平成28年7月吉日

お取引先各位
株式会社ケイエムテイ
（本社）〒590-0950 堺市堺区甲斐町西3丁4番4号
（営業本部）〒599-8265 堺市中区八田西町1丁1番16号
TEL 072-260-5466
FAX 072-260-5589

ソリッドゴールド商品

リニューアルのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、ソリッドゴールド商品についてリニューアルに伴い、下記3商品の規格変更と価格の改定、
全ドライフード商品の内容成分、パッケージの変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
現行商品が無くなり次第、順次移行させて頂きますので何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
内容詳細につきましては、下記資料をご参照の上、ご不明点がございましたら、営業担当もしくは
上記営業本部までお問い合わせください。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
【廃盤規格】
商品名

規格

JANコード

上代
（税抜）

廃盤時期（予定）

カッツフラッケン

6.8㎏

093766220157

8,085円

8月下旬

インディゴムーン

1.8kg

093766210042

3,207円

7月下旬

093766212046

4,300円

未定

JANコード

上代
（税抜）

発売時期（予定）

フィット アズア フィドル

1.8kg

【新規格】

商品名

規格

カッツフラッケン

5.4㎏

093766220126

7,400円

8月下旬

インディゴムーン

1.3kg

093766210035

2,800円

7月下旬

インディゴムーン

2.7kg

093766210066

4,700円

7月下旬

フィット アズア フィドル

1.3kg

093766212039

3,600円

未定

フィット アズア フィドル

2.7kg

093766212060

6,000円

未定

※上記商品のみ、規格、価格が変更となります。
※パッケージ変更・内容成分変更については、
別紙「ソリッドゴールド商品一覧」をご参照ください。
以上

ソリッドゴールド 商品一覧
パピーフラッケン

＜仔犬、授乳、妊娠犬用＞

ミレニア

＜成犬、活動犬用＞

＜成分表＞

＜原材料＞

＜成分表＞

＜原材料＞

粗たんぱく質 28%以上
粗脂肪 14%以上
粗繊維 4.0%以下
水分 10.0%以下
オメガ6脂肪酸 1.75%以上
オメガ3脂肪酸 1.25%以上
代謝カロリー 3,480kcal/kg

ラム・ラムミール・オーシャンフィッシュミール・玄米・えんどう豆・
挽き割り精製大麦・豆タンパク質・カノラオイル（混合トコフェロー
ルによる保存処理）・米ぬか･トマト絞り粕（リコピン）・乾燥卵・フ
ラックスシード・天然風味料・塩化カリウム・塩化コリン・塩・DLメ
チオニン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・
タウリン・乾燥チコリ根・L-カルニチン・ニンジン・パンプキン・パセ
リ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイ
コン・クレソン・ホウレンソウ・ブロッコリー・スペアミント・アーモン
ドオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混
合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケ
ルプ・タイム・ヒラマメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜
鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビ
タミンC源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リ
ボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉
酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸
ナトリウム・ビオチン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバ
チルスアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチル
スカゼイ

粗たんぱく質 22%以上
粗脂肪 12%以上
粗繊維 4%以下
水分 10%以下
オメガ6脂肪酸 1.6%以上
オメガ3脂肪酸 1.10%以上
代謝カロリー 3,500kcal/kg

ビーフ・オーシャンフィッシュミール・挽き割り精製大麦・玄米・え
んどう豆・白米・乾燥卵・カノラオイル（混合トコフェロールによる
保存処理）・米ぬか・トマト絞り粕（リコピン）・フラックスシード・天
然風味料・塩化カリウム・塩化コリン・DLメチオニン・タウリン・乾
燥チコリ根・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処
理）・L-カルニチン・ニンジン・パンプキン・パセリ・リンゴ・クランベ
リー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ホウ
レンソウ・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル（混合トコ
フェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコフェロールに
よる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラ
マメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫
酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パント
テン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリド
キシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシ
ウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオ
チン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィ
ルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

＜内容量＞

1.8㎏
12.9㎏

フントフラッケン

＜成犬、老犬用＞

＜内容量＞

1.8㎏
6.8㎏
12.9㎏

バックワイルド

＜成犬、老犬用＞

＜成分表＞

＜原材料＞

＜成分表＞

＜原材料＞

粗たんぱく質 22%以上
粗脂肪 10%以上
粗繊維 4%以下
水分 10%以下
オメガ6脂肪酸 1.75%以上
オメガ3脂肪酸 0.75%以上
代謝カロリー 3,440kcal/kg

ラム・ラムミール・玄米・挽き割り精製大麦・オートミール・えんど
う豆・米ぬか・オーシャンフィッシュミール・カノラオイル（混合トコ
フェロールによる保存処理）・乾燥卵・天然風味料・フラックス
シード・トマト絞り粕（リコピン）・DLメチオニン・塩化コリン・塩化カ
リウム・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・タ
ウリン・L-カルニチン・ニンジン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブ
ルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ホウレンソ
ウ・乾燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル
（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコフェ
ロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイ
ム・ヒラマメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシ
ン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・
パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・
ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カ
ルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・
ビオチン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシド
フィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

粗タンパク質 23%以上
粗脂肪 12％以上
粗繊維 4%以下
水分 10%以下
オメガ6脂肪酸 1.75%以上
オメガ3脂肪酸 0.65%以上
代謝カロリー 3,490kcal/kg

シカ肉・ターキーミール・ポテト・えんどう豆・ガルバンゾー豆・ヒラ
マメ・えんどう豆粉・タピオカ・カノラオイル（混合トコフェロールに
よる保存処理）・乾燥卵・パンプキン・タラミール・豆繊維・天然風
味料・リン酸二カルシウム・塩化カリウム・塩・DLメチオニン・サー
モンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・ニンジン・パセ
リ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイ
コン・クレソン・ホウレンソウ・乾燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミ
ント・アーモンドオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・セ
サミオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラ
エキス・乾燥ケルプ・タイム・塩化コリン・タウリン・L-カルニチン・
ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一
鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテン酸
カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン
塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キ
レートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタ
ミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エン
テロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

＜内容量＞

1.8㎏
6.8㎏
12.9㎏

ホリスティックブレンド

＜成犬、老犬用＞

＜内容量＞

1.8㎏
10.8㎏

カッツフラッケン

＜全年齢 猫用＞

＜成分表＞

＜原材料＞

＜成分表＞

＜原材料＞

粗タンパク質：18％以上
粗脂肪：6％以上
粗繊維：4％以下
水分：10％以下
オメガ6脂肪酸：1.0％以上
オメガ3脂肪酸：0.75％以上
代謝カロリー 3,330kcal/㎏

オートミール・挽き割り精製大麦・えんどう豆・オーシャンフィッ
シュミール・カノラオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・
乾燥卵・フラックスシード・トマト絞り粕（リコピン）・リン酸二カルシ
ウム・天然風味料・塩化カリウム・塩・DLメチオニン・塩化コリン・
サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・タウリン・
乾燥チコリ根・Ｌ－カルニチン・ニンジン・パンプキン・パセリ・リン
ゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・ク
レソン・ホウレンソウ・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイ
ル（混合トコフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコ
フェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・
タイム・ヒラマメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイ
アシン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC
源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラ
ビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨ
ウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリ
ウム・ビオチン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルス
アシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

粗たんぱく質 34%以上
粗脂肪 12%以上
粗繊維 3.0%以下
水分 10.0%以下
オメガ6脂肪酸 1.6%以上
オメガ3脂肪酸 1.0%以上
代謝カロリー 3,525kcal/kg

ラム・チキンミール・えんどう豆・玄米・豆タンパク質・オーシャン
フィッシュミール・挽割り精製大麦・カノラオイル（混合トコフェロー
ルによる保存処理）・乾燥卵・天然風味料・フラックスシード・塩化
コリン・タウリン・塩化カリウム・DLメチオニン・サーモンオイル（混
合トコフェロールによる保存処理）・乾燥チコリ根・ニンジン・パン
プキン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロ
リ・サトウダイコン・クレソン・ホウレンソウ・ブロッコリー・スペアミ
ント・アーモンドオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・セ
サミオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラ
エキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラマメ・L-カルニチン・ビタミンＡ・ビ
タミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコ
ルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテン酸カルシウム・
チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸
マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガ
ン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタミンB12・ロー
ズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカス
フェシウム・ラクトバチルスカゼイ

＜内容量＞

1.8㎏
6.8㎏
12.9㎏

ウィービット

＜小型犬、全年齢用＞

＜内容量＞

1.8㎏
5.4㎏

インディゴムーン

＜全年齢 猫用＞

＜成分表＞

＜原材料＞

＜成分表＞

＜原材料＞

粗タンパク質 28%以上
粗脂肪 18％以上
粗繊維 4%以下
水分 10%以下
オメガ6脂肪酸 2.75%以上
オメガ3脂肪酸 1.25%以上
代謝カロリー 3,745kcal/kg

バイソン・オーシャンフィッシュミール・玄米・エンドウ豆・カノラオ
イル（混合トコフェロールによる保存処理）・オートミール・豆タン
パク質・乾燥卵・米ぬか・挽き割り精製大麦・サーモンミール・トマ
ト絞り粕（リコピン）・天然風味料・フラックスシード・塩・塩化コリ
ン・DLメチオニン・塩化カリウム・サーモンオイル（混合トコフェ
ロールによる保存処理）・タウリン・L-カルニチン・ニンジン・パセ
リ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイ
コン・クレソン・ホウレンソウ・乾燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミ
ント・アーモンドオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・セ
サミオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシジゲラ
エキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラマメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミ
ンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポ
リリン酸（ビタミンC源）・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸
塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キ
レート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート
銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタミンB12・ローズマリーエ
キス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・
ラクトバチルスカゼイ

粗たんぱく質 42%以上
粗脂肪 20%以上
粗繊維 3.0%以下
水分 10.0%以下
オメガ6脂肪酸 3.0%以上
オメガ3脂肪酸 1.1%以上
代謝カロリー 3,860kcal/kg

チキンミール・ポテト・カノラオイル（混合トコフェロールによる保
存処理）・えんどう豆・チキン・オーシャンフィッシュミール・乾燥
卵・天然風味料・塩化コリン・塩化カリウム・タウリン・DLメチオニ
ン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・乾燥チ
コリ根・ニンジン・パンプキン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブルー
ベリー・レタス・サトウダイコン・クレソン・ホウレンソウ・ブロッコ
リー・スペアミント・アーモンドオイル（混合トコフェロールによる保
存処理）・セサミオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・
ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラマメ・L-カルニチ
ン・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸
第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテ
ン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキ
シン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウ
ム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチ
ン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィル
ス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

＜内容量＞

1.8㎏
5.4㎏

ウルフキング

＜大型成犬、老犬用＞

＜内容量＞

1.3㎏
2.7㎏
5.4㎏

フィット アズア フィドル

＜成猫、肥満猫用＞

＜成分表＞

＜原材料＞

＜成分表＞

＜原材料＞

粗たんぱく質 22%以上
粗脂肪 9%以上
粗繊維 4%以下
水分 10%以下
オメガ6脂肪酸 1.75%以上
オメガ3脂肪酸 0.75%以上
代謝カロリー 3,475kcal/kg

バイソン・オーシャンフィッシュミール・玄米・えんどう豆・ポテト・
オートミール・ガルバンゾー豆・米ぬか・乾燥卵・スィートポテト・ト
マト搾り粕（リコピン）・カノラオイル（混合トコフェロールによる保
存処理）・天然風味料・フラックスシード・DLメチオニン・塩化コリ
ン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・タウリ
ン・L-カルニチン・ニンジン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブルー
ベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ホウレンソウ・乾
燥チコリ根・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル（混合ト
コフェロールによる保存処理）・セサミオイル（混合トコフェロール
による保存処理）・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒ
ラマメ・ビタミンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫
酸第一鉄・Ｌ-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パント
テン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリド
キシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシ
ウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオ
チン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィ
ルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

粗たんぱく質 30%以上
粗脂肪 8%以上
粗繊維 10.0%以下
水分 10.0%以下
オメガ6脂肪酸 1.25%以上
オメガ3脂肪酸 0.3%以上
代謝カロリー 3,110kcal/kg

タラ・えんどう豆・タピオカ・ガルバンゾー豆・ターキーミール・豆繊
維・タラミール・チキンミール・ポテト・乾燥卵・鶏脂肪（混合トコ
フェロールによる保存処理）・天然風味料・カノラオイル（混合トコ
フェロールによる保存処理）・塩化カリウム・塩化コリン・DLメチオ
ニン・サーモンオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・タウ
リン・硫酸カルシウム・ニンジン・パンプキン・パセリ・リンゴ・クラ
ンベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・
スペアミント・アーモンドオイル（混合トコフェロールによる保存処
理）・セサミオイル（混合トコフェロールによる保存処理）・ユッカシ
ジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラマメ・L-カルニチン・ビタミ
ンＡ・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・Ｌ
-アスコルビン酸-2-ポリリン酸（ビタミンC源）・パントテン酸カル
シウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン塩酸
塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キレー
トマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタミン
B12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロ
コッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ

＜内容量＞

5.4㎏
10.8㎏

＜内容量＞

1.3㎏
2.7㎏
5.4㎏

