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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！
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Spring

肩に力を入れて自分の身体を温めるエネル

ギーを生み出し、冷たい風の中を足早に歩き

ながら、目に飛び込んでくる無数の花粉や

pm2.5 に涙を流し、お風呂でやっとリラック

スしたかと思えば本も読めずに寝落ちしてし

まう、というのが私の冬のウィークデー生活

でした。

早朝のお散歩も寒いからといってゆっくりつ

きあってあげられず、夜の散歩は日没も早く

て真っ暗な寒風の中を一緒に走るだけ！

ごめんね犬たちよ！

週末だけが楽しみだったよね。

さあ、春がやってきたことを一番歓迎するの

は私ですよー！

犬もわたしも、冬の間に身体に溜め込んだ脂

肪といろんなものをデトックスしよう。犬た

ちは、春の草を食べるかもしれません。汚染

されていないきれいな場所の草なら、食べる

のを止めることはしないようにしています。

たとえ少しお腹がゆるくなったとしても！

そんな時にはスープだけの夕食にするなどし

て、きちんと全部排泄してから少しずつ消化

の良いものを食べさせるのです。

わたしは自分でも、お腹を壊したら腸内細菌

の構成をやり直すよいチャンスだと捉え喜ん

で受け入れることにしています。この機会に

できるだけ良い水を飲んで腸を空っぽにし、

そして、生き返った新しい身体に、生まれた

ての春の食材でシンプルに調理したごはんを

食べさせてあげたいと思うのです！

犬たちには『すばらし味の澄ましスープ』な

どどうでしょう？

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

の葉などを、美しい透明

なコンソメ仕立てにした

スープです。

それらの材料にはどれも

様々な薬効があるという

ものばかりを集めて鶏ガ

ラスープで丁寧に煮出し、

漉したので、わたしが自

分でも毎日のように飲み

たいスープです。

デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ～く犬と暮らそう。 なかなか暖かくならないなーと思っていたら、
ある日、桜がいっせいに開花しはじめ、あっという間に満開に！
身体も心もチカラが抜けて、気持ちよく緩んできますね。
春の柔らかい野菜を使って、美味しいサラダでもつくりましょうか。

キッチンドッグ！ キングダムのKitchen Dog! 春
2015



sense of life with dog
のごはんのヒント。春

麦や小豆、黒米などのお粥と、バナナの
組み合わせ。不思議な取り合わせですが、
バナナには炭水化物を消化しやすくする
酵素が豊富なのです。完熟のものを。

鶏胸肉、ラム、水菜とりんごとパ
セリのコールスロー、にんじんと
カボチャとレンコンのお粥。グリー
ンナッツオイルとカルシウム＋マ
グネシウム＋亜鉛のサプリ。
ミカミくんにはイワシのグリルの
ペーストも。

とてもシンプルなごはん。黒いのはすりゴマです。
カルシウム、マグネシウムのサプリを投入。
私の仕事の関係でなかなか長いお散歩ができず、運動不足の日が
数日続いたときには、シンプルなごはんで過栄養を防いでいます。

たまに、基本にもどるこ
とはとても大切です。
今日は一頭分ずつきちん
と計量して作ってみまし
たが、いつもの目分量と
あまり変わらないことに
安心。

ね。鶏胸肉に、煮干しと干し桜
えび、青のりを少々。野菜のカ
ラフルさとは裏腹に、出来上が
りはちょっと地味ですね！桜え
びは今が旬ですね。カルシウム、
マグネシウム、鉄、リンなどが
豊富というだけではなく、タン
パク質、グリシンやタウリンな
どのアミノ酸、ＥＰＡ( エイコサ
ペンタエン酸 )ＤＨＡ( ドコサヘ
キサエン酸 )、アスタキサンチ
ンという抗酸化物質なども多く
含みます。

生野菜は人参、水菜、パ
セリ、りんご、紫キャベツ、
きゅうり。冷蔵庫にある
ものちょっとずつ亜麻仁
油とレモン果汁で和えて

鶏胸肉をちょいと焼いて、
水を注ぎ、スギナ、えの
き茸、紫芋、昆布などを
入れて。さらに、夕べの
私たちのタラチリ鍋の残
りをペーストにして加え
ています。白菜、春菊、
鱈などをね。
水菜は生で、桜えびは素
干し。小さいワンコには
細かくしてあげてくださ
いね。亜麻仁油をかけて
います。

八ヶ岳の中村農場のとても美
味しい卵を、犬たちにもお裾
分け。シラスものせて、美味

りんごと水菜のコールスローに、鶏胸軟骨のさっと煮をプラス。干し桜えび、
カルシウムとマグネシウムと亜鉛のサプリ。時間をおいて、鰹節トッピング
の鶏粥です。胸軟骨は全部砕かずに、２～３個はそのままで。歯磨き効果が
ちょっとはあるよ。

鶏胸肉、牛肉、温野菜数種のペースト、
生野菜数種とりんごのコールスロー、
桜えび素干し、亜麻仁油など。
温野菜には、今年初のゴーヤーも入っ
てるよ。

春の野菜が出てきま
したね！エンドウ豆
はや柔らかい人参！
気分も明るくなりま
すね。

しそうになりました。私も食べてみたいな。
卵白はきちんと加熱してくださいね、生の卵白は
消化も悪いし、ビオチンの吸収を阻害します。逆
に、卵黄は加熱しすぎない方が栄養満点。お皿に
ついた卵黄を、いつまでも舐めていたミカミくん。

Kitchen Dog!



身体も心もオープンになる春の味。新商品いろいろ。
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原材料：鮭 野菜（かぼちゃ、小松菜、水菜、パセリ、レモン果汁） 鶏胸肉 
白米 蕎麦 オリーブオイル 食用卵殻粉
原産国：日本
内容量：150g入り　　170kcal

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

鮭は、赤い色の成分であるアスタキサンチンにより、抗酸化作用が
高い上に、肉からはなかなかとれない良質の不飽和脂肪酸が含ま
れているため犬の体にとても良い食品です。
春の桜色でもあるし、美味しくてキレイですね！
アミノ酸バランスを考慮して鶏肉を加え、各種抗酸化に役立つ野
菜と少量のごはん、蕎麦を配合しました。
できたてのおかずとごはんをそのままの鮮度で冷凍した『一緒に
ごはんシリーズ』を、毎日の食事の中にお役立てください。

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！

2015年春夏のビスケットが揃いました。ユニークで愉しいコンテンツと美味しさを兼ね備えた爽やかなラインナップを、是非お試しくださいね。
毎年、春＆夏バージョン、秋＆冬バージョンでメニューを更新していくお楽しみビスケットです。手焼き特有のぷっくり感がなんとも美味しそう。
犬たちはもちろんのこと、飼い主さまも安心して楽しめるように。キッチンドッグ！の願いは、いつもここにあります。

春夏のデリメニューが揃いました。
バランスの良さを第一に考えて、毎日でもローテーションして食べ
られる組み合わせにしています。
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、いつもそこにあります。
　

シンプルな毎日の犬ごはん ミモザサラダのせシーフードドリア ビーフステーキ＆コールスロー 鶏とくずきりのスープ野菜もたっぷり カンガルーまぜごはん

商品のご購入はこちら　から

季節のごはん
『焼き鮭のそばめし』

春夏のデリカテッセン

ビスケットも新作

すばらし味の澄ましスープ

http://www.kitchendog.jp/
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商品のご購入はこちら　から

商品のご購入はこちら　から

商品のご購入はこちら　から

まだまだある、新商品＆モデルチェンジ！
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森修焼きドッグボウルのシリーズに、新しい絵柄でピッコロサイズが新登場！
SとMの中間サイズで、小さなワンちゃんも、少し大きなワンちゃんも、とても使いやすい大き
さです。ミカミくんとばびんかが、グリルドターキーの前で期待いっぱいの顔をしているハッ
ピーな絵柄です。
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おすすめです。

ほんのりピンクのイチゴ入りは、今だけの季節限定バージョンです。ヨーグ
ルトチーズクリームの中は、フルーツをちりばめたスポンジケーキ。小山の裾
野には犬たちが大好きなかぼちゃのペーストで、ほんのり甘みを感じます。

●発送の3営業日前までにご注文ください。
内容量 ： 510g 
　　　　直径15cm、高さ5.5cm, 約765kcal

かつては、キッチンドッグ！のデリカテッセンでも頻繁に使用していた食材、なまず。当時は霞ヶ浦のなまずを仕入れていましたので震災以降は
ストップしていましたが、この度は原産地がベトナムの安全ななまずに変更し、使いやすいレトルトにしました。
タンパク質やオメガ３脂肪酸に富み、ミネラルも抜群のバランス。カルシウムの吸収を良くするビタミンＤや細胞膜を守るビタミンＥ、
糖質をすみやかにエネルギーに変えるビタミンＢ１もとても豊富。様々な効能がうたわれる、とても良いタンパク源です。
トッピングにも、手づくりごはんの材料としても、お役立てくださいね。

直径140×高さ45mm
チワワやヨーキーなど、小さな
犬たちのゴハンやお水入れか
ら少し大きなワンちゃんのち
ょっとしたおやつやお水入れ
に最適。

森修焼のドッグボウルに、
ピッコロサイズが仲間入り。

あの『サン・アンジェロ』が、
いちごバージョンになって再登場！

人気のパープルマーブルブレッドが食べやすいサイズの２個セッ
トで新登場。塩、砂糖、バター、ショートニングなどを使わないで
作ったナチュラルな犬に安心のパンです。岩手県遠野の契約農場
の素晴らしい環境で育てた、有機無農薬栽培の紫芋をペーストに
して練り込んであるため、天然の甘みを感じます。オーブントース
ターで約30秒温めると、ふわっと焼きたての状態になりますよ。
 
内容量 ： 直径8センチ、
高さ4.5センチ×2個セット 
約160g 406kcal

パープル・マーブル・ブレッドも、
小さくなって食べやすくなりました。

レトルトシリーズのニューフェイスは、『なまず』。

http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000394/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000400/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/003000000002/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000403/
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伊勢丹オンラインだけで購入できる『オンリー・アイ』
の商品を、期間限定で販売。
オリジナルお花のビスケットを乗せた、かぼちゃクリ
ームのケーキ『サマーデイジー』は、2015年のお中
元の期間限定。4個セットでボックスに入っていま
す。一つひとつのケーキは卵型の容器がとてもチャ
ーミングで、４つの卵が巣ごもりしているようなボッ
クスは、蓋を開けた瞬間にみなさんの顔が輝くよう
な美しさです。（写真上）

ハートのビスケットとケーキは、バレンタインデーの
時の限定商品です。（写真下）
フェミニンはデザインのケーキとビスケットは、とて
もご好評をいただき、販売終了いたしました。
また来年も、頑張りますよ！

雑誌『RETRIEVER』の特集では、レトにしてあげてたいごはんのトッピングのアイデアについてのご提案。
毎日、ちょっとしたたべものをドライフードにトッピングしてあげるだけでも、フレッシュな酵素やビタミン、水分やタン
パク質などを摂取させてあげられるので、ドライフードだけよりもうんとヘルシーな食生活になるという撮影です。
そして、たまには時間と手間をかけて、ケーキなども作って大喜びする顔を見たいよね！　それでもお腹を壊したり、身
体に悪いものではないようにと考えたバナナパンケーキのタワーを前に、ごっくんしながらマテをするばびんかです。
そう、ミカミくんは、こういう撮影には向いていないんです、なにもかも、あっという間に食べ尽してしまいますので。。。

朝のTBS番組、『いっぷく』（３月６日放送）では、最近の犬に関するサービス業の特集で、犬のてづくりご
はんをNEWSの増田貴久くんとばびんかが一緒に試食、テレビ東京の夕方の番組『解決スイッチ』（4月
１５日、２２日放送）では、IMARUさんの愛犬、
コーギーのスーちゃんとバルーちゃんのお悩み解決
ごはんを一緒に作る様子を放映します。その時間に
テレビが観れる環境の方なら、是非観てくださいね！

伊勢丹オンラインで販売開始したビスケットの他、
『オンリー・アイ』で、バレンタインやお中元のコラボ商品を発売。

雑誌やテレビの取材の度に試食係を務めるのは、
ばびんかの大仕事！
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再開して３年目になるキッチンドッグ！のクッキング・クラスです。
今年も、4月から新年度がスタートします。ベーシックのコースでは、一年を通してご出席いただき、自分の犬のごは
んを自信を持って作れるようになっていただくための、基本の栄養学からそれに基づいた調理までを一通り。シング
ルショットのクラスでは、一回で完結する様々なテーマのごはんやおやつを、気軽に楽しくみんなで作れる設定にし
ています。ベーシックのクラスは、すでに満席になってしまいましたが、シングルショットのクラスはまだまだご参加可
能ですので、是非お気軽にいらしてくださいね。
お料理がまったく苦手！という方でも、３～４人の共同作業ですから、楽しんでリラックスしてお作りいただけますよ！

今年も、4月から始まります、
キッチンドッグ！のクッキング・クラス。

犬の栄養のことを全般に学んでいただくため、一年を通してご出席いただいて完結する１コースです。

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

15日（水）

13日（水）

17日（水）

15日（水）

18日（水）

16日（水）

14日（水）

18日（水）

16日（水）

13日（水）

10日（水）

16日（水）

犬のごはんの基本的な考え方 バランスのとれたドッグフードをフレッシュで作ってみる

脂肪酸の話

腎臓疾患に伴う諸症状に関する話
タンパク質とリンの計算
クリスマスケーキ
お正月のごちそう
自分の犬のベストバランスを見つける
毎日のごはん1
自分の犬のベストバランスを見つける
毎日のごはん2    糖質の話  

一年のまとめ

元気な犬の基本的なメニュー

タンパク質の話、栄養計算

ミネラルの話

ビタミンの話
食材の旬

酵素の話、腸内細菌の話

元気な犬の毎日のメニュー 2 種

様々なタンパク質を利用するメニュー

ミネラルたっぷりの、ふりかけとごはん

夏野菜を効率的に利用するメニュー

酵素を活かすメニュー

高齢犬のアンチエイジング・メニュー

腎臓・肝臓疾患対策メニュー

クリスマスケーキ、おせち

鶏肉のメニュー、サーモンのメニュー、

鶏肉＋卵、馬肉＋レバーのメニュー、焙じ玄米粥

スパニッシュオムレツ、サーモンとチーズのマフィン

※材料の都合上、変更することがございます。

2015年度のご案内

BASIC

Single
 Shot

お好きなコースにチェックインして、みなさんで楽しく調理する、一回で完結する楽しいコースです。

４月

５月

６月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

11月

12月

1月

2月

3月

15日（水）

13日（水）

13日（土）

17日（水）

15日（水）

18日（水）

16日（水）

14日（水）

7日（土）

18日（水）

16日（水）

13日（水）

10日（水）

16日（水）

季節のメニュー『春』 サワラのトマト煮、デトックススープ、焙じ玄米粥

腎臓、肝臓疾患対策ごはん

クリスマスケーキ
お正月のごちそう

バレンタインを犬と一緒に楽しもう！

関節病対策ごはん

初めての手づくり犬ごはん

飼い主さんと共有できるメニュー

この日は、午前、午後の２クラスです。
どちらか１つでも、両方でもご参加 OK ！

この日は、午前、午後の２クラスです。
どちらか１つでも、両方でもご参加 OK ！

午前中：PIZZA for Dog　午後：手づくりビスケット

季節のメニュー『夏』

季節のメニュー『秋』

季節のメニュー『冬』

肉と野菜で作る美しいケーキ

オリジナルのバースデーケーキを作りましょう

午前中：

元気な犬の毎日のメニュー２種

牛赤身のステーキとコールスロー、カテージチーズと
ブルーベリージャム、手づくりバターとパンケーキ
ラムステーキ、レモンパセリライス
鶏と野菜のジュレ

栄養バランスの整った食事ケーキ

自分の犬だけの、世界に一つのバースデーケーキ

鶏とキノコのスープ煮、カンガルーと薩摩芋の米粉マフィン

腎臓・肝臓疾患対策メニュー

クリスマスケーキ、簡単おせちプレート

牛挽肉と冬野菜のグラタン、パエリア

バレンタイン用のおやつパン

関節痛になったら？　関節痛を防ぐには？

※材料の都合上、変更することがございます。

手づくりの犬ごはん講義
午後：
調理実習手づくりごはんの基本



Caravan into the Magic Kingdom

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！

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？

イベント盛りだくさんの季節が到来しました！
毎年恒例のわんわんカーニバル、エレガントなワンちゃん大集結のエレ
dogショー、もう３回目になりますが場所が移動の&PETS Marche。
さすらいの『キャラバン』は、元気いっぱいに美味しいゴハンをたくさ
ん抱えて登場しますよ！
そして、キャラバンとまではいきませんが、この春からは、毎月の終わ
りにキッチンドッグ！のスタッフが丁寧に商品のご説明をさせていただ
きながらフレッシュな作り立てデリやおやつを販売する会『マンスリー・
バザール』を開催することになりました。（4月はキャラバンがあるため開催しません）
日程などは、ホームページにて随時チェックしてくださいね！
今年も是非、キッチンドッグ！のキャラバン＆マンスリーバザールにワ
ンちゃんとご一緒にお越し下さい。

わんわんカーニバル@代々木公園
 4月11日（土）12日（日）10:00～17:00 
25ans 35 周年記念イベント エレ dogショー@六本木ヒルズ・アリーナ
 4月18日（日）11:00～19:00 
＆PETS Marche vol.3@コミュニティーステーション東小金井　JR中央線高架下　　
 5月10日（日）11:00～17:00 

Kitchen Dog!

スケジュールはホームページにて随時アップいたします。




