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湿度の高いこの暑さに︑犬たちは参っていませんか？

夏を犬たちと楽しく過ごす方法を考えていますか？

この夏は一度きり！

ミカミもばびんかも７歳になる夏です︒はやっ！

デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ〜く犬と暮らそう。

2014

梅雨が明けるのに時間がかかりましたね！

ねにしてあげたいと、心から思います。

７月はまるで夏じゃなかったみたい。

犬たちはこの暑さ、寒さの変化をどのよう

大きな被害をもたらすようなゲリラ豪雨や

に感じているのかと、頭の中をのぞきたく

雹、竜巻など、地球規模の変化が天候にも

なりますが、彼らはただただ自分にふりか

影響していますけれど、それも自然の一部。

かってくるものを当たり前に受けとめて、

ものすごいスピードで彗星のように動き続

受け入れて、対応しているのでしょう。

ける太陽にまとわりつくようにグルグル回

言葉を話せぬ犬たちが、一生懸命飼い主の

り続けている星の上に奇跡的に重力によっ

次の行動を想定し、置いていかれないよう

てくっついている私たちなのですから、無

に自分をアピールし、願いが叶わないと知

事に地に足がついているだけでも驚きです

ると大げさにガッカリして落胆する様子を

ね。しかも、海に飛び込んだり、お風呂に

見ていると、彼らの願いを叶えてあげるこ

つかったりしているなんて！

とが私たち人間の使命だと思ってしまいま

そんな星の上に生まれて、ミカミくんは７

す（笑）。

歳になりました。

まあ、それで自分の楽しい予定をキャンセ

夏の終わりにはばびんかも７歳です。

ルしなければならないことが数多くあるん

一瞬、一瞬を大切に、ていねいに生きて、

ですけどね。それも彼らの絶望感に比べた

この星の上での一生を幸福な思いの積み重

ら、些細なことかもね！
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のごはんのヒント。

オージービーフの全然脂がのっていないところ。
ローストにしたら、半分は遊びながら食べさせてあげましょう！
おスワリ、マテ、ヨシなどの練習と、歌と踊りの練習を兼ねて。

豚肉しゃぶしゃぶ用、鶏の胸軟骨、にんじん、オクラ、
レタス、豆腐、トマト、トウモロコシ、マルチミネラル、

オージービーフ、オーガニッ

グリーンナッツオイル、ごま油。胸軟骨を茹でつつあ

クベジタブルフジッリ（パ

る鍋で豚肉、にんじん、オクラ、豆腐、トウモロコシ

スタです）、きゃべつ、にん

を順番にしゃぶしゃぶ。そうしているうちに胸軟骨に
小さく切った豚肉と鶏胸肉をささっとソテー
してクスクスを加え、ひたひたにも満たない
くらいの水を加えたら蓋をして沸騰したら火
を止める…そのまま５分。その間に野菜をフー
ドプロセッサーにかけます。今日はにんじん、
きゃべつ、レタスなど。グレープフルーツ果
汁とグリーンナッツオイルで和えればコール
スローの出来上がり。さきほどの肉とクスク
ス、コールスロー、ピヨカル（卵殼カルシウム）

も火が入り、トマトとレタスは生で。
肉はそのまま、豆腐はつぶし、レタスはみじん切り、
その他の材料はすべてフードプロセッサーで一緒に
ガーっと粉砕。

じん、パプリカ、大根、グレー

鶏胸肉、ブロッコリー、小松菜、煮干し、鶏と一緒に炊いたごはんと
プチトマト、オリーブオイル。このリゾットは味付けしていなくとも、
わたしが食べてみて十分美味しいなあ。。。トマトにはグルタミン酸や

プフルーツ果汁、グリーン
ナッツオイル、ピヨカル。

アスパラギン酸などのうまみ成分がたっぷりありますから。

鶏胸肉、胡瓜とキャベツのコールスロー（レ
モン果汁とグリーンナッツオイル）
、カボチャ
と人参のペースト、お粥、チアシード全部一
緒に同じフライパンひとつでできちゃいます。

を混ぜて、できあがり。

オーガニック玄米ビーフン。ボウルに入れて熱湯を注ぎ、３分であっ
という間に柔らかく戻ります。ハサミか包丁で短く食べやすいよう
にカットしてください。今日は鶏胸肉としめじ、舞茸を一緒に煮た
スープで戻しました。まるで、チキンラーメンみたいですね！
その他にはきゃべつと人参、水菜、チアシード、ピヨカル。チアシー
ドはオメガ３脂肪酸を補給します。

鶏胸肉、かきたまご、キャベツと
リンゴとトマトとにんじんのコー

新鮮な鹿肉を生で。鶏胸肉、きゅうりと水菜の
コールスロー（レモン果汁とごま油）、鶏と一
緒に茹でたカボチャ、ピヨカル。ミカミくんに
は水煮したイワシも一尾。ばびんかは魚嫌いな
のでイワシはなし。生で食べられる肉に大満足。

鶏を焼いたあとに水を注いで茹でているところ、オクラ、イン
ゲン、トウモロコシのひげを一緒に茹でています。全部、昨日
いただいた採りたての自家用野菜で嬉しいです。
それらのペーストにお粥と米ぬかのふりかけとごま油を少々。

ルスロー（レモン果汁とオリーブ
オイル）、すりごま、煮干し、亜鉛
のサプリ。

り、 い
や
ひん やっこ
ひ

キチドクは
いかがでつか？

この夏はこれで夏バテ対策を。。。
夏バテは甘く考えてはいけません。一日中、エアコンの中で過ごす犬たちには身体を冷やし
すぎないごはんを。

熱暑の中で激しい運動は控えるのは当たり前ですが、一旦身体の中身が熱をもってしまった

ら、やはり水に浸からせたり、冷たい水を飲んで身体の中からも冷やさなくてはなりません。
被毛は暑い外気が体内に侵入するのをふせぐ防護服のようなものですから、坊主苅りにする

。。。
ろ
い
つ
あ

のも NG だそうですよ。

適度な運動と、食欲がわいて栄養が補給できる食事、そして緩やかな水分補給に限りますね！
この夏も、キッチンドッグ！が提案する夏バテ対策の食べもので美味しくのりきりましょう！

シロクマ仕立てのアイスキューブ

夏バテ解消・薬膳トッピング

あずきヨーグルト＆マンゴーヨーグルト

オーガニック

ω３チアシード

オメガスリー

暑い夏にひんやりおやつはいかがです
か？

小豆ヨーグルトと、マンゴーヨー

グルトの小粒氷で、美味しいひんやり

チアシード（サルバチア）は、南米原産

を楽しませてあげましょう。1cm 角の

の種子植物。オメガ３脂肪酸を豊富に含

小さな氷ですので、小型犬もガリガリ

み、さらに、食物繊維、タンパク質、ビ

食べやすい大きさです。容器は、製氷

タミンやミネラル、抗酸化物質が驚くほ

皿として繰り返しお使いいただけます。

ど秘められたパワーフードです。

ミネラルウォーターの他、飼い主さん

水だけを飲むとすぐに尿やよだれで排泄

のアイデアで、いろいろな果汁を凍ら

されてしまう水分が、チアシードの食物

せてあげましょう！

繊維に含まれて徐々に体内に吸収される

内容量：200g

ことで、長時間の体内水分をキープでき

約 1cm 角 84 個粒

スタミナ満点でありながらも、夏の身体に最適な暑

賞味期限：冷凍庫で 60 日
成分：ヨーグルト、マンゴー、小豆
クール便でお届け致します。

さ対策の野菜をふんだんに使った、夏バテ防止レシ
ピです！

ふだんのお食事に少しトッピングするだ

けでも、食欲をさそい、ほてった身体を心地よくす

1.000 円 + 税
氷を食べ慣れない犬が急に冷たいものを食べさせると
吐き戻すことがありますので、少しずつ与えて
みてくださいね。

る薬膳メニューでこの夏をのりきりましょう！
解凍

後はお早めに
成分：馬肉、かぼちゃ、冬瓜、きゅうり、パイナップル、
はとむぎ、ごま油、オリーブオイル、にんにく
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商品のご購入はこちら

から

クール便でお届け致します。
600 円＋税

ボトルの水に入れて持ち歩けば最適です。
水に浸けると約 14 倍に膨らみます。ゼリー状の部分は
食物繊維です。お腹もすっきり！種皮が非常に柔らか
いので、水分を含めば消化しやすく、そのまま食べて

内容量 ：150g
賞味期限：未開封でお届けから冷凍で 2 ヶ月

ます。特に夏場のお出かけには、ペット

もオメガ３を摂取できます。
内容量 ：70g 入り /180g 入り
賞味期限：未開封でお届けから 12 ヶ月
成分： チアシード（南米産のシソ科植物チアの種子）
700 円＋税（70g）1,200 円＋税（120g）

Caravan into the Magic Kingdom

今年のキャラバンは、
２月
4月

皆様のお顔を見たくて、旅に出るキッチンドッグ！

５月

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！

7月

バレンタイン・イベント＠外苑前ドッグサイン

ワンワン・カーニバル＠代々木公園

こどもの日スペシャル @ 外苑前ドッグサイン
ゴールデン・ウィーク＠駒沢ジョージ
キャラバン @NEW LAND

一周年記念キャラバン @ 外苑前ドッグサイン

などに参りました。

このあとは、名古屋や大阪、またまたハロウィンなどにキャラバンを予
定しようと、旅の作戦会議をしている最中だよ！

最新情報は、Face Book やホームページでチェックしてくださいね。

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？

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

Kitchen Dog!
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かんたん、ヘルシーな『チアシード・レシピ』
Organic Omega 3 Chia seed

南米産・オーガニック

ω３チアシード

オメガスリー

チアシード
（サルバチア）は、南米原産の種子植物。
オメガ３脂肪酸

を豊富に含み、
さらに、食物繊維、
タンパク質、
ビタミンやミネラル、抗
酸化物質が驚くほど秘められたパワーフードです。

その他
ビタミン
ミネラル

■チアシードの栄養成分比
食物繊維

34%

タンパク質

21%

オメガ３

23%

■ゴマより小さな粒です

オメガ３脂肪酸の補給に！

これからの季節、熱中症対策に！

栄養たっぷり、腸内環境もスッキリ！
オメガ３脂肪酸
抗酸化作用

サーモンの８倍 以上

ブルーベリーの 30% 以上

食物繊維
葉

酸

植物性タンパク

大豆の 70% 以上

マグネシウム

鉄分

大豆の 6

倍 以上

鉄分

カルシウム

牛乳の 6

倍 以上

カリウム

オーツ麦の３倍 以上

ほうれん草の ５倍 以上

ブロッコリーの ５倍 以上
金時豆の 6
バナナの 2

倍 以上

倍 以上

オメガ３脂肪酸は、健康維持に欠かせない『必須脂肪酸』
で、老化を
促進させるオメガ６脂肪酸の吸収を抑制します。

●水に浸けると約14倍に膨らみます。
プルプルとゼリー状になったら、食事

やヨーグルトなどに混ぜて食べさせてあげてください。
ゼリー状の部分は食

原材料：玄米、水
原産国：タイ

●種子の中にオメガ３が入っているので、
そのまま加熱してもオメガ３は壊

内容量：40ｇ 153kcal

れず調理もできます。

●種皮が非常に柔らかいので、水分を含めば消化しやすく、
そのまま食べて

もオメガ３を摂取できます。

●水だけを飲むとすぐに尿やよだれで排泄されてしまう水分が、
チアシード

の食物繊維に含まれて徐々に体内に吸収されることで、長時間の体内水分

をキープできます。特に夏場のお出かけには、
ペットボトルの水に入れて持ち

オーガニック玄米ビーフン。ボウルに入れて熱湯を注ぎ、３
分待つのだよ。
あっという間に柔らかく戻ります。ハサミか包丁で短く食べ
やすいようにカットしてください。
今日は鶏胸肉としめじ、舞茸を一緒に煮たスープで戻しまし
た。まるで、チキンラーメンみたいですね！
その他にはきゃべつと人参、水菜、チアシード、ピヨカル。
チアシードはオメガ３脂肪酸を補給します。
【玄米ビーフン】

物繊維です。
お腹もすっきり！

歩けば最適です。

鶏胸肉、胡瓜とキャベツのコールスロー（レモン果汁とグリー
ンナッツオイル）
、カボチャと人参のペースト、お粥、チアシード
全部一緒に同じフライパンひとつでできちゃいます。

本体価格￥220＋税

■水に浸けたチアシードは
プルプルのゼリー状になります！
原材料：オメガ３チアシード
原産国：アルゼンチン

内容量：70g

516kcal/100g

本体価格￥700＋税

※一日の摂取目安：体重６kgまで約１g、

12kgで2g、20kgで4g、
30kgで6g程度。

商品のご購入はこちら

から

