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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。
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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。
らの状態＝腸内環境により、どれだけのタンパク質だの、
ミネラルだの、ビタミンだのが供給されようが、うまく
吸収して代謝に利用できるかどうかは変わってしまいま
す。
そういう意味では、食べる量などあまり関係ないともい
えますね。
お腹を壊したとか、抗生物質を服用したとかいうときに
は、腸内環境が悪化します。良い食べ物を、良いバラン
スで適量食べていないと、やはり腸内環境は悪化します。
そんな腸内環境を良くするには、まず一日くらい絶食し
て、休めてあげることでしょう。
いろいろなものが入ってこない消化器官はゆっくり休め
て、修復の為に各種の栄養を使うことができます。
水分不足にならないように、新鮮で安全な水だけはいつ
でも飲めるように用意してあげましょう。
充分に空腹になることも、必要です。
良い空気を呼吸し、土や草、砂の上に寝転がったり伏せ

梅雨が明けたら、あっという間に夏は走り過ぎる。

暑い、暑いなんて言っていないで、思い切り楽しもう。
風も、波も、太陽も、月も、花も。

タンパク質が何グラム、ビタミンが何 IU、ミネラルが
…と、わたしたちはついつい裏のラベルを気にして、数
値が適正か、足りているか足りていないか？などと考え
てしまいがちですね。

この夏しか、今日しか、今しか出会えないすべてのものを慈しもう。

でも、どれだけ完璧な食事を食べさせたからといっても、

そうはいっても、梅雨明けでいきなり猛暑日の地域が多

夕暮れ時の海は、人もいなくなってドラマチック。

と消化し、吸収し、代謝できる状態でなければ何の意味

く、犬を連れて日中出歩ける状態ではないですよね。

水の中で泳いだり、柔らかい砂の上を思い切り走っても、

もありませんね。

わたしが住んでいる東京はスファルトで埋め尽くされて

関節にやさしくて大型犬には好都合です。

ミネラルの吸収率が悪いだの、タンパク質のクオリティ

いる都市部は本当に暑いです。

運動不足にならないように、犬達もわたしたち人間も気

が悪いだの、食べ物のせいにする前に、ちょっと考えて

緑の多い住宅地は少しだけマシかな？

をつけなくてはね！

みましょう。

週末に行く海は、暑くても風が気持ちよく吹いているの

そして、お腹をすかせ、運動で身体中の機能を思い切り

栄養を吸収するのは、受け入れ側の腸です。

で、日陰にいれば極楽です。

使いきって、はじめて健康的な食事の出番となります。

腸内には、たくさんの細菌が棲みついていますが、それ

食べた犬やわたしたち受け入れ側が、その栄養をきちん

をしたりして、静電気をアースし、きれいな雑草を食ん
でデトックスすることもとても健康に役立つことと思い
ます。
犬達を、日常とちょっとだけ違う環境に連れ出して、脳
に刺激を与えてあげるのもいいですね。
喜びや、気持ちよさや、驚きを経験させてあげましょう。
もちろん、飼い主のわたしたちも一緒に体験できたなら、
とても素敵なコミュニケーションの時間になって犬たち
と自分との関係がますます濃密になっていくことでしょ
う。
そんなことが経験できる夏にしてみませんか？
楽しみながら、犬達と自分たち家族の心と身体を、より
健康的にする夏の始まりです。
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夏

のごはんのヒント。
ビストロ・シェ・ミカミの『アオサ海苔たっ
ぷりのお粥』です。
原 材 料 は、小 豆、玄 米、押 し 麦、黒 米、ア
マランサス、アオサ。
レトルト加工しているので、完全にα化済
み、消化吸収がよいです。あとはシンプルに、
鶏胸肉とブロッコリーとキャベツとレモン
果汁のコールスローを組み合わせています。
ピヨカルとグリーンナッツオイルもね。
鶏胸肉、パプリカ、馬肉、人参とキャベツ
とリンゴのコールスロー、なまずの煮込み

鶏胸肉、はと麦と白米のトマトリゾッ
ト、キャベツと山芋とリンゴと人参の
コールスロー、南瓜と小豆を柔らかく

（キッチンドッグ！のレトルト商品です！）、

鶏胸肉、鰹なまり節、薩摩芋、人参とキャ

グリーンナッツオイル

ベツと水菜のコールスロー、お粥、バナナ、
あとから煮干し

今日は鶏肉も消化しやすいようにフードプロセッサーで粗挽きにしていま
す。鹿肉がほんのちょっとのワケは、食後のデザートにまわしたから。
キャベツと胡瓜とレモン果汁のコールスロー、かぼちゃとパプリカとにん
じんのお粥、アンチエイジングサプリ、ピヨカル、ココナッツオイルと亜

煮たもの、亜鉛とカルシウムのサプリ、 頂き物の鰹なまり節、とても綺麗なもので、
亜麻仁油。

すごいビタミンカラー！嬉しくなっちゃいますね。

麻仁油。

私たち人間も楽しませていただいているも

デザートには、鹿肉と煮干しのお団子を。

のです。

ハッピーバースデー ミカミくん !
昨日はミカミくんの 8 歳のお誕生日で

鶏胸肉、にんじん、ブロッコリー

した、元気でいてくれるお礼に、豪華

とゴーヤ、豚肉、パプリカ、カ

ビーフステーキのご馳走

リフラワー。。。実はこの野菜は

もちろんオージービーフですけど !

全部、前の夜のサラダの分け前

白菜とモヤシとキャベツと小松菜と茹

です。

でたチキンのコールスロー、カボチャ
のリゾット、ピヨカルとアンチエイジ
ングサプリ。
お皿が特別になるだけで、随分バース

鶏胸肉、鹿肉生、パプリカと人参

デーぽくなるもんね？

は加熱、かぼちゃとはと麦と白米
のお粥。煮干し、オリーブオイル

鹿肉、鶏胸肉、ゴーヤのオリーブオイル炒めはビタミン C を壊しすぎない
くらいの加減に！
鹿肉、鶏胸肉、キャベツ、キュウリ、カ
ボチャ、ピヨカル、オリーブオイル、グ
リーンナッツオイル、ブルーベリー、ブ
ロッコリー抽出サプリ、卵

キャベツとトマトと人参のコールスロー、グリーンナッ

ツオイル、ココナッツオイル。
毎回、鹿ダンゴをご好評いただいている（犬たちに）ので、今日のデザー
トは炒めたゴーヤのみじん切り入りで。
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夏バテ対策を。

Yakuzen frozen topping food

。。。

あついろ

Blueberry yoghurt ice cube
【シロクマ仕立てのアイスキューブ
ブルーベリー味】

【冷凍ごはんシリーズ：
夏バテ解消！薬膳トッピング】

暑い夏にひんやりおやつはいかがですか？ フレッシュなブルーベリー
を丁寧にペーストにし、
カスピ海ヨーグルトと合わせた小粒氷で、
美味しいひんやりを楽しませてあげましょう。
爽やかなレモンの香りと、
ほんのり甘みのある病み付きの味！
ついつい横取りしてしまいますね！
フラクトオリゴ糖は、腸内細菌を整えるのにとても役立つものですし、
ブルーベリーの美しい紫色は、抗酸化効果や目の健康に役立つアント
シアニンです。手絞りのフレッシュなレモン果汁は、
エネル
ギーを作り出すクエン酸の宝庫です。
1cm角の小さな氷ですので、小型犬もガリガリ食べやすい
大きさです。
容器は、製氷皿として繰り返しお使いいただけます。
ミネラルウォーターの他、飼い主さんのアイデアで、
いろい
ろな果汁を凍らせてあげましょう！

スタミナ満点でありながらも、夏の身体に最適な暑さ対策の野菜
をふんだんに使った、夏バテ防止レシピです！ ビタミンやミネラ
ルもたっぷりなうえ、消化酵素、
アミノ酸バランスもばっちりです。
火照った身体を鎮め、
エネルギーを補給します。
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る薬膳メニューでこの夏をのりきりましょ
う！
原材料：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

賞味期限 ： 未開封でお届けから冷凍で2ヶ月 解凍後はお早めに

内容量：150g入り 172.8kcal

原材料：ヨーグルト、
ブルーベリー、
フラクトオリゴ糖、
レモン果汁

商品のご購入はこちら

St.Angelo
サンアンジェロ

マンゴーバージョン

（７月〜 10 月限定販売）

から

ほんのりイエローのマンゴークリームで、
夏らしい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。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。
原材料：薄力粉、卵、
キャノーラ油、
ヨーグルト、

※冷たい食べ物を食べると、
まれに吐いてしまう犬もいます。飼い主さんが
様子を見ながら少しずつ食べさせてあげてください。

賞味期限： 冷凍庫で60日

内容量：200g

その場合は、解凍して食べさせてあげることが可能です。

我が家の暑さ対策はコレッ！

カテージチーズ、
かぼちゃ、
マンゴー、季節のフ

コレ、なんだと思いますか？

り変わる可能性があります。

我が家では『鹿ダンゴ』と呼んでいます！

早めに

りをしたら、順番に手から一つずつ食べさせています。

ルーツ。
マンゴー以外のフルーツは、状況によ

なんと、鹿肉の挽肉に、煮干しや炒めたゴーヤのみじん切りを混ぜてお団子にしたもの。

賞味期限： 冷凍庫で30日/解凍後はなるべく

ゴハンに入れるお肉をちょっと横に分けておいて、お茶碗から食べるゴハンが終わったあとに、二頭並んでおすわ

内容量：510g 直径13.5cm、高さ6cm, 約
775kcal

相手の順番のときは、きちんと我慢ができるかな？
ちゃんとわたしの目を見てマテができるかな？
わたしの手を傷つけないように、歯を当てずにそっと食べるこ
とができるかな？
おやつタイムは、絶好のしつけのタイミングですが、
わざわざおやつを使わなくても、こうやってゴハンの一部を利
用できますね！ 肥満の防止にもなるし、よりフレッシュなも
ので犬も喜ぶという、一石二鳥のトリーツです。

約1cm角84個粒 124.5kcal
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この夏、セレブレーションケーキをリニューアルしました。

Bon bon entremets【ボン・ボン・アントルメ】
お誕生日のワンちゃんに、ホールケーキでお祝いしてあげたい方に
おすすめです！イチゴ型のビスケットやハートのビスケットなど、
カラ
フルなデコレーションビスケットは全て自然素材で着色しています。
ワンちゃんのお名前を備考欄に書いていただくことをお忘れなく！
冷凍でお届けしますので、食べる数時間前に自然解凍してください
ね。
お好みで、新鮮なフルーツを飾ってあげるのも素敵ですね。
ケーキにかぶりつくワンコの写真を是非キッチンドッグ！に送ってく
ださい！
直径12cm、高さ5cm 約233g 376kcal

Daisy Lulu【デイジー・ルル】
芳ばしいアーモンドスライスで覆われた、手のひら
サイズの小さなケーキです。3色に花開くデイジー
のキッチンドッグ！オリジナルビスケットがキュート
です。
デイジールルだけの、
ハートのネームプレート
をつけて新登場！
約180g 約474kcal 直径8センチ 高さ8センチ

【リッチになった！ベジタブルケーキ・ガブリン】

new! Petit Dessert【NEW! プチ・デセール】
小さなクリアキューブカップに詰め込まれて
いるのは、
『ルーシー』
と
『チャーリー』
と
『ピン
クハート』
と
『ノーズ』
！ユニークなビスケット
がキュートなミニミニケーキです。
スポンジ生地も、
クリームも、
４種類の味と香
りが楽しめますよ！
ちょっとしたおやつやご褒美に、
また、
ちっち
ゃなワンコたちのお楽しみに、是非ご利用く
ださいね。
4cm 4cm 高さ3.5cm 42g 4個入り 約
580kcal
（4個で）

Vegetablecake GABLIN

すりおろした人参を混ぜ込んで焼いた全粒粉のスポンジケーキ、
かぼち
ゃと豆乳のペースト、
周りには消化しやすいオートミールをまぶした、
ヘル
シーなケーキ。Kitchen Dog ! オンラインショップの店長、
ガブリンの顔
をかたどった、大人気の可愛いケーキです。
ハートのスイートポテトとセッ
トです。
お誕生日にガブリンを食べたら、
ハートのスイートポテトは明日の
おやつにしてもいいね！
約330g 15.5㎝ 10㎝ 高さ4.5㎝ 440kcal ハート：44kcal

Mini Tornado Sandwich Roll

その他にも、従来のラインナップが勢揃い。
さまざまなシチュエーションに合わせて、
ケーキでお祝いをしてあげましょう！

【ミニトルネード・サンドイッチロール】

ホワイト、
ピンク、
こげ茶の3色のふわふわスポンジケーキで、
自家製マ
ヨネーズを使ったリッチな卵サラダをグルグル巻いたら、
こんなに素敵
なロールケーキになりました。卵サラダには野菜もたっぷり入っている
ので、
とてもヘルシー。
ケーキとしても、食事としてもバッチリですね！
小さなワンちゃんにも食べさせやすいスモールロールが９個。食べきれ
ない分はラップで密封して冷凍保存もできますよ。
直径4.5cm、長さ15cm 120g 3本 1048kcal

商品のご購入はこちら

Mt.DELI
モンデリ（馬肉・ターキー・カンガルー）

Wan Saint-Michel
ワン・サン・ミッシェル

Birthday Dinner Due/Tre

【◆お誕生日のごちそう デュエ / トレ】

St.Angelo

サンアンジェロ

マンゴーバージョン（７月〜 10 月限定販売）
７月〜１０月のサンアンジェロは、
マンゴーバージョンで登場！
ほんのりイエローのマンゴークリームで、夏らしい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。
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。
510g 直径13.5cm、高さ6cm, 約775kcal

わんちゃんのために、特別に用意した手作りご
はんに、
ちょっとしたデザートをプラス。真空パ
ックになって再登場。保存も解凍も、
より簡単に
なりました！
DUE/約100グラム入り真空パック ４種類
+ トライフル
TRE/約100グラム入り真空パック ６種類
+ トライフル

から

Ruby cube
ルビーキューブ

Birthday Bone Cake
バースデー・ボーン

Mastiﬀ Barrel
マスティフ・バーレル

９月もイベントがたくさんです！

Caravan into the Magic Kingdom

毎年春に開催されていた代々木公園のわんわんカーニバルは、９月には
駒沢公園にて開催。渋谷ヒカリエにニューオープンのペットグッズ

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。

ショップ『P２』でのオープニングキャラバン。代官山『グリーンドッグ』
でも。

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

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

ん抱えて登場しますよ！

国へのビザ付きパスポートを差し上げています。

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

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
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！

５月、６月もあちこちでキャラバンを開催してきました。

そして、定着してきた『マンスリー・バザール』は、キッチンドッグ！
作り立てデリやおやつを販売する会です。

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。
Kitchen Dog!

CARAVAN

わんわんカーニバル @ 駒沢公園

東小金井

& Pets イベント

六本木ヒルズ

エレドッグ・カーニバル

横浜元町

クロコアートファクトリー

9 月 12 日（土）13 日（日）

P２ Opening Party@ 渋谷ヒカリエ

9 月 18 日（金）19 日（土）20 日（日）

動物愛護デー @ 代官山 Tサイト・グリーンドッグ
9 月 23 日（水）

新宿伊勢丹

& Pets イベント
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12:00〜 売り切れご免！
@ 外苑前ドッグサイン

0120-605-339 東京メトロ銀座線「外苑前駅」3 番出口より徒歩 7 分 .

フレッシュなデリ各種、ちっちゃな生ケーキ、スイートポテトボーン、新商品のお試しサイズ…
など、毎月のおススメを対面販売いたします。
定番の冷凍商品などについても、スタッフ Mayu が丁寧にご説明いたしますよ！
！

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。
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Kitchen Dog! Cooking Class

シングルショットは、楽しいメニューが目白押し！
キッチンドッグ！のクッキング・クラス。
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ています。
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！

2015 年度のご案内

BASIC

４月

15 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

５月

13 日（水）

元気な犬の基本的なメニュー

元気な犬の毎日のメニュー 2 種

６月

17 日（水）

タンパク質の話、栄養計算

様々なタンパク質を利用するメニュー

７月

15 日（水）

ミネラルの話

ミネラルたっぷりの、ふりかけとごはん

８月

18 日（水）

ビタミンの話
食材の旬

夏野菜を効率的に利用するメニュー

９月

16 日（水）

酵素の話、腸内細菌の話

酵素を活かすメニュー

14 日（水）

脂肪酸の話

高齢犬のアンチエイジング・メニュー

18 日（水）

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

腎臓・肝臓疾患対策メニュー

16 日（水）

クリスマスケーキ
お正月のごちそう

クリスマスケーキ、おせち

13 日（水）

自分の犬のベストバランスを見つける
毎日のごはん 1

鶏肉のメニュー、サーモンのメニュー、

2月

10 日（水）

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

鶏肉＋卵、馬肉＋レバーのメニュー、焙じ玄米粥

3月

16 日（水）

一年のまとめ

スパニッシュオムレツ、サーモンとチーズのマフィン

10 月
11 月
12 月
1月

※材料の都合上、変更することがございます。

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。

Single
Shot

４月

15 日（水）

５月
６月

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

13 日（水）

初めての手づくり犬ごはん

元気な犬の毎日のメニュー２種

13 日（土）

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

６月

17 日（水）

飼い主さんと共有できるメニュー

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

７月

15 日（水）

季節のメニュー『夏』

ラムステーキ、レモンパセリライス
鶏と野菜のジュレ

８月

18 日（水）

肉と野菜で作る美しいケーキ

栄養バランスの整った食事ケーキ

９月

16 日（水）

オリジナルのバースデーケーキを作りましょう

自分の犬だけの、世界に一つのバースデーケーキ

10 月

14 日（水）

季節のメニュー『秋』

11 月

7 日（土）

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 ！

11 月

18 日（水）

腎臓、肝臓疾患対策ごはん

腎臓・肝臓疾患対策メニュー

16 日（水）

クリスマスケーキ
お正月のごちそう

クリスマスケーキ、簡単おせちプレート

1月

13 日（水）

季節のメニュー『冬』

牛挽肉と冬野菜のグラタン、パエリア

2月

10 日（水）

バレンタインを犬と一緒に楽しもう！

バレンタイン用のおやつパン

3月

16 日（水）

関節病対策ごはん

関節痛になったら？ 関節痛を防ぐには？

12 月

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
午後：
手づくりの犬ごはん
調理実習

午前中：
手づくりごはんの基本
講義

※材料の都合上、変更することがございます。

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。

