
主原料：チモシー
粗繊維質　～ 22.00％

シニアには自然治癒力を
高めるアガリクスが配合
されています。ソフトタ
イプ。同等のペレットが、
MS ヘルスケアとして販
売されています。

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 18.00％

成長期のうさぎさん用と
して考えたフードです。
ソフトタイプ。同等のペ
レットが、MS パフォー
マンスとして販売されて
います。

主原料：チモシー
粗繊維質　～ 22.00％

大人用フードです。ソ
フトタイプ。同等のペ
レットが、MS ダイエ
ットとして販売されて
います。乳酸菌が配合
されました。

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 20.00％

ダイエット用フードです。
高品質のアルファルファ
ミールを使用しながら低
脂肪で高繊維質になって
います。肥満傾向の大人
のうさぎさんに！

箱大きさ：幅 43cm ×奥行 33cm ×高さ 32cm
1.81 ㎏× 08 個  No.4117 ￥10,920
　　　　　　　　→ ¥09,870

バックアイ　ダイエット

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 25.00％
牧草で有名なオックスボウ
社の成長期用のフードです。
ハードタイプ。

2.26 ㎏× 08 個　No.4111 ￥11,200
　　　　　　　　　→ ¥10,200

OXBOW　BUNNY　BASICS
箱大きさ：幅 47cm ×奥行 31cm ×高さ 27cm

4.52 ㎏× 04 個　No.4112 ￥09,200
　　　　　　　　　→ ¥08,050

箱大きさ：幅 47cm ×奥行 31cm ×高さ 27cm

4.52 ㎏× 01 個　No.873 ￥02,300

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 18.00％
カルシウム　　0.60％
～

バックアイ社の低カロリ
ーフード。ハードタイプ。
成長後に使用するフード
です。

2.27 ㎏× 08 個　No.4115 ￥11,760
　　　　　　　　　→ ¥10,710

バックアイ 16 
箱大きさ：幅 43cm ×奥行 33cm ×高さ 32cm

2.27 ㎏× 01 個　No.846 ￥1,470

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 18.00％
カルシウム　　0.70％
～

成長期用の嗜好性が高い
フードです。ハードタイ
プ。

2.27 ㎏× 08 個  No.4116 ￥12,600
　　　　　　　　→ ¥11,550

バックアイ 18 
箱大きさ：幅 43cm ×奥行 33cm ×高さ 32cm

2.27 ㎏× 01 個　No.847 ￥1,575

1.81 ㎏× 01 個　No.860　￥1,365

主原料：チモシー
粗繊維質　～ 29.00％
牧草で有名なオックスボ
ウ社のシニア期用のフー
ドです。ハードタイプ。

2.26 ㎏× 08 個　No.4113 ￥13,600
　　　　　　　　→ ¥12,539

OXBOW　BUNNY　BASICS/T
箱大きさ：幅 47cm ×奥行 31cm ×高さ 27cm

4.52 ㎏× 04 個　No.4114 ￥11,600
　　　　　　　　→ ¥010,392

箱大きさ：幅 47cm ×奥行 31cm ×高さ 27cm

4.52 ㎏× 01 個　No.813 ￥02,900

3.5 ㎏× 01 個　No.4104 ￥3,330

バニーセレクション　メンテナンス
箱大きさ：幅 32cm ×奥行 10cm ×高さ 48cm

1.5 ㎏× 01 個　No.0833 ￥1,733
3.5 ㎏× 01 個　No.4105 ￥3,330

バニーセレクション　グロース
箱大きさ：幅 32cm ×奥行 10cm ×高さ 48cm

1.5 ㎏× 01 個　No.0834 ￥1,733
3.5 ㎏× 01 個　No.4106 ￥4,590

バニーセレクション　シニア
箱大きさ：幅 32cm ×奥行 10cm ×高さ 48cm

1.5 ㎏× 01 個　No.0845 ￥2,310

800 ｇ× 12 個　No.4202 ￥13,488 → ¥10,038

主原料：ティモシー牧草　１番刈り
粗繊維：30 ～ 35％
カルシウム：0.45 ～ 0.55％
ウーリー社とのコラボレーションで、燻蒸処理
しないで、日本に持ってくることが出来るよう
になりました。やはり安心が一番ですね！

オリジナル牧草　1 番刈り　ロング　
箱大きさ：幅 55cm ×奥行 36cm ×高さ 78cm

800 ｇ× 01 個　No.1108 ￥01,124
003 ㎏× 03 個　No.4201 ￥08,979 → ¥08,229

箱大きさ：幅 55cm ×奥行 36cm ×高さ 78cm

003 ㎏× 01 個　No.1105 ￥02,993

3 ㎏× 4 個　No.4203 ￥12,000 → ¥11,250

箱大きさ：幅 59cm ×奥行 48cm ×高さ 40cm
10 ㎏             　No.4204 ￥09,000 → ¥08,250

主原料：チモシー牧草 1 番刈り
粗繊維：35.8％
カルシウム：0.5％
牧草専門メーカー、織光さんの無着色、無農薬の
最高品質の香り高いアメリカ産チモシー牧草です。

オリミツ　ロングマット

箱大きさ：幅 53cm ×奥行 41cm ×高さ 53cm

3 ㎏× 1 個　No.1172 　￥3,000
1 ㎏× 1 個　No.1151 　￥1,350

箱大きさ：幅 40cm ×奥行 25cm ×高さ 24cm

2.26 ㎏× 01 個  No.1145 ￥4,200

主原料：ティモシー牧草 1 番刈り
粗繊維：29.0％以下
カルシウム：0.50％以下

APD 社のティモシー
牧 草 １ 番 刈 り で す 。
６月中旬から７月に
かけて刈り取られます。
繊維質が多く、ダイ
エットや腸の調子が
悪いときなどにお勧
めします。

APD　ハイファイバーティモシー

箱大きさ：幅 47cm ×奥行 32cm ×高さ 24cm
2.26 ㎏× 01 個  No.1147 ￥4,200

主原料：ティモシー牧草 2 番刈り
粗繊維：19.0％以下
カルシウム：0.75％以下

APD 社のティモシー牧
草 2 番刈りです。アメ
リカンダイナー社の最
高級かつ、最も人気の
ある牧草です。11 月頃
の刈り取りで、ハイフ
ァイバーティモシーに
比べ柔らかく、香りが
高くなっています。

APD　ティモシーゴールド

箱大きさ：幅 47cm ×奥行 32cm ×高さ 24cm

0283 ｇ× 01 個  No.1144 ￥0,630 0283 ｇ× 01 個  No.1146 ￥0,630

主原料：チモシー牧草 1 番刈り
粗繊維：32.0％以下

牧草専門メーカーの牧草です。少し柔らかめで
す。葉が多い分、他の一番刈りティモシーと比
べると繊維質は劣りますが、比較的食べがいい
のが特徴です。

ウェスタンチモシー
箱大きさ：幅 60cm ×奥行 47cm ×高さ 62cm

1.13 ㎏× 12 個　No.4208 ￥24,000 → ¥22,430
1.13 ㎏× 01 個　No.1110 ￥02,000

メーカー箱入りの商品をそのまま発送することで、「しっぽ」で負担している箱代や送料などを節約すること
ができます。その節約分を価格に反映させて頂きました。まとめ買いやお友達とシェアすることができる方に
はかなりお安くなっています。

他の商品と一緒に注文すれば別送料はかかりません。節約アイテム


