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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。

2015

Autumn & Winter

小春日和が続いていましたが、いよいよ冬の寒さを感じるようになりました。
ジャケットが必要な季節ですね。犬たちのお散歩には絶好の気候です。

冬に向けて、運動不足にならないように私たち人間が気をつけましょう！
そして、少し脂質を増やしたり、エネルギーを多くしたりする工夫も。
暑さ、寒さは犬たちにとっても私た

先日、犬ごはんの基本についてのクッキ

ちにとってもストレスになるもので

ング・クラスを行いました。

す。

午前中は、しっかりと座学で犬の身体や

これからの季節は、家の中の温度に

栄養についてのレクチャーを聞いていた

気をつけましょうね。

だき、午後は３種類のごはんをみなさん

なぜなら、人間にとって快適な床暖

で実際に調理実習しましたよ。

房は、ある種の犬たちには暑すぎた

大勢でワイワイ、ごはんを作る楽しみは、

り、乾燥したりする可能性もありま

なにものにも代え難いものです。

すものね。

犬の消化システムのしくみや、腸内で起

エアコンやストーブも同じです。

こること、必要な栄養素、不必要なもの、

夏とは逆で、どう感じているかを常

そして何に気をつけ、何を想ってごはん

に様子を見ながらチェックしてあげ

をつくるのか？ というとてもシンプル

てくださいね。

だけれど深い真実が、できるだけご参加

我が家の犬たちは、秋になっても冬

くださったみなさまの腑に落ちていてく

になっても平気で海に飛び込んで泳

れたていたらいいなあ！ と思いつつ、

ぎますが、そのあとで家に帰ったと

帰路につきました。

きに、温水シャワーでしっかり洗い、
しっかり乾かしてあげています。意

目に見えるものと見えないもの、あるも

外とデリケートですからね…。

のとないもの、バイブレーションを乱す

さあ、柚子胡椒づくりも終わり、我

もの。キッチンドッグ！の世界を、みな

が家の冬支度までの次の制作物は、

さまに共有していただけることがわたし

キムチの仕込みです！

たちの心からの願いです。

ついでに犬の砂肝ジャーキーも作っ
てあげようかな。
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秋冬

のごはんのヒント。

高知の友人から送っていただいた新鮮な鹿肉のすね肉、骨付き

イベント続きでしたが、わたしは９月の

で。とても美しい骨付き肉です。BBQ のグリルの横で、2〜30

初めから夏休みをいただき、旅行に出か

分かけて骨までゆっくりと齧り、髄も食べ尽した至福の時間。

けておりましたので犬たちのゴハンは
ずっとオヤジメシでした！毎日どんなも
のを食べていたのかなー？
今日から再開！
帰国第一弾は海のおうちでの朝ゴハン。
鶏胸肉、キャベツときゅうりのコールス
ロー、豆腐、牛蒡と人参と舞茸のペースト、
魔法のオイル、ココナッツオイル。
カボチャとレンコンなどを潰したも
の、鶏胸肉と砂肝、牛肉のハンバーグ
（もちろん犬用なのでセロリだけ）、桜
えび素干し、水菜、カテージチーズ、
菊花、ココナッツオイル、カルシウム。

鶏胸肉、鹿肉半生、紫芋とにんじんのペースト、
キャベツのコールスロー、大根葉、トマト、オリー

鶏胸肉、牛肉赤身、紫キャベツと

ブオイル、亜麻仁油とピュアオイル。

グリーンボールと小松菜のコール
スロー、鶏肉と人参とさやいんげ
んとはと麦のペースト、バナナ、
MCT オイル、ピュアオイル。カル
シウムのサプリと。

鶏胸肉、カボチャ粥、サーモンと大

鶏胸肉、鹿肉、にんじん、紅芯大根おろし、水菜、

根葉のソテー、キャベツと蕪の葉と

蕪の葉、りんご、オルニチン、オリーブオイルと

鰹節のコールスロー、オリーブオイ

レモン果汁。

ルと亜麻仁油。

フープロの中身はセロリとにんじんとりんごときゃべつ、
フライパンの中身は鶏胸肉とはと麦、にんじん、クコの実、
枇杷の葉、セロリ少々。最後に溶き卵で仕上げています。
キチドク弁当をケーターリング !
美味しく食べてくれますように。
見えない底面はおニクちゃんがたっぷりぎっちり。

亜鉛と魚油＆ビタミン B 群のサプリ。
カルシウムのサプリが切れているので、おやつは煮干し！

スパニッシュバスクからフレンチバスク、そしてリオハ・ワインカントリーへ。
旅からインスパイアーされるものは人生の宝となります。そして私はハーブに出会った！
今年の夏は、２つのまったく違う世界に旅をしてき

どを肴におしゃべりをした、立ち

ました。

飲み屋スタイルのバルのおつまみ

前半は、バスク地方、スペインの北側の海岸に沿っ

『ピンチョス』がとてもレベルの高

くりお散歩しながら帰るのでした。

もう一度行って、畑など生産者を訪ねてみたいと思

て最近話題沸騰の美食の街、ビルバオとサンセバス

い味になり、旧市街をズラリと埋

昼間は、あちこちドライブに行く

いました。

ティアンを中心に、リオハのワインを訪ねる旅です。

め尽くす数えきれないほどのバル

ところも事欠かず、それぞれの港

エストニアは更に自然がいっぱいの妖精の国のよう

数年前に世界中の美食家を驚かせた、分子ガストロ

は競争で腕を磨き、それぞれの特

町や内陸部のワイン農家を訪ねて

なところでした。観光地からかなり離れた島のオー

ノミーを追求したスペイン・コスタブラバののレス

徴を生かしながらお客さんを獲得し

かなり広い範囲を訪れました。

ベルジュに滞在したので、周りの森には鹿などの野

トラン『エル・ブリ』のシェフ、フェラン・アドリ

つづけている様子は圧巻です。

フランスとの国境も超えて、ピレネー山脈の麓の可

生動物がたくさん生息しています。

アをご存知な方も多いことでしょう。

そして、日没も遅いので、明るいうちから何軒もの

愛い町やサーファーズパラダイス・ビアリッツなど

そこで出会ったお料理に使われていたハーブがあま

あの頃から一気にスペインでの食に対する盛り上が

バルを一杯のチャコリと２〜３品のピンチョスで

にも！

りにも素晴らしかったので、近い将来、ハーブに関

りが広まり、ビルバオやサンセバスティアンを中心

ホッピングしながら食べ歩くのが何とも楽しいので

後半は、ヘルシンキとエストニア、北欧の探検です。

することを発信できたらと考えています。

とするバスク地方でも、有名なシェフが若手にどん

す。

ヘルシンキの市場に並ぶ野菜や果物、肉や魚のクオ

どん料理の技術を教え、食文化を発信していった結

ウニや蟹などのシーフードが美味しいお店、グラン

リティの高さにかなり驚きました。さすが北欧の街。

今年もあと残りわずか ...

果、世界中から美食家が集まる有名な都市にとなっ

レゼルバのパンチェッタが自慢のお店、熟成肉のス

雄大な自然に抱かれた港町は、汚染が少なそうに感

キッチンドッグ！のお客さまの犬たちにも、ハーブ

たのです。

テーキばかりのお店など、隣りのお店も、その隣り

じるし、驚いたのは熊やトナカイやムースの肉の水

の恩恵を是非シェアしたいと思っています。

昔から地元の人たちが昼にも夕方にも夜にも地元の

のお店も、小さな旧市街の一角がすべてバル！

煮缶詰めが普通にたくさん売られていること。

旅で出会う食材や風景、人々や言葉にインスパイアー

ワイン、チャコリを一杯飲みながら片手でつまめる

たくさん食べて飲んでお腹がいっぱいになったら、

もちろんヒト用です。

され、ますますパワーアップできる！と、ワクワク

串刺しのオリーブの漬け物やアンチョビの塩漬けな

美しいビーチに沿って 30 分くらいの道のりをゆっ

そして、ベリーなどの果物がとても美しかったです。

がとまりません。
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Caravan into the Magic Kingdom

パスポートをゲットしたワンちゃんがぐっと増えました！

来年は、王国の仲間達で楽しい探検を始めたいと思っていますよ。

今年もわんわんカーニバルや &Pets、渋谷ヒカリエや新宿伊勢丹など、
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。

様々なイベントで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！今年最後も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！

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！

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、

12 月 23 日（水・祝）12:00〜19:00 クリスマス・キャラバン

氷に閉ざされた氷山を越えた渓谷には夢の満腹村もあ

外苑前ドッグサインにて！

よだれ沼をボートで漕ぎ渡り、レモンシロップのかき
りの、夢と冒険あふれる未開の王国！

12 月 27 日（日）12:00〜19:00

お正月商品キャラバン

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.
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美味しい食材を見逃さないで！ 秋の一押し商品いろいろ。

MCT オイル
MCTオイルは、
ココナッツオイルや母乳などに含まれる天然成分で、
ココナッツオイルに含まれるMCTが60%であるのに比べ、100％の中
鎖脂肪酸です。
体脂肪の減少や運動時の持久力アップ、
ケトン生産による脳の栄養不足
改善など、
多機能を活かしてさまざまな健康に貢献します。
酸化しにくく、
べとつかないさらっとした油は、香りも味もなく使いやすい
です。
ワンちゃんの食事にも是非混ぜてあげてください。

食べるサプリ

！

『ビストロ・シェ・ミカミ
海の朝鮮人参！ナマコと鶏胸軟骨の煮込み』
海の朝鮮人参といわれるほど滋養豊かなタンパク源であるなまこと、
コラーゲンたっぷりの
鶏胸軟骨をじっくり煮込んだ、
まるでサプリのようなレトルトです。
低カロリーで栄養価が高く、
コンドロイチンやコラーゲン、
ミネラルやビタミンなど、80種類
以上の天然栄養成分の宝庫です。
関節の健康が気になる犬や、老犬には特におすすめです。
胸軟骨は、
肉もたっぷりついたものですからタンパク質も豊富ですよ。
原材料：なまこ、
鶏胸軟骨

原材料：中鎖脂肪酸油100％
（ココナッツヤシ抽出100％）

粗タンパク質 7.6％以上

ココナッツ由来100％の天然植物成分、
中鎖脂肪酸油（C8、C10のみ）。

原産国：日本

原料にこだわったフルオーダーメイドの商品です。

150g レトルトパック （100gあたり52.7kcal）

粗脂肪 2.3％以上

内容量：300g入り 約15kcal

粗繊維 0%

水分 89%以下

本体価格￥900＋税

内容量：450g ガラス瓶入り
本体価格￥2,300＋税

秋冬のデリカテッセン
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。
鹿肉のかぼちゃミルク煮

サンクスギヴィングデーのごちそう

シンプルな毎日の犬ごはん３

鱈・鶏・豆腐のメニュー

馬肉と根菜煮にコールスローを足して

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・デニッシュなど、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！

ハーブ・コールドチキン

商品のご購入はこちら

から

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 2015 forever ! Hello 2016 welcome !

2016
シンガポールチキンライス
煮込みハンバーグ

馬肉のチンジャオロースー
鶏挽肉入りの厚焼き卵

カボチャと鶏挽肉のエクレア
いちごエクレア

12.5cm×20cm× 高さ 4cm のお重入り風呂敷包み
572kcal

3,800 円（税別）

Merry Gourmand !
メリー グルマン

この世の食いしん坊さんたちのために、とびきり
美味しくて満足なお肉と野菜たっぷりのケーキを
ご用意しました。暖かいぬくもりの中で、聖しこ
の夜を過ごしていただけますように。
直径 12cm、高さ 5cm, 603kcal ¥2,400（税別）

Coco Angel
ココ エンジェル

豚肉のロースト

雪が降り積もった草原に、愛と希望を胸に抱いた
エンジェルたちが降り立った聖夜をイメージして
作りました。平和で愛に満ちたクリスマスを、世
界中の犬たちに。
直径 12cm、高さ 5cm, 482kcal ¥2,400（税別）

Holy night twin set
星降る夜の 2 個セット

¥4,300（税別）

自家製マヨソース

鹿肉の柔らか煮込み

鶏と根野菜の治部煮
袱紗寿司

抹茶色のクリームチーズかすていら

ふわふわ卵のオムライス

14cm×14cm× 高さ 4cm のお重入り風呂敷包み
548kcal

2,800 円（税別）

チーズトッピング

サーモンのマリネとコールスロー
パンプキン・アップルパイ

14cm×14cm× 高さ 4cm のお重入り風呂敷包み
471kcal

2,800 円（税別）

ごちそうの代わりにメリーグルマンを！ そして、なんとも可憐なココエンジェルはおやつにね！
セットでお求めいただくと、おトクな価格です。どちらも冷凍できるから、ちょっとずつ楽しめるよ！

商品のご購入はこちら

から

組み合わせてお得に！ ◆二段重

¥5,200（税別）
和＋洋の 2 段セット

◆三段重

¥8,500（税別）
和＋洋＋プレシャスの 3 段セット

ビーフシチュー
グリルドターキー・フルーツソース
ガーデニア・ライス
グリーンサラダ
シュークリーム
直径 8cm、高さ 4cm のカップ ×5 段
358kcal ¥2,400（税別）

さんま節出汁スープ
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）

クリスマス商品は 12 月 22 日（火）、23 日（水・祝）のいずれかに、お正月商品は 12 月 29 日（火）、30 日（水）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 11 日（金）、お正月商品 12 月 18 日（金）です。

