
主原料：アルファルファ

粗繊維質
22.50％～ 22.50％

低カルシウムと高い繊維質
で実績があります。ハード
タイプ。

主原料：アルファルファ
＋にんじん
粗繊維質　～ 16.00％

嗜好性が高いフード。ソ
フトタイプ。キャロット
味のオレンジと緑色の 2
色のペレットが混ざって
います。

主原料：にんじん主原料
粗繊維質　～ 16.00％

ソフトタイプ。ニンジンを
ベースにミネラルや各種ビ
タミンを配合して作ったキ
ャロット味のペレットです。
低カロリーなので肥満が気
になるうさぎさんに最適です。

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 18.00％

低カロリーフード。成分が安定して
いるアルファルファ主原料で低カロ
リー、低カルシウムを実現したペレ
ットです。獣医師では、ビタミン量
などを変えたコンフィデンスとして
販売されています。ソフトタイプ。

主原料：アルファルファ
粗繊維質　～ 19.50％

ラビットヘルシープレミアムより低カ
ロリー、高繊維のペレット。乳酸菌配
合で消化器系の機能を活性化します。
また豊富な食物繊維とビール酵母の力
が消化吸収を助けるのでお腹の調子を
整え、毛球の排出も促します。

主原料：アルファルファ
パパイヤ酵素入り
粗繊維質
17.00％～ 21.00％

パパイヤ酵素が配合され
た豊かな毛質をもつうさ
ぎさん用のラビットフード。

M × 36 枚　No.4501 ￥17,028
                          → ¥13,578

うさぎの座ぶとん　M サイズ　
箱大きさ：幅 40cm ×奥行 29cm ×高さ 26cm

M ×　1 個　No.2559 ￥00,473

ショーフォーミュラ
箱大きさ：幅 50cm ×奥行 32.5cm ×高さ 33cm

ウールフォーミュラ
箱大きさ：幅 50cm ×奥行 32.5cm ×高さ 33cm

4.5 ㎏× 04 個　No.4101 ￥14,700
　　　　　　　　　→ ¥13,350
4.5 ㎏× 01 個　No.0811  ￥03,675
600 ℊ× 01 個　No.0814  ￥00,578

シニアフォーミュラ
箱大きさ：幅 50cm ×奥行 32.5cm ×高さ 33cm

ヘルシープレミアム
箱大きさ：幅 43cm ×奥行 37cm ×高さ 20cm

400 ｇ× 20 個　No.4109 ￥13,020
　　　　　　　　　→ ¥10,170

プチラビットフード　キャロット味

400 ｇ× 20 個　No.4107 ￥13,020
　　　　　　　　　→ ¥10,170

プチラビットフード
箱大きさ：幅 44cm ×奥行 38cm ×高さ 21cm

400 ｇ× 1 個　No.801 ￥651 400 ｇ× 01 個　No.859　￥651

箱大きさ：幅 54cm ×奥行 31cm ×高さ 19cm
ラビットヘルシープレミアム　シニア

箱大きさ：幅 55cm ×奥行 31cm ×高さ 20cm

超薄ラビットメディカルシーツ
箱大きさ：幅 64cm ×奥行 36cm ×高さ 42cm

「ワイド」は、60cm × 45cm はプロケージなどにぴったりあ
う大きさです。おトイレのしつけがしっかりできている子には
このシーツをトレイに敷いておき、時々取り替えるのが便利です。
まだしつけがしっかり出来ていない子には、半分のサイズ
35cm × 45cm「レギュラー」を使い、汚れたら半分だけ取り
替えるようにすると便利です。

レギュラー　　　100 枚入り× 8 個　No.4308 ￥13,776 → ¥12,726

レギュラー　　　100 枚入り× 1 個　No.7690 ￥01,722

ワイド　　　　　050 枚入り× 8 個　No.4309 ￥13,776 → ¥12,726
スーパーワイド　025 枚入り× 8 個　No.4310 ￥15,960 → ¥12,726

ワイド　　　　　050 枚入り× 1 個　No.7700 ￥01,722
スーパーワイド　025 枚入り× 1 個　No.7910 ￥01,995

6 ℓ× 4 個　No.4303 ￥4,412
　　　　　　　　→ ¥3,662

箱大きさ：幅 40cm ×奥行 27cm ×高さ 27cm

6 ℓ× 1 個　No.705 ￥1,103

針葉樹の木の粉を
固めたペレット状
の ト イ レ 砂 で す 。
針葉樹には、殺菌
作用があり、アン
モニアの臭いを出
にくくする効果が
あります。

20 ㎏× 1 個　No.4302 ￥5,000　
　　　　　　　　→ ¥4,550

袋大きさ：幅 40cm ×奥行 30cm ×高さ 20cm
3.6 ㎏× 4 個　No.4301 ￥4,200
　　　　　　　　→ ¥3,750

袋大きさ：幅 65cm ×奥行 45cm ×高さ 10cm

3.6 ㎏× 1 個　No.751 ￥1,050
針葉樹の香りがマイル
ドでこの香りが苦手と
いう方にはおすすめの
トイレ砂です。

ノン・パイン、ノン・シ
ダーのアレルギーをおこ
す心配の無い安全性の高
い天然ポプラ 100％の消
臭効果の高いトイレ砂です。

22.5 ㎏× 1 個　No.4307  ￥6,300
　　　　　　　　   → ¥5,550

箱大きさ：幅 50cm ×奥行 27cm ×高さ 30cm
4.5 ㎏× 4 個　No.4306 ￥5,040
　　　　　　　　→ ¥4,688

パインの木の上で ナチュラル 100 ポプラのトイレ砂

袋大きさ：幅 70cm ×奥行 40cm ×高さ 15cm

4.5 ㎏× 1 個　No.765 ￥1,260

50 ｇ× 25 個　No.4401 ￥13,125
　　　　　　　　　→ ¥11,775

無添加シリーズ　天然パパイヤ　
箱大きさ：幅 42cm ×奥行 30cm ×高さ 16.5cm

青パパイヤを天日干し
した自然食品です。高
温処理をせず、酵素の
含有量もしっかり残っ
ている（実証済み）た
め毛球症予防にも是非
お勧めします。

400 ｇ× 01 個　No.4402 ￥02,850
050 ｇ× 01 個　No.0918 ￥00,525

4.5 ㎏× 04 個　No.4102 ￥14,700
　　　　　　　　　→ ¥13,350
4.5 ㎏× 01 個　No.0804 ￥03,675
600 ℊ× 01 個　No.0824 ￥00,578

4.5 ㎏× 04 個　No.4103 ￥14,700
　　　　　　　　　→ ¥13,350
4.5 ㎏× 01 個　No.0872  ￥03,675
600 ℊ× 01 個　No.0856  ￥00,578
主原料：チモシー
パパイヤ酵素配合

粗繊維質 18.00％～ 24.00％

パパイヤ酵素が配合されたシニア用フー
ドです。Heinold 社のフードとの切り替
えは良好です。嗜好性も高いまま低カロ
リー、低カルシウムを達成したシニアフ
ードです。ハードタイプ。

600 ｇ× 12 個　No.4110 ￥07,884
　　　　　　　　　→ ¥06,234
600 ｇ× 01 個　No.831　￥657

600 ｇ× 12 個　No.4108 ￥09,072
　　　　　　　　　→ ¥07,422
600 ｇ× 01 個　No.858　￥756

4.5kg の中には 1.5 ｋｇずつ酸化しないよう
に脱酸素剤で個別パックされています。

ショーフォーミュラ 4.5kg
ウールフォーミュラ 4.5kg

1.5kgの個別パック1.5kgの個別パック1.5kgの個別パック

「わらっこ倶楽部」の原点、うさぎさん
の足に優しい牧草で編んだ座ぶとんです。
M サイズは、フルハウス・ネストボッ

クス（巣箱）・
キャリーなど
いろいろな用
途に使いやす
い大きさです。

500ml × 24 本　No.4601 ￥5,040
                          → ¥4,290

うさぎのみず　
箱大きさ：幅 42cm ×奥行 29cm ×高さ 22cm

500ml ×　1 本　No.945 ￥210

健康の基本はお水からと
言われます。抵抗力が低
下した時にお勧めします。
ストレスや、なぜか体調
を崩しやすいと言ううさ
ぎさん。是非使ってみて
下さい。うさぎのみずに
納豆菌を入れて使用する
と効果が倍増です。

ご注文から発送まで約１週間いただきます。到着月
日の指定は基本的にはできません。（時間は可能です）
基本的に無印発送はできません。

★

★

ご購入時の注意点　必ずご確認下さい。ご購入時の注意点　必ずご確認下さい。
他の商品と一緒にご注文の場合、他の商品のみ通常
通りの２時まで注文当日発送となります。別送にな
っても追加の送料はありません。

★

ご購入時の注意点　必ずご確認下さい。

廃盤！
シニアブルームに
変わりました！

廃盤！
シニアブルームに
変わりました！


