牛筋、蕎麦、ゴーヤと人参とトマト
は鶏といっしょに蒸し、梨、亜麻仁油、ピヨ
カル、マルチミネラル。

鶏胸肉、牛筋、人参とブロッコリー、
キャベツとキウイのコールスロー、
ココナッツオイル、ピヨカル、発
酵クラスカ。
発酵クラスカを数日続けて食べる
と、やっぱり腸内環境が良くなる
ようで、海に行ったあとなどはと
ても役立ちます。
米ぬかを自然発酵させることによ
り、油脂を酸敗させるリパーゼの
進行を抑制し、高温で殺菌されて
いるので安全です。
発酵の際に常在菌が精製する物質
が、腸内細菌叢を善玉菌に最適な
環境を生み出し腸内環境が良くな
るために免疫力があがるのです。

昆布と鰹節とともに加熱しているのは鶏胸肉・ブロッコリー・薩摩芋。
生の野菜はきゅうりとキャベツ。たまには魚を取り入れたいので，イ
ナダを蒸し焼きに。お粥を少々トッピング。他に亜麻仁油も。

鶏胸肉、鹿肉生、キャベツとゴーヤときゅ
うりとブロッコリーのコールスロー、煮干
し、鰹ボニータ、発酵クラスカ（米ぬかの
ふりかけ）、ビリジアンオイル。
オメガ６脂肪酸は、肉などの普段の食材か
ら自然に摂れていることが多いので，あえ
てオメガ３脂肪酸を加えて両者のバランス
をとりましょう。

鶏胸肉、水菜、キャベツとリンゴとサルバチ
アのコールスロー、亜麻仁油、マルチミネラ
ルのサプリ。

ミネラルのサプリは、人
間用のを使っているので、
乳ばちでつぶしています。
とっても便利なにゅうば
ちは、オリーブウッド製
です。

本日の鶏胸肉の蒸し煮のお供はかぼちゃ、に
んじん、昆布、レンコン。コールスローはきゃ
べつ、トッッピングにパイナップル。あとは
グリーンナッツオイル。おやつは煮干しでカ
ルシウムを補充。

鶏胸肉、かぼちゃ、リンゴとキャベツとパセリ
のコールスロー、鶏のゆで汁で炊いたお粥。

Kitchen Dog!



Ho! Ho! Ho!
Santa Claus brings you Love, Joy and these wonderful Cakes!

Gabriel Christmas Angel
ガブリエル・クリスマス・エンジェル

Rudolph the Reindeer
ルドルフ・赤鼻のトナカイ

Wonderful set
素敵な２個セット

甘いお味のクリスマスツリーに降臨するエンジェル
の役を、今年はガブリンに託しました。
Peace on earth! すべてのワンコたちに、愛と幸福
とおいしいゴハンやおやつが届きますように。
直径 12cm, 高さ 5cm　429kcal  ¥2,400（税別）

グリルドターキー・フルーツソース
チキン・クリームシチュー
グリーンサラダ
ガーデニア・ライス
シュークリーム

赤鼻のトナカイのルドルフに扮したガブリンが、ワ
ンコたちに夢と希望を届けます。ハッピーな年末の
家族のだんらんを願いつつ、一つずつ丁寧に手づく
りいたします。
直径 12cm, 高さ 5cm　423kcal  ¥2,400（税別）

ガブリエル・クリスマス・エンジェル１個と、ルドルフ・赤鼻
のトナカイ１個のちょっぴりお得なセット　¥4,300（税別）

和の段

洋の段

プレシャスの段
ローストチキン・サジキソース
シェパード・パイ
ラム・ステーキ
鹿肉のラグーのファルファッレ
パイナップル・フライドライス
マンゴー・エクレア
12.5cm×20cm、高さ４cm　604kcal
¥3.800（税別）

牛ハラミ入り・チーズハンバーグ
チキンとキノコのグラタン
洋風煮しめ
ブルーベリー・セサミ・フォカッチャ
14cm×14cm、高さ４cm   333kcal
¥2.800（税別）

きのこの土鍋ご飯
馬肉入りの松風焼き
鰹出汁巻き卵
いちご味の和風カステラ
14cm×14cm、高さ４cm　324kcal
¥2.800（税別）

2015

◆三段重
¥8,500（税別）
和＋洋＋プレシャスの３段セット

組み合わせてお得に！

◆二段重
¥5,200（税別）
和＋洋の２段セット

クリスマス商品は 12 月 22 日（月）、23 日（火・祝）のいずれかに、お正月商品は 12 月 29 日（月）、30 日（火）のいずれかに、クール冷凍便にてお届けいたします（送料別）。お申し込み締切はクリスマス商品 12 月 12 日（金）、お正月商品 12 月 19 日（金）です。

合鴨と鰹昆布出汁の奥深いスープの味を、ヘルシーな十割蕎
麦で。あったかい大晦日の夜を。　¥1,300（税別）

さんま節でとったスープでじっくり炊き上げ、栄養たっぷりのお粥になり
ました。　¥1,000（税別）

さんま節出汁スープ
直径 8cm、高さ 4cm のカップ ×５段
379kcal  ¥2,000（税別）

今年も年末商品が出揃いました。毎年変わるメニューやデザインを楽しみにお待ちいただいているみなさまに、驚きと幸せな微笑みをお届けできますように。

Good-bye 2014 forever ! Hello 2015 welcome ! 

商品のご購入はこちら　から

http://www.kitchendog.jp/


Kitchen Dog! Double Portion Inc.@ 2014 All Rights Reserved

この夏は、以前からずっと気になっていた『モラビ

ア王国』を訪ねて、チェコの南側をあてどなくドラ

イブする旅に出ました。

そもそもインターネットでときどき偶然目にしてい

た、マーチン・ソバス氏というフォトグラファーの

Rollong Hill というテーマの写真の数々に、世界には

こんなところもあるのか！という驚きとあこがれか

ら始まった旅です。

マーチン氏の写真にでてくるような、気持ちの良い

高低差のある緑の丘の中を、ぶらぶらとあてもなく

ドライブしたら気持ち良さそうだなあ、という思い

から色々と調べてみると、つい最近まで共産主義国

家だったチェコという国が、世界遺産に指定された

観光地はたくさんもっているものの、南東部のこの

モラビア王国と呼ばれた地域では未だ開発がされず

に自然が手つかずでのこっている様子がわかったの

です。ホテルなどなかったわけですから、ペンショ

ンのようなものが散在しているけれど、いったいど

んなレベルなのか？

道路沿いに点在する小さな町には、

レストランやカフェはあるのか？

など、情報がかなり少ないのでま

すます楽しみになってきました。

早速マーチンに連絡をとり、実際

に行ってみると、宝石の街といわれるミクロフの美

しい城下町は、点在するワイン農家のかなり美味し

い赤と本場の自然発酵ビールの格別な味、わたした

ち日本人の口にも良く合う料理、お財布にやさしい

物価！で、ペンションと名のつく宿も古くて可愛い

お砂糖菓子のような建物の中は、現代的にリノベー

ションされてとても居心地のいいものでした。

見渡す限りのローリングヒルズの中をめくらめっぽ

うゆったりとドライブもしたので、夢がひとつ叶い

ました。チェコの郊外では、畑の中の道も高速道路

も同じようなこんな道。それでもプラハやテルチ、

チェスキークロムロフといった世界遺産に指定され

たほどの素晴らしい歴史的・美術

的建築や文化がある国なので、きっ

と奥深い愉しみがもっともっとあ

るのでしょうね。

旅のもうひとつの目的は、オーストリア・ザルツブ

ルグの南にある小さな小さな町、ヴェルヘンでオーベ

ルジュを営むカールさんを訪ねて、『オーバウワー』

に行くことでした。オーストリアで、ミシュランガ

イド、ゴーミヨー、アラカルトなどでアワードを獲

得している数少ないレストランホテルです。驚きの

お料理の数々に、到着した３時頃におやつでシャン

パンや前菜を食べたというのに、思わず７時から始

めた夕食を 12 時過ぎまで家族３人で食べ続け、飲

み続け、笑い続けてしまいました。

朝食もまた驚きの食卓で、朝からフルコースのよう

な量です。どれもこれもあまりに美しく、意外なメ

ニュー、意外なルックスのため、食べてみずにはい

られない、という演出力。

キッチンドッグ！のお料理も、犬たちにこんな風に

思ってもらいたいなぁ！と、つくづく思いました。

この秋からは、キッチンドッグ！のお

客さんの犬たちに、そう言ってもらえ

るような商品作りを目指そうと固く決

意した旅の夜でした。

旅をすると、本当にいろいろなことを

考え、吸収し、日常にかえったときの

仕事にアウトプットできますね。

モラビア王国、Rolling Hill、東欧！なんて素敵な響き。
言葉もまったく聞き取れず、文字も読めないチェコの冒険。

どれもこれも、あまりに美味しそ
うで意外なメニュー。
食べてみずにはいられな
いよね！



▲ヤギミルクを練り込んで手
づくりされたミルクの香りの
やさしいオリーブ石けん。
約 80g  ¥700

▲世界遺産の街、テルチのお菓子の家みたいなマグネットは、
陶器にひとつひとつ手描きして焼かれています。ワンコもい
い感じ。
約 5cm×７m 厚さ 5mm。陶器製　各¥500( 税別 )

▲オーガニックコットンの細いロープで編んだショッピングバッ
グ、ビーチに行く時の水着入れや、じゃがいもなどのストック用
にも素敵です。ウィークエンドのマルシェ散策にもいかが？

ナチュラルホワイト、イエローグリーン、ブラック
35cm×30cm( 物を入れると伸びます ) 　持ち手の長さ 28cm。
オーガニックコットン
各¥1,800( 税別 )

なにもかもが素朴でやさしいチェコの手づくり
製品。可愛いセンスが盛りだくさんです。
ちょっとずつ、お土産セール！！

商品のご購入はこちら　から

▲

   ワンコのラベルは、子供用
シャンプー。はちみつとカモ
ミールを使ったナチュラル系
です。200ml　¥2,000

   猫ちゃんのラベルは、BIO
( オーガニック）のエアーフ
レッシュナー。呼吸を楽にす
るオーガニックのエッセン
シャルオイルを使用していま
す。200ml  ¥1,800

▲
▲

   ウッド素材のレモンスクイーザー。思
わすなんにでもレモンを絞りたくなっ
ちゃいますね！  
15cm×4cm￥600（税別）

▲

    ナチュラル派の手づくりソープのシリーズで
す。ココナッツオイル、オリーブオイル、パーム
オイルに、自然素材の香りを足しています。
約 85g  ¥900
●コーヒー豆、カルダモン
●レモングラス、マリーゴールド
●ラベンダータンジェリンオレンジ、ゼラニウム、
グレープフルーツ
●はちみつ、シナモン、オーツ
●タンジェリンオレンジ
●バニラ、クローブ
●マスカット、ナツメグ、アーモンド

http://www.kitchendog.jp/shopbrand/010/O/


Caravan into the Magic Kingdom 

The animal trail which continues into this magic world,
Please let us pass safely, without a fear of hunger,

May god bless us.

皆様のお顔を見たくて、旅に出るキッチンドッグ！
キッチンドッグ！のスタッフがたくさんのごちそうやおやつを
ひっさげて、キャラバンに出かけていきます。
逢いに来てくださったお客様に、スタンプカードをお渡ししてい
ますが、３つのスタンプをためていただくと、キッチンドッグ王
国へのビザ付きパスポートを差し上げています。
パスポートを手に入れたワンちゃんがどんな冒険をするかって？
それはそれは楽しい経験をしていただきますよ！

すでに、パスポートをゲットしたワンちゃんもチラホラ。
そして、ワンちゃんの名前を使わせていただいた商品も登場しました。
10 月のハロウィンには名古屋のドッグテイルズにキャラバンに行き、
たくさんのワンちゃんたちと交流させていただきましたよ！
今年は最後に外苑前のドッグサインにて、クリスマス・キャラバンとお
正月商品のキャラバンがありますので、是非いらしてくださいね！

12 月 23 日（火・祝）12:00～19:00 クリスマス・キャラバン
12 月 28 日（日）12:00～19:00 　　お正月商品キャラバン
外苑前ドッグサインにて！

キッチンドッグ王国は、山あり、谷ありの広い広い世
界です。白いちご谷や、ヘビイチゴの赤い森、ソーダ
の湖に、アイスクリームをかぶった山・サンアンジェロ、
よだれ沼をボートで漕ぎ渡り、レモンシロップのかき
氷に閉ざされた氷山を越えた渓谷には夢の満腹村もあ
りの、夢と冒険あふれる未開の王国！
まずはストロベリーヒル空港から入国していただいた
ら、ミカミくんやばびんかと一緒に幻のレシピを探し
て国王と女王様に逢いに行く旅をご一緒していただき
ます。
さあ、新しい扉を開けに、一緒に出発しましょう！
まずは、スタンプを３つ集めてね？



原材料：米ぬか
原産国：日本
内容量：50g　
本体価格￥600＋税

原材料：鶏ガラ、牛蒡，切り干し大根、鰹節、花びら茸、しょうが、チアシ
ード、昆布、スギナ、枇杷の葉
原産国：日本　　内容量：300g入り 約15kcal
本体価格￥700＋税

『クラスカCrusca』とは、『糠』という意味です。
米ぬかを有用に発酵させ、食用に芳ばしくしあげていま
す。米ぬか特有のフェルラ酸・γ-オリザノールや、フィチン
酸・イノシトールなどの健康成分を有します。
腸内で善玉菌を増やし、腸内環境をよくするため、消化・

健康に貢献する様々な栄養素を持つ食材を、時間をかけてゆっ
くりと、やさしく、やさしく煮出したコンソメのスープです。
透き通ったその液体は、少しあたためてそのまま飲んでもよし、
また、いつものゴハンにかけてお茶漬けのように食べてもよし。
滋味豊かな水分を犬たちの身体に浸透させてあげましょう。月
に一度くらいは、スープ断食もいいですね！

ターキーの丸ごとグリルをはじめとして、ターキーのポテトグラタン、ターキーのコブ・サラダ　クランベリードレッシング、ターキーとキノコのリゾッ
ト、ローストターキー＆アップルジンジャーグレービー、マロン・パウンドケーキなど、感謝祭のごちそうがズラリとラインナップ。
犬たちは美味しいごはんと、秋の収穫に大感謝、そしてわたしたち飼い主は、そんなゴキゲンな犬が一緒にいてくれることに感謝する日になるでしょ
う！　　

秋冬のデリメニューが揃いました。
身体が冷えたりしないように、ほんの少しの手間をかけて、温めて
あげてくださいね。ほっこり、やさしい手づくりの味。
どのお料理も、犬たちがきちんと消化し、体内に栄養を吸収し、し
っかりエネルギーとして代謝し、不要物を身体から排泄できるよ
うに。
キッチンドッグ！のデリの基本は、そこにあります。
　

砂肝と旬野菜の出汁仕立て ビーフストロガノフとキノコごはん 茹でどりと五品目の野菜バリエ サーモンケーキのせエッグトマトごはん カンガルーのビビンパブ

吸収能力を高め、便臭を改善させるほか、
良質な繊維やビタミン、ミネラルを豊富に
含みます。手づくりのごはんにも、ドッグフ
ードにも、どちらにもふりかけて食べさせて
あげてください。

美味しい食材を見逃さないで！　秋の新商品いろいろ。

商品のご購入はこちら　から

sense of life with dog

Kitchen Dog!

発酵クラスカ

秋冬のデリカテッセン

サンクスギヴィングデーのごちそう

すばらし味の澄ましスープ

http://www.kitchendog.jp/shopbrand/001/O/



