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多種商品
シンバイオティック180-S

パックサイズ
150g
450g
2kg
20kg

9つの連なったプロバイオティク（1.8億個 CFU/g）、自然のプレバイオテ
ィック（チコリーの根の抽出物）と酵素が含まれています。
対象 ペット、生体、小動物、爬虫類など全ての動物向けです。
使用にあたり ストレス、病気、けが、抗生物質治療後、または免疫および消
化器系をサポートするための毎日のサプリメントとして全ての動物に使用
します。
特性 1.8億個CFU / gの良性バクテリアが、最適な免疫システムと消化器の
サポートします。9つの連なった良性バクテリアが動物たちの健康を促進し
ます。7つの酵素が消化を改善します。自然のプレバイオティックであるチ
コリーの根の抽出物がビフィズス菌に栄養を与え、免疫力を高めます。酵素
は、ストレスや傷害から回復する動物にとって重要な、食餌の消化を直接改
善します。
使用方法 水に対して：1Lのきれいな飲料水にシンバイオティック180-Sを
3g（同封のスプーン1）を加えます。
食餌に対して ：1kgの乾燥食餌、柔らかい食べ物、野菜、肉、挿し餌、ミ
ルクなどにシンバイオティック180-S 6g（同封のスプーン2杯）を加えます
（25gの瓶同封のスプーン1杯1g、その他のサイズは3g）。 ストレス、病
気、けが、または抗生物質療法の後にこの用量を2倍与えてください。
有効 成分 プロバイオティックス：(5.5億 CFU/G) ラクトバチルス アシド
フィルス、ラクトバチルス カゼイ、ラクトバチルス サリヴァリゥス、ラク
トバチルス プランタルム、ラクトバチルス ラムノサス、ラクトバチルス
ブレビス、ビフィルズ菌ビフィダム、ビフィルズ菌ラクティス、サーモフィ
ラス菌。
プレバイオティック：イヌリン(チコリーの根の抽出物)
酵素：プロアテーゼ、アミラーゼ、ヘリウム

スパークリキッド(全ての種向け)
エネルギーサプリメント＋電解質

パックサイズ
50mL
125mL
250mL
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対象 全ての動物向け
使用にあたり ペットの飲料水として、脱水症状、補充、高温時、ストレス、
病気や怪我からの回復時に使用します。
特性 獣医により開発され、脱水症状、補充、およびストレスからの回復およ
び高温度時にエネルギーを補うようにできています。ペットの飲料水に入れ
るだけで簡単に与えることができます。迅速かつ効果的な電解液およびエネ
ルギーの補給ができ、 消費されるとすぐに回復を開始します。
使用方法 1リッターの飲料水に20ml入れてください。唯一の飲料水として
与え、毎日新しいものを作ってください。使用前によく振ってください。
有効 成分 1リッターあたり：グルコース135G、クエン酸イオン30.31G、ナ
トリウムイオン13G、カリウムイオン20G

多種商品
クリッタケアハービボア

病気や怪我をした草食動物の栄養素サポートします。
対象 小さ目の草食動物(ワラビー、ウォンバット、カンガルー、ポッサム、
クアッカワラビーなど)向けです。
使用にあたり クリッタケアハービボアは病気や怪我をしてで自発的に食べな
い動物に使用します。病気、ストレス、怪我や衰弱した草食動物に消化しや
すい栄養素のサポートを行います。
特性 高繊維、低脂肪、低糖のフォーミュラでビタミン、ミネラル、カルシ
ウムや不可欠なアミノ酸、安定したビタミンC(1000mg/kg)、腸の機能を
維持するプロバイオティックスと自然の毒素を吸収するゼオライトを含みま
す。
押出し成型工法にて製造されており、安全で消化しやすくなっています。
使用方法 12-15g(デザートスプーン1杯もしくはティースプーン2杯)のクリ
ッタケアハービボアを容器に入れます。40-45mlの温かい水を入れ、均一に
なるまでかき混ぜます(水の加減をしてください)。50mlのシリンジに準備し
たクリッタケアハービボアを45-50ml入れます。シリンジに入れやすくする
ためにプランジャーを取り外し、シリンジに入れます。
体重1kg対してシリンジで１回分、1日に3-4度与えます(もしくはそれ以下)
。動物が通常通り食餌を食べ始めるまで続けます。
成分 エンバク、小麦、大豆、ルーサン、プロバイオティクス、ビタミン(A,
B6, B12, C, D3, E, H) & ミネラル(カルシウム、銅、鉄、マグネシウム、
リン、カリウム、セレン、亜鉛)
成分分析
粗脂肪 2.5% Min
粗たんぱく質 14% Min
粗繊維 26% Min
ビタミンC 100mg/kg

パックサイズ
350g
10kg
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動物園と水族館商品
ユーラックス

パックサイズ
1.5kg
6kg

馬向けのオオバコの殻を含んだペレットです。
対象 砂や泥を消費することがある馬向けです。
使用にあたり 消化を助けます。オオバコの殻は消化器官に溜まった砂を動か
し、ゼラチンの塊となり食餌と一緒に消化管を通過します。
特性 腸内での砂や泥の動きをアシストし、健康な消化を維持します。
ユーラックスペレットは通常のオオバコの殻のように風で飛んだりしませ
ん。アップルフレーバーでおいしくできています。
使用方法 食餌に混ぜたり、おやつとして手で与えても構いません。週に3-4
度、体重500kgに対して125gのユーラックスを与えます。効果的な消化機
能の健康を維持するため、長期にわたり投与するようにしてください。
成分 オオバコの殻、オートの殻、アップルフレーバー

肉食動物向けのプレダマックス

パックサイズ
5kg
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生肉を食餌している肉食動物向けのパウダーサプリメント
対象 ライオン、狼、トラを含め全ての大型肉食動物
使用にあたり 生肉を与えている肉食動物へのサプリメントで不足しがちな不
可欠なビタミンとミネラルを含み、最適な栄養バランスを保証します。
特性 E生肉を食べている動物の不可欠なビタミン、ミネラル、カルシウムを
含んでいます。骨、外皮、脳機能、免疫機能などの日々の健康をサポートし
ます。獣医により開発され主要な動物園、ブリーダーに使用されています。
本物のカンガルーフレーバーでとておおいしくできています。
使用方法 20kgの動物の体重に対して新鮮な肉に5gのプレダマックスをふり
かけます。投与量は、NRC(ナショナルリサーチカウンシル)の犬に対する要
求の約50％に値します。成長期の動物は2倍の量を与えてください。
成分 1kgあたり: カルシウム(235.7g), リン(105g), ビタミンA (690,000
IU), ビタミンD3 (70,000 IU), ビタミンE (145 mg), ビタミンK
(227mg) , ビタミンB1 (320mg), ビタミンB2 (610mg), ビタミンB6
(200mg), ビタミンB12  (0.7 mg), パントテン酸塩(680mg), ナイア
シン(2100mg), 葉酸(10mg), 酒石酸コリン(15mg), 塩分(37g), ヨウ素
(53.2mg), 鉄分(1320mg), コバルト(13.8mg), マグネシウム(1280mg),
マンガン(186mg) & 亜鉛(221mg)

動物園と水族館商品
コンプリートエキドナダイエット

ハリモグラの総合栄養食です
対象 固形の食餌をしている成長期と成長後のハリモグラ向けです。
使用にあたり 総合栄養食として使用してください。
特性 主要な動物園やリハビリテーションセンターにて使用され、推薦されて
います。押出し成形工法によりおいしさと消化が良くなっており、獣医によ
り開発され、新鮮なオーストラリアの食材により作られています。
使用方法 温かい水と食餌をまぜて均一になるようにします。口ばしの短いハ
リモグラ(体重４kg)にベタファームのエキドナの食餌30gに90-120mlの水
を入れて、日々の栄養素要求を満たすようにします。成長中のハリモグラに
はミルクと混ぜて与えてることで、徐々に固形の食餌を食べることに慣れ、
リハビリ中の成長したハリモグラにはそのまま与えても構いません。ハリモ
グラの以前からの食餌からベタファームの食餌への一番良い変更方法は、ベ
タファームのエキドナダイエットを徐々に増やして行き、1日10%づつ以前
からの食餌を減らしてゆきベタファームのエキドナダイエットのみを食べる
まで続けます。
成分 食肉、コーン、大豆タンパク質分離物、粗飼料、片栗粉、ミネラル(カ
ルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、
カリウム、セレン、亜鉛)、ベジタブルオイル、オーガニック酸、アミノ酸
(アルギニン、シスチン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、
メチオニン、フェニルアラニン、タウリン、スレオニン、トリプトファン、
チロシンおよびバリン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12
、C、D3、E、H、K、コリン)
成分分析
粗たんぱく質 34.1% Min
粗脂肪 11.0% Min
粗繊維 6.0% Min
塩分 0.5% Max

パックサイズ
450g
2kg
10kg

クリッタケアコアラ

病気や怪我をしたコアラ向けです。
対象 リハビリテーションケアが必要なコアラ向けです。
使用にあたり 病気や怪我からの回復時や自発的に食べないコアラへの栄養素
と水分補給をします。
特性 コアラリハビリセンターとの共同で獣医が開発しました。
-とてもおいしく、消化が良いです。
-簡単に水と混ぜ合わせペースト状にして投与できます。
使用方法 Aコアラクリッタケア10ｇ(テーブルスプーン１さじ)を新鮮な水
22mlと混ぜて、ペースト状にします。スポイトか注射器にて投与します。シ
リンジや投薬用の注射器にて与えます。始めに2.5-5mlを一日に2,3回を2-3
日与え、1週間かけて20mlになるまで与えます。使用しなかったペーストは
廃却し、毎回新鮮なペーストを作ります。ペーストを与えた後は口の中を水
にて洗浄し、確認します(通常9-12ml、一回に3mlで十分です)。
成分 S大豆ミール、片栗粉、大豆たんぱく質分離物、オート繊維、ベジタブ
ルオイル、自然のオーガニック酸、アミノ酸(リジンとメチオニン)、ビタミ
ン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H & K)、コリン、
ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マン
ガン、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)とラズベリーフ
レーバー

パックサイズ
2kg
10kg
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動物園と水族館商品
エラスモタブレット

パックサイズ
スモール (150MG)
100, 500 錠
ラージ (1500MG)
500, 1000 錠

サメとエイのビタミンとミネラルの錠剤です。
対象 冷凍の魚の食餌をしているサメとエイ
使用にあたり 栄養疾患の予防をします。 冷凍の魚を食べることは、ビタミ
ン欠乏になります。 水が循環していない閉ざされた中では、多くの必要な
栄養素、特にヨードが不足し、甲状腺の病気およびサメやエイの病気を引き
起こすことになります。
特性 エラスモタブレットは獣医により開発され、飼育されたサメとエイのバ
ランス良い食餌に必須のビタミンとミネラルが配合されています。 魚のえ
らに入れることで簡単に与えることができます。
使用方法 ラージ（1500mgの錠剤）：魚250gあたり1錠、1週間に3回与え
てください。 スモール（150mgの錠剤）：魚25gあたり1錠、1週間に3回
与えてください。 他の薬と一緒に使用しても構いません。
有効 成分 ビタミン(A、B1、B2、B3、B6、B9、B12、C、D、E、K、H)、
ミネナル(コバルト、ヨウ素、鉄分、マンガン、カリウム、セレン、硫黄、
亜鉛)

ペンギンタブレット

パックサイズ

ペンギンの不可欠なビタミンサプリメントです。
対象 冷凍の魚の食餌をしているペンギン
使用にあたり 冷凍の魚の食餌をしているペンギン向けのサプリメントです。
特性 簡単に投与できます。食餌として与える魚のえらに入れます。
使用方法 ジェンツーペンギンや10kg以下のペンギン：食餌の魚と一緒に1日
1錠与えてください。
キングペンギンや10kg以上のペンギン：食餌の魚と一緒に1日2錠与えて
ください。
有効 成分 ビタミンB1, B2, B5, B6, B9,C, D3, E & H

1000 錠

ペンギンタブレット ＋カンタキサンチン

パックサイズ
1000 錠
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ペンギンの色を強めます
対象 冷凍の魚を食餌しているペンギン
使用にあたり 冷凍の魚を食餌しているペンギン向けのサプリメントです
特性 カンタキサンチンは、橙赤色の色素を強め、鮮やかな色を維持するのに
役立つ自然な色増強剤です。
使用方法 ジェンツーペンギンや10kg以下のペンギン：魚と一緒に1日1錠与
えます。
有効 成分 ビタミン(B1, B2, B5, B6, B9,C, D3, E & H)と
カンタキサンチン

動物園と水族館商品
アクアティックマーマルチュー

水族館で飼育されていて冷凍の魚を食餌している哺乳類にとって不可欠なビ
タミンサプリメントです。
対象 アザラシ、カワウソ、イルカなど、水族館で飼育されている全ての哺
乳類です。
使用にあたり アクアティックマーマルチューは冷凍の魚を食餌していて水族
館で飼育されている哺乳類にとって不可欠なビタミンを供給します。
特性 冷凍の魚の鰓に入れて与えます。冷凍の魚では不足しがちな重要なビタ
ミンを供給します。
使用方法 服用方法：魚一匹に対して1錠を入れます。魚の鰓から入れます。
これ以外の薬品との併用も可能です。
有効 成分 一錠あたりビタミン A 8000IUビタミン E 120mgチアミン (B1)
100mgリボフラビン (B2) 8mgピリドキシン (B6) 8mgパントテン酸(B5)
8mg葉酸 (B9) 320µgビオチン (H) 250µg

パックサイズ
500 Chewables

シーバードタブレット

魚を食べる鳥に必要なマルチビタミンで高レベルのビタミンを含んで
います。
対象 冷凍の魚を食べている、魚を食餌する鳥向けです。
使用にあたり シーバードタブレットは特に冷凍の魚を食餌していてビタミン
不足を補います。
特性 簡単に投与できます。魚のエラに錠剤を入れて、魚を与えます。
使用方法 投与：毎日鳥の体重1kgあたり1錠の錠剤を与えてください。錠剤
は、鳥類に給餌される魚のエラに挿入するか、体重1kg当たり1錠剤を食餌
に入れてください。
有効 成分 1錠あたりビタミン A (1800 IU), ビタミン B1 (30 mg), ビタ
ミン B2 (2mg), ビタミン C (20 mg), ビタミン B5 (2mg), ビタミン E
(20mg), ビタミン B6 (2mg), ビタミン B9  (0.7 mg)

パックサイズ
200, 1000 錠
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猛禽類の治療薬
ファルコンアスペルゾルタブレット

パックサイズ
50, 100 錠

アスペルギルス症の猛禽類の口から投与する錠剤
対象 猛禽類
使用にあたり アスペルギルス症の処置に使用します。アスペルギルス症と判
明した時のみに使用してください。
特性 ボリコナゾールは比較的新しいトリアゾール抗真菌の薬品です。酵素
を阻害し、エルゴステロールの合成を防ぎ、真菌膜の構成します。高い生物
学的利用能(96%)と肝臓で代謝されたシトクロムP450を持ち合わせていま
す。人の真菌感染症の処置として築かれ、アスペルギルス症の処置としてア
ムホテリシンBよりも優れています。
使用方法 アスペルゾルは体重1kgあたり1錠与え、1日に2度21日にわたり行
います(もしくは獣医の指示により)。
有効 成分 ボリコナゾール12.5mg

ファルコンベタボリックタブレット

パックサイズ
50 錠
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猛禽用の錠剤アナボリックステロイド
対象 猛禽類
使用にあたり ダイナミックな狩猟、強靭な筋肉が必要な時、捕獲の時に使用
します。狩猟のシーズン前に使用を始めると狩猟を開始するときにはピーク
のコンディションで望めます。
特性 筋肉量、強化、捕獲、パワーの増強と維持を行い、狩猟のパフォーマ
ンスを向上させます。
使用方法 狩猟の4-6週間前から1日以上与え、筋肉量とパワーの増強を行
います。狩猟のシーズンの間は１錠を週2回与え、筋肉の強化維持を行
います。錠剤は食餌に入れたり、直接口から与えます。
有効 成分 ベタボリックタブレットはアナボリックとアンドロゲン性ホルモ
ンのブレンドで狩猟の猛禽類に健康と活力を与えます。

猛禽類の治療薬
ファルコンロニベット－SF

口から与える抗原生動物(トリコモナス症)の処置
対象 猛禽類
使用にあたり 猛禽類の口腔内の潰瘍に使用します。
特性 トリコモナス症(口腔内の潰瘍)は狩猟を行う猛禽類のよくある病気で
す。口腔内の潰瘍は喉と腸に影響し、健康を害したり、低パフォーマンス、
死を招きます。トリコモナス症はストレスや怪我をした時などに見られま
す。ロニベット－SFは原生動物の猛禽類にとってロニダゾールを含み、安全
で有効で信頼できる処置です。
使用方法 数日間、体重1kgあたり、ロニダゾール10mgを直接与えてくださ
い。ロニベット－SFは猛禽類の体重1kgに対して、150mgの食餌と混ぜ合わ
せても結構です。
有効 成分 ロニダゾール60mg/g

パックサイズ
3.5oz/100g

ファルコンスペクトベットタブレット

猛禽類の抗生物質錠剤
対象 猛禽類
使用にあたり 猛禽類のスペクチノマイシンとリンコマイシンによる抗生物
質。マイコプラズマ、レンサ球菌、ブドウ球菌、コリネバクテリア、大腸
菌、サルモネラなど。
使用方法 体重1kgあたり毎日1錠を5-7日にわたり与えます。
有効 成分 スペクチノマイシンHCL、リンコマイシンHCL
パックサイズ
50, 1000 錠
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猛禽類の寄生虫駆除剤
ファルコンインセクトリキデーター

パックサイズ
100mL

猛禽類や飼育環境のダニやシラミ駆除のスプレー。
対象 猛禽類
使用にあたり 猛禽類や飼育環境のダニやシラミを駆除します。飼育環境の昆
虫、イエバエ、蚊、ゴキブリ、クモの駆除をします。
特性 外注を6週間にわたり寄せつけません。鳥の羽根と通り抜け、羽の下や
皮に潜んでいるダニやシラミを殺します。全ての鳥に対して100%安全
です。
使用方法 (a)鳥のダニ(ワクモ属種、イエダニ属種)やシラミ(ハジラミ目)の駆
除：鳥を持ち、30-40cm離れて直接吹きかけます。(b)環境：全ての環境に
スプレーを吹きかけます。1回の処置で6週間は駆除できます。ファルコンイ
ンセクトリキデーションは外側からの吹きかけのみ使用でき、食餌、サプリ
メントや口の投薬と一緒に使用しても安全です。
有効 成分 ピペロニルブトキシド6.25g/L、ペルメトリン
(40:60)1.25g/L、20mg/Lメトプレン

ファルコンウォームアウトタブレット

パックサイズ
50, 1000 錠
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口から投与する猛禽類の腸管の回虫向け錠剤
対象 猛禽類
使用にあたり 回虫の蔓延は体重減少、強度の減少、スタミナの減少を招きま
す。初期の回虫の蔓延は見つけることが難しく、獣医は規則的な予防処置を
お薦めいたします。
特性 ウォームアウトタブレットは回虫、鉤虫、サナダムシを予防します。ウ
ォームアウトタブレットは鳥に簡単に投与でき、正確に投与できます。
使用方法 体重1kgあたり、6週間ごとに錠剤半分を肉の中に入れたり、直接
口から与えます。
有効 成分 オクスフェンダゾール20mg、プラジカンテンル8mg

猛禽類の寄生虫駆除剤
ファルコンウォームアウトプラスタブレット
口から投与する猛禽類の回虫とコクシジウム向け錠剤
対象 猛禽類
使用にあたり ウォームアウトプラスタブレットは猛禽類の蟯虫(毛細線虫)、
虫垂と回虫(回虫類)の予防に効きます。回虫は成長期の猛禽類にとても良く
見られ、規則的な駆除は感染をしないためにも必要です。猛禽類がミミズに
接触する機会があるところで飼育されてている場合は毛細線虫も良く見られ
ます。規則的に検便を行い、寄生虫に注意する必要があります。コクシジウ
ムは猛禽類に腸炎を引き起こします。成長期の猛禽類は特に影響を受けやす
いです。寄生虫は便から入り、感染は新鮮でない食餌や水の摂取により発生
します。コクシディアの兆候は下痢を引き起こし、突然死に至ります。コク
シジウムは温かくて湿り気のある場所で起こります。乾燥した床で定期的に
糞を取り除くことでコクシディア駆除を助けます。
使用方法 体重1kgあたり1錠与えます。8-12週間毎に与えます。
有効 成分 オクスフェンダゾール20mg、ジクラズリル10mg、
プラジカンテル8mg

パックサイズ
50 錠

ファルコンプロトサイドタブレット

猛禽類のトリコモナス症(口腔内の潰瘍)、ヘキサミタ、ジアルジア症
対象 猛禽類
使用にあたり 猛禽類の原虫感染症(トリコモナス症(口腔内の潰瘍)、ヘキサミ
タ、ジアルジア症)
特性 ファルコンプロトサイドは一つの錠剤を投与することで口腔内の潰瘍の
問題を解決します。
使用方法 体重1kgあたり1回1錠与えます。症状が重い場合、
5-7日続けます。
有効 成分 ロニダゾール25mg、セクニダゾール25mg

パックサイズ
30, 100 錠

ファルコンイモックスタブレット

狩猟の猛禽類の駆虫性のタブレット
対象 猛禽類
使用にあたり 毛細線虫、シンガムス種、Serratospiculumなどを含む線中寄
生虫の処置
特性 イモックスタブレットは体内の
線虫寄生虫の幅広い処置に使われます。
使用方法 体重1kgあたりイモックスを1錠与えます。鳥の体内から寄生虫を
駆除するのに10-12週間毎に処置を行い、感染した食餌を与えないように注
意してください。
有効 成分 モキシデクチン1000 μg

パックサイズ
50 錠
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猛禽類の栄養素
ファルコンアデェックインジェクタブル

パックサイズ
10mL

猛禽類向けの高い効力、低用量のビタミン注射
対象 猛禽類
使用にあたり ファルコンアデェック注射剤はストレス、病気、怪我など時や
早急に回復が必要な時に使用します。特に原生動物病(例、トリコモナス症)
、皮膚や目の病気や換羽期。
特性 低用量で注射箇所の筋肉へのダメージを削減し、早急に吸収され
てます。
使用方法 毎月体重1kgに対して0.5ml与えます。他の薬と服用しても安全
です。
有効 成分 ビタミンA 50,000IU, ビタミンC 100mg, ビタミンD3
25,000IU, ビタミンE 30mg

ファルコンポリーエイドプラス

パックサイズ
80g
500g

ポリーエイドプラスは命を救います！猛禽類にとって｢応急処置の瓶｣です。
対象 猛禽類
使用にあたり 病気や出産時、トラウマや病気からの回復時のサプリメントと
して、緊急時の栄養素として与えます。
特性 炭水化物とタンパク質の特別な供給として、エネルギーとタンパク質の
即効性があります。ポリーエイドプラスのユニークなフォーミュラは体内に
すぐに吸収され、救命を行います。プロバイオチックスを含み抗生物質投与
後の腸の健康と自然な動きを回復します。
使用方法 ポリーエイドプラス10g(テーブルスプーン1杯)を水5ml(ティース
プーン1杯)と混ぜ、一日に一度か二度投与します。使用しなかった分につい
ては捨ててください。新鮮なものを使用し、鳥が通常通りに食べ始めるまで
使用してください。
有効 成分 ビタミンA, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D3, E, H, K, コ
ーンスターチ、卵白、グルコン酸カルシウム、コリン酒石酸塩、硫酸マグネ
シウム、塩化カリウム、プロボティック、塩化ナトリウム

ファルコンリチャージ

パックサイズ
50mL
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狩猟をする猛禽類の高パフォーマンスエネルギー活性化液
対象 猛禽類
使用にあたり 狩猟をする猛禽類の高パフォーマンスエネルギー活性化に使用
します。
特性 早急な回復と筋肉の損傷を防ぎます。筋肉の疲労と痙攣を止めて筋肉へ
のエネルギー供給を向上させる再充電水です。脂肪酸を筋肉へのエネルギー
に変え、筋肉と心臓のアデノシン三リン酸の生産を向上させます。
使用方法 狩猟の3日前より毎日2mlを口から与え、2mlを狩猟後にも与
えます。
有効 成分 150g/Lリボース、250g/L Lカルニチン

猛禽類の栄養素
クリエートマッスルパウダー

クリエートマッスルパウダーは狩猟をする猛禽類のオーラルサプリメント
です。
対象 猛禽類
使用にあたり 狩猟に必要なスピードと耐性に必要な強いエネルギー供給を狩
猟の猛禽類に供給します。有効成分は長時間の狩猟の時の飛行や獲物を捕ま
えるために必要な強靭な筋肉の形成をサポートします。
特性 ファルコンクリエートマッスルパウダーは筋肉の機能を最大限発揮す
るためにLカルニチン、クレアチンを含んでいます。スピード、耐性とパワ
ーを促進します。
使用方法 狩猟のシーズンには毎日1ポンプ分(1ml)を口から与えます。食餌
に混ぜたり、口に直接与えても構いません。
有効 成分 クレアチン130mg/mL、L狩る二チン80mg/mL

パックサイズ
100mL

ファルコンリハブフォーミュラ

猛禽類のトラウマや病気からの回復やリハビリ時のサポート
対象 猛禽類
使用にあたり リハブパウダーはトラウマや病気からの回復やリハビリのサ
ポートをします。足球部炎、足緒、喧嘩での怪我、トリコモナス症、アスペ
ルギルス症、細菌感染症、手術後の回復時、激しい狩猟の後などにも使用で
きます。
特性 ファルコンリハブパウダーは猛禽類のハンターが完全に健康に、スト
レスを感じることなく回復するのをサポートします。
早急に回復し、ビタミン、ミネラルと濃縮されたアミノ酸で治癒特性のある
Lグルタミンアミノ酸が含まれています。
使用方法 食餌にスプーン1杯をふりかけ、猛禽類に与えます。フォーミュラ
は完全に回復するまで毎日与えます。
有効 成分 ビタミンA, B1, B2, D3, E, Lグルタミン、アルギニン、ヒスチジ
ン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、銅イオン、鉄イオ
ン、マンガンイオン、カリウムイオン、亜鉛イオン、プロバイオティックス

パックサイズ
100g
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猛禽類の栄養素
ファルコンソルベットプラスクゥェイルパウダー

パックサイズ
100g

猛禽類向けのビタミン、塩分、エネルギーの粉末サプリメント。
対象 猛禽類
使用にあたり 健康維持や温度変化、移動時、狩猟時、病気や怪我からの回復
時に使用します。
特性 簡単に投与できます。自然のウズラのフレーバーで日々の食餌にふりか
けてください。不可欠なビタミン、塩分、エネルギーを含み健康を促進し、
水分とエネルギー補給をサポートします。
使用方法 粉末1杯を食餌にふりかけ与えます(毎日与えたり、病気や怪我から
の回復時の栄養素サポートとして与えます)。
有効成分 ビタミンA, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D3, E, H, K, 酒石
酸コリン、ヨウ素、マグネシウム、硫酸塩、クエン酸ナトリウム、重炭酸ナ
トリウム、塩化ナトリウム、デキストロース

ファルコンモルティングエイドパウダー

パックサイズ
100g
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ウズラのフレーバーのビタミン、ミネラルとアミノ酸のサプリメントで、羽
根の生え変わりをサポートします。
対象 猛禽類
使用にあたり 猛禽類が換羽の時に健康に強い羽を伸ばすのに使用し、猛禽類
が優れた能力で飛ぶのをサポートします。
特性 モルティングファルコンは換羽のために増強されたビタミン、ミネラ
ルとアミノ酸を含み、モルティングエイドは新しい羽根の成長をサポートし
素早い羽根の生え変わり、羽が健康的に成長し、ストレスを感じないように
します。
使用方法 猛禽類が羽根の生え変わり時に粉末1杯を食餌にふりかけます。
有効 成分 ビタミン(A, B1, B2, B3, B5, B6, D, E)、ミネラル(銅、コバル
ト、鉄分、マンガン、カリウム、亜鉛)、アミノ酸(リジン、メチオニン、塩
化コリン、ヒスチジン、トレオニン、イソロイシン)

猛禽類の栄養素
ファルコンスパークエレクトロライトパウダー
猛禽類の電解質とエネルギーサプリメント
対象 猛禽類
使用にあたり 温度変化、移動時、狩猟や激しい運動時やその後の脱水症状や
疲労時の処方と防止をします。
特性 簡単に投与でき、自然のウズラのフレーバーのフォーミュラで食餌にふ
りかけます。電解質とエネルギーを含み、水分とエネルギーの補給を行った
り、激しい運動の後の栄養補給を行います。
使用方法 狩猟のシーズン時、食餌にスプーン1杯ふりかけ猛禽類に与
えます。
有効 成分 カリウムイオン、ナトリウムイオン、クエン酸イオン、重炭塩酸
イオンとグルコース

パックサイズ
100g

ファルコンマルチベットタブレット

猛禽類のマルチビタミンサプリメント
対象 猛禽類
使用にあたり 狩猟を行う猛禽類は筋肉と器官機能のために高ビタミンが求
められます。ビタミンサプリメントはストレス時や病気からの回復時にも使
用できます。
特性 マルチベットはビタミンAとビタミンBにヨウ素も加えられており、猛
禽類の健康に不可欠なさまざまなビタミンが含まれています。猛禽類が自然
な能力を発揮できるように構成されています。
使用方法 体重1kgに対して錠剤半分を与え、肉の中に入れたり、直接口から
与えたりします。
有効 成分 ビタミンA, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D3, E, K, Hとヨ
ウ素

パックサイズ
50, 1000 錠

ファルコンブルッドタブレット

猛禽類の血液を活性化するタブレット
対象 猛禽類
使用にあたり 狩猟をする猛禽類のスタミナと血液の生産を向上させます。
特性 ブルッドタブレットは赤血球の生産を促進します。赤血球は猛禽類の
体内に酸素を供給するのに必要です。最適な赤血球とヘモグロビンは酸素を
運ぶ能力を促進します。ブルッドタブレットは血液の能力を高め、酸素が筋
肉に送られるのを促進します。ブルッドタブレットを摂取した鳥は活力がみ
なぎり、スタミナが増強されます。ブルッドタブレットのユニークなミネラ
ルのタンパク質は活発な血液生産ための即効性と吸収性に優れています。
使用方法 体重500gに対して毎日1錠を肉の中や直接口から与えてください。
有効 成分 リジン3.0mg、 亜鉛900 μg、鉄分780μg、銅145 μg、コバ
ルト100、ビタミンB12 1.0 μg

パックサイズ
100 錠
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鳩
ピジョンワームアウトプラス

パックサイズ
50, 1000 錠

鳩向けの駆虫剤＋抗コクシジウム剤です。
対象 鳩
使用にあたり ハトは時折、寄生虫やコクシジウムなどの内部寄生虫に苦しん
でいます。 ウォームアウトプラスは、これらの寄生虫を経口投与で迅速か
つ安全に駆除します。
特性 ワームアウトプラスは、サナダムシ、毛虫、盲腸虫、回虫およびコクシ
ジウムを治療し、予防します。
使用方法 1日1錠を2日間与えます。 すべての成長中の鳥は、飼育場の移動
するときには治療を受けなければなりません。 すべての繁殖用ハトは、繁
殖期の前に治療をする必要があります。 すべてのレース用の鳥はレースシ
ーズン前に治療を受けなければなりません。 すべての新しい鳥は、新しい
飼育場にする前に治療する必要があります。 鳥に3ヶ月ごとに再治療を行っ
てください。
注意：雛や羽の生え変わりの時期には与えないでください。
有効 成分 1錠あたり：プラジカンテル5mg、オクスフェンダゾール5mg、ジ
クラズリル0.5mg

ロニベットフォーピジョン

パックサイズ
100g
500g
900g

潰瘍(トリコモナス症)に対して水に入れて投与します。
対象 鳩
使用にあたり 鳩の潰瘍(トリコモナス症)に対して水に入れて投与します。
特性 潰瘍を治療するときに鳥に使用するための最も安全な投与で、神経損
傷を引き起こしません。
使用方法 用法と用量：8Lの飲料水に4gを混ぜ、7日間鳩に治療します。
鳩のレースシーズン：小屋で飼育している時に潰瘍の問題があるようなら隔
週で7日おきに治療します。
鳩のブリーディングシーズン：繁殖期が始まる前に親鳥を7日間与え、その
後、若鳥が孵化するときに7-21日間与えますします。
新鮮な溶液を毎日作ってください。他のすべての水を取り除いて
ください。
有効 成分 ロニダゾール120mg/g

ピジョンブルッド

パックサイズ
1000 錠
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鳩の健康な血液機能のための栄養サプリメントです。
対象 鳩
使用にあたり 必要な栄養レベルを補うサプリメントです。 最高のフィット
ネスとスタミナの達成と維持をアシストします。
特性 ブルッドタブレットは、血球数および筋肉への酸素供給を増加させる
ために不可欠な要素を供給します。 ブルッドのミネラルタンパク質は、よ
り良い血液生産のための迅速かつ完全な吸収を促進します。 最適な赤血球
およびヘモグロビン値は、酸素運搬能力を高めることができ、よりスタミナ
を有する丈夫な鳥になります。
使用方法 ３週間にわたり毎日1錠を鳩に与え、レースシーズンには週に2度1
錠与えてください。
有効 成分 1錠あたり：鉄タンパク質（3MG）、コバルトタンパク質
（0.3MG）、銅タンパク質（0.3MG）、ビタミンB12（0.01MG）、亜鉛タ
ンパク質（7.5MG）、葉酸（0.04MG）。

鳩
ピジョンリボライト

鳩のエネルギーと電解質補給剤です。
対象 鳩
使用にあたり 激しい運動後のピジョンリボライトの補給は、エネルギーレベ
ルの回復と脱水症状からの回復を助けます。
特性 エネルギーレベルを補う-リボースは、自然に発生し、体内のすべての
細胞に見られる強力な細胞エネルギー源です。 早急な回復-エネルギーレベ
ルの回復を支援することにより、回復時間を短縮します。 水分補給 - 高品
質の電解質が含まれています。
使用方法 使用前に良く振ってください。飲料水1Lに100ml加えます。レー
スの前後に使用します。
有効 成分 リボース 330g/Lと電解質(グルコース、ナトリウムイオン、カリ
ウムイオン、クエン酸イオン)

パックサイズ
100mL
500mL
5L

ピジョンリチャージ

鳩のパフォーマンスを高めるエネルギー補給剤です。
対象 鳩のパフォーマンス
使用にあたり 激しい運動の後、筋肉細胞にリボースとL-カルニチンを補充
し、回復を助けます。
特性 ピジョンリチャージは、激しい運動により低下した、リボースおよび
L-カルニチンを補給します。リボースとL-カルニチンは筋肉組織を含めた体
内の全ての細胞のエネルギーを変換する役割を行います。激しい運動は骨格
筋を減少させます。直接投与もしくは飲料水に混ぜても構いません。
使用方法使用前に良く振ってください。
投与：水と混ぜることで濃度を20%にします。
激しいエクササイズの3日前から1日1回1mlを調整した溶液を与え、激しい
運動の後すぐに1mlを与えます。
有効 成分 250mg/LL-カルチニン、150mg/Lリボース

パックサイズ
50mL
500mL
5L
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鳩
ピジョンリスパイアータブレット

パックサイズ

鳩レースの鳩の呼吸の問題を防ぐトリートメントです。
対象 鳩レース
使用にあたり 鳩レースの健康な呼吸器系をサポートすることで最大限のパフ
ォーマンスの発揮できるようにします。粘液および排出物は、肺における酸
素移動を著しく制限します。
特性 リスパイやータブレットは、粘液を取り除き、外部からや感染因子に
よる気道の閉塞を防ぎ、健康な呼吸器系と最大限のパフォーマンスを
助けます。
有効 成分 1錠あたり：25mgドキシサイクリン、1mgブロムヘキシン。

50, 1000 錠

ピジョンスペクトベットタブレット

パックサイズ
100, 1000 錠

鳩の抗生物質錠剤です。
対象 鳩
使用にあたり スペクトベットは、鳩のバクテリアを治療するために開発され
た抗生物質です。 これらには、マイコプラズマ族(慢性呼吸器疾患)、ストレ
プトコッカス属、ブドウ球菌、コリネバクテリア種、大腸菌、サルモネラ菌
が含まれます。
特性 スペクトベット内の有効成分は、体に容易に吸収され、呼吸器組織を
含むすべての体液および組織において効果があります。
使用方法 体重500gまでの鳩に毎日1錠を5-7日間与えます。体重500g-1kg
までの鳩に毎日2錠を5-7日間与えます。厳禁：ラビット、ハムスター、ギ
ニアピッグ、馬や反すう動物にはスペクトベットを含んだ食餌は与えないで
ください。これらの種による摂取は重篤な胃腸の影響をもたらすことがあり
ます。
有効 成分 錠剤あたり：スペクチノマイシン18mg、リンコマイシン9mg

トニーズトレジャータブレット

パックサイズ
100, 1000 錠
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抗生物質、抗コクシジウムおよび抗原虫の様々な病気の治療錠剤です。
対象 鳩
使用にあたり パフォーマンスの低下、呼吸困難、潰瘍、副鼻腔炎、気嚢炎、
腸炎、下痢、体重減少などの症状の治療に使用します。
特性 トニーズトレジャータブレットは、正確な診断が不可能なハトの病気
を治療するために開発された強力な成分の組み合わせです。
使用方法 3-5日間、または鳥が回復するまで1日1錠を与えます。最大10日
間の治療してください。トニーズトレジャータブレットは錠剤はウイルス性
疾患には効果がありません。
有効 成分 抗生物質、抗コクシジウムおよび抗原虫の特別ブレンドして
います。

鳩
ピジョントリゾールタブレット

鳩の抗原虫薬です
対象 鳩
使用にあたり カンカ（トリコモナス症）とコクシジウム症の治療に使用
します。
特性 安全かつ効果的な投与治療です。 ピジョントリゾールタブレットの有
効成分は、安全で持続的な作用をもたらします。
使用方法 食餌の後に1錠与えます。症状が重い場合、2回目の投与を5-7日
間後に行います。
有効 成分 1錠あたり：ロニダゾール25mg、セクニダゾール25mg、ジクラ
ズリル5mg

パックサイズ
100, 1000 錠

ピジョンベタボリック

鳩レース用の筋肉増強剤です。
対象 鳩レース
使用にあたり レース前のトレーニング中やレースシーズンに使用するのに
最適で、筋力と筋肉量を強化します。 また、病気やトラウマからの回復を
助けます。
特性 ピジョンベタボリックの活性ホルモンは、強度、筋肉量および骨成長
の急速な増加をもたらします。
使用方法 レース開始の3週間前より毎日1錠与えます。レースシーズンには
毎週1錠与えます。
有効 成分 ベタボリックはアナボリックホルモンとアンドロゲンホルモンの
組み合わせで構成されています。

パックサイズ
100, 1000 錠

ピジョンワームアウトタブレット

鳩向けの全ての駆虫剤です
対象 鳩
使用にあたり 腸内の回虫のトータル駆除です。
特性 急速に作用する強力な成分を含んでおり、腸の回虫（回虫、毛虫、盲
腸虫およびサナダムシ）を駆除します。 この安全な効果的な処方では断食
は必要ありません。
使用方法 6週間ごとに口から1錠与えてください。
有効 成分 1錠あたり：プラジカンテル5mg、オクスフェンダゾール5mg。
パックサイズ
100, 1000 錠
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鳩
ピジョンドキシーベットPタブレット

競技用の鳩の広域抗生物質です。
対象 鳩レース
使用にあたり ピジョンドキシベットPは広域抗生物質でグラム陽性およびグ
ラム陰性バクテリア、リケッチア種、クラミジア属種、マイコプラズマ属の
生物に効果があります。大腸菌症、オルニチ症複合体、ブドウ球菌感染症や
感受性のある生物に対して治療します。
使用方法 1錠を口から与え、毎日1錠を5-7日間与えます。
有効 成分 ドキシサイクリン塩酸塩25mg/1錠あたり
パックサイズ
100, 1000 錠

ピジョンマルチベットタブレット

パックサイズ
100, 1000 錠

鳩向けのヨウ素も含まれている高ビタミン剤です。
対象 鳩
使用にあたり 栄養値が低い時のサプリメントとして使用します。 トラウマ
や病気からの回復時の栄養素サポートを行います。
特性 12のビタミンとヨウ素を含んでいます。健康と活力をサポート
します。
使用方法 口から1日1錠与えてください。
有効 成分 1錠あたり：  ビタミン： A (160 IU), B1 (78 µg), B2
(202µg), B3 (796µg), B5 (196µg),  B6 (62 µg), B9 (38µg), B12
(0.72µg), D3 (40 IU), E (0.4 mg), H (1.6µg), K (326µg), 酒石酸コリ
ン(6.27µg),ヨウ素 (33µg).

ピジョンリバークレンズタブレット

パックサイズ
100, 1000 錠
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Liver function support for Pigeons.
対象 鳩
使用にあたり リバークレンズは、病気、ストレス、薬物投与の後、または肝
臓の機能が低下している時のサプリメントとして使用します。
特性 肝機能は健康にとって不可欠です - ピジョンリバークレンズは1つの
錠剤の投与で肝臓の修復と解毒を行い、肝臓の健康をサポートします。
使用方法 週に2回1錠づつ与えます。
有効 成分 1錠あたり：メチオニン5mg、リジン5mg、ビオチン1.60μg、
シアノコバラミン0.8μg

犬と猫
ハートゴールドプラス

腸管の駆虫剤と犬糸状虫予防です。
対象 全ての犬に安全です。
使用にあたり ハートゴールドプラスは、感染後最大30日間、犬糸状虫の幼虫
(犬糸状虫)を排除します。ピランテルは、回虫(犬回虫、犬小回虫)および鉤虫
(鉤虫属および十二指腸虫属)の腸相を除去します。
特性 犬が好きな湿り気のある、新鮮な肉の噛み物でこれまでで一番簡単に与
えることができます。 本物のカンガルー肉が含まれ、とてもおいしくできて
います。
使用方法 犬の体重に適した製品を選択し、1ヵ月あたり1ヶ（治療は28〜30
日ごとに行ってください）。 最初のチュアブルは、感染した蚊にさらされる
前に与えられ、犬糸状虫に感染していない犬に与えてください。
有効 成分 1錠あたり：ミディアム：ピュアネールパモエイト114mg、イベル
メクチン136μgラージ：ピュアネールパモエイト228mg、イベルメクチン
272μg
体重 中型犬：12-22kg、大型犬23-45kg

パックサイズ
6錠、20錠、
100錠

ワームアウトタブレット

犬と猫向けの腸に寄生する全てのワーム予防です。
対象 犬と猫。体重：スモール(5㎏)、ミディアム(10㎏)、ラージ(20㎏)
使用にあたり 体内寄生虫の治療と予防を行います：虫垂(ジピリジウムカニ
ナム、無鉤条虫)、ハイドロタキス(単包条虫)、回虫(トキソカリス・カニス、
イヌ小回虫)、鉤虫(アンクロストーマ属種、狭頭鉤虫)、ウイップワーム(犬べ
ん虫)。
特性 一錠で広域スペクトラムの処置を行い、対費用効果が良いです。
使用方法 使用方法：犬の犬糸状虫には効果がありません。
投薬量と投与：ペットの体重に適した体重範囲を選択し、ワームアウトタブ
レットを1錠与えたり、食餌に混ぜます。 3ヶ月に1回、または獣医師の指示
の下で繰り返してください。
妊娠している雌犬：交配前、繁殖前、その後3ヶ月ごとに治療してください。
ワームの問題が解決しない場合は、獣医師に相談してください。
単包条虫の防除：猫や犬には臓物を与えないでください。水域の猫や犬は6週
間ごとに治療をしてください。
有効 成分 1錠あたり：スモール：オキシビダゾール113mg、プラジカンテル
25mg、ミディアム：オキシベンダゾール225mg、プラジカンテル50mg、
ラージ：オキシジダゾール450mg、プラジカンテル100mg

パックサイズ:
6錠，20錠，
50錠，100錠
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犬と猫
ハートゴールドチュアブル

パックサイズ
6錠、20錠、
100錠

毎月の犬糸状虫予防です。
対象 犬と子犬(生後6週間から)
使用にあたり 過去30日以内に感染した蚊から得られた犬糸状虫の幼虫（犬
糸状虫）を排除することにより、イヌの犬糸状虫を効果的に予防します。
特性 犬が好きな湿り気のある、新鮮な肉の噛み物でこれまでで一番簡単に
与えることができます。 本物のカンガルー肉が含まれとてもおいしくでき
ています。
使用方法 厳禁：生後6週齢以下の子犬には使用しないでください。 犬の体
重範囲に適した製品を選択し、1ヵ月あたり1ヶ与えます(28〜30日ごとに与
えます)。 最初のチュアブルは感染した蚊にさらされる前に与え、犬糸状虫
に感染していない犬に与えてください。 妊娠中やブリーディングの犬に与
えても構いません。 しかし、副作用が認められた場合は、獣医師に相談し
てください。
有効 成分 イベルメクチン136 µg (中型), イベルメクチン272 µg  (大型)
体重 中型犬：12-22kg、大型犬23-45kg

犬と猫のドキシーベット

パックサイズ
20, 50, 100,
1000 錠

広域スペクトル抗生物質の錠剤です。
対象 犬と猫
使用にあたり 犬や猫の膿皮症、毛嚢炎、呼吸器感染症、泌尿生殖器感染症、
外耳炎および中耳炎、骨髄炎および子宮内感染などの皮膚感染症を含むドキ
シサイクリン感受性生物によって引き起こされる感染症の治療のために使用
されます。
特性 信頼性が高く、効果的で、幅広い広域スペクトル治療。
使用方法 厳禁：新生児の動物や妊娠時の最後の3分の1の時期には使用しな
いでください。 投薬と投与：10Kgの体重当たり1錠の用量を与え、次に12
時間ごとに10kg当たり1/2錠を2回投与し、24時間ごとに10Kg当たり錠剤
1/2を与えます。 授乳中または授乳中に与えます。 症状が沈静化してから
48時間治療を続けてください。 慢性皮膚疾患の治療期間は10-20日、慢性
膀胱炎は10-28日、呼吸器疾患は8-10日です。 獣医師の相談なしに他の薬
と併用しないでください。
有効 成分 ドキシサイクリン塩酸塩50mg /錠剤

イージーボーンワーマープラス

パックサイズ
小さな犬向け(5㎏)
20錠
大きな犬向け(20㎏)
20錠、100錠
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毎月の駆虫剤です。
対象 全ての犬(生後6週間以上)
使用にあたり 内部寄生虫を治療し、予防します。：糸状虫幼虫(イヌ糸状虫)
、虫垂(ジピリジウムカニナム、タウニア種、単包条虫)、回虫(トキソカリ
ス・カニス、イヌ小回虫)、鉤虫(アシロストーマ種、ウンシナリア・ステノ
セファラ)、ウィップワーム(犬べん虫)
特性 簡単で美味しく、すべての内部寄生虫を駆除します。 活性成分は、非
常に美味しく(カンガルーと肝臓もフレーバー)配合され、定期的な処置を非
常に簡単にします。
使用方法 1ヶ月にイージーボーンワーマープラスを1個与えます。 手で食
べさせたり、食べ物に加えても良いです。 他の薬と一緒に使用しても安全
です
有効 成分 オキシベンダゾール、プラジカンテル、イベルメクチン

犬と猫
ハートワームタブレット

月ごとのフィラリアを予防する錠剤です。
対象 犬と子犬(生後6週間後から)
使用にあたり 過去30日以内に感染した蚊から得られた犬糸状虫の幼虫を排
除することでフィラリア症を防ぎます。
特性 安全かつ効果的なフェラリア予防で、簡単に月ごとに投与できます。
対価格で価値があります。
使用方法 生後6週齢以下の子犬には使用しないでください。 犬の体重範囲
に適した製品を選択し、口からベタファームのハートワームタブレットを1
錠剤を与えたり、食餌に混ぜて与えます。 フィラリアの治療は、28〜30日
間隔で定期的に行ってください。 最初の錠剤は、感染した蚊からの感染前
に与えられ、フェラリアに感染していない犬に与えてください。 妊娠して
いる犬やブリーディングの犬に与えても良いです。
有効 成分 1錠あたり：スモール：イベルメクチン68µg、ミディアム：
イベルメクチン136µg、ラージ：イベルメクチン272µg

パックサイズ
6, 20, 100 錠

HFTイージーボーン

月ごとの糸状虫、ノミ、条虫予防です。
対象 全ての犬(生後6週間以上)です。
使用にあたり ノミ、糸状虫、および条虫からの予防に使用します。
特性 HFTイージーボーンは、すべてのステージの条虫を殺し、ノミのライ
スサイクルを壊すことで、ノミの成長を妨げ、ノミや条虫の予防をします。
HFT イージーボーンはまた、犬の糸状虫を予防します。
使用方法 犬の体重範囲に適した製品を選んで、1ヶ月に1回口から与えた
り、細かくして食餌に混ぜたりしてHFT イージーボーンを与えます。処置
は、28-30日間隔で定期的に行ってください。 最初の咀嚼は、感染した蚊
にさらされる前に与えられ、犬が糸状虫に感染する前に与えられなければな
りません。
有効 成分 ルフェヌロン、プラジカンテル、イベルメクチン
体重 小型犬(4-11kg)、中型/大型犬(12-60kg)

パックサイズ
6, 20, 100 錠

スパークリキッド(全ての種向け)
エネルギーサプリメント＋電解質

対象 全ての動物向け
使用にあたり ペットの飲料水として、脱水症状、補充、高温時、ストレス、
病気や怪我からの回復時に使用します。
特性 獣医により開発され、脱水症状、補充、およびストレスからの回復およ
び高温度時にエネルギーを補うようにできています。ペットの飲料水に入れ
るだけで簡単に与えることができます。迅速かつ効果的な電解液およびエネ
ルギーの補給ができ、 消費されるとすぐに回復を開始します。
使用方法 1リッターの飲料水に20ml入れてください。唯一の飲料水として
与え、毎日新しいものを作ってください。使用前によく振ってください。
有効 成分 1リッターあたり：グルコース135G、クエン酸イオン30.31G、ナ
トリウムイオン13G、カリウムイオン20G

パックサイズ
50mL
125mL
250mL
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犬と猫
プレダマックス(犬、猫、フェレット向け)

パックサイズ
200g

生肉を食事している肉食動物のパウダー状のサプリメント
対象 犬、猫、フェレット
使用にあたり 生肉を与えている肉食動物へのサプリメントで不足しがちな不
可欠なビタミンとミネラルを含み、最適な栄養バランスを保証します。
特性 生肉を食べている動物の不可欠なビタミン、ミネラル、カルシウムを
含んでいます。骨、外皮、脳機能、免疫機能などの日々の健康をサポートし
ます。獣医により開発され主要な動物園、ブリーダーに使用されています。
本物のカンガルーフレーバーでとておおいしくできています。
使用方法 20kgの動物の体重に対して新鮮な肉に5gのプレダマックスをふり
かけます。投与量は、NRC(ナショナルリサーチカウンシル)のイヌに対する
要求の約50％に値します。成長期の動物は2倍の量を与えてください。
有効 成分 1kgあたり: カルシウム (235.7g), リン酸塩(105g), ビタミン
A (690,000 IU), ビタミン D3 (70,000 IU), ビタミン E (145 mg), ビ
タミン K (227mg) , ビタミン B1 (320mg), ビタミン B2 (610mg), ビ
タミン B6 (200mg), ビタミン B12  (0.7 mg), パントテン酸塩(680mg),
ナイアシン (2100mg), 葉酸(10mg), 酒石酸コリン(15mg), 塩分 (37g),
ヨウ素 (53.2mg), 鉄分 (1320mg), コバルト (13.8mg), マグネシウム
(1280mg), マンガン (186mg) & 亜鉛 (221mg).

クァンタムタブレット

パックサイズ
6, 20, 100 錠
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猫向けのすべてのワーマー、ノミ予防の錠剤です。
対象 猫
使用にあたり 回虫、鉤虫、サナダムシ、犬糸状虫やノミの予防にクァンタム
タブレットを使用してください。子猫(生後6週間以上)や妊娠中/授乳中にも
使用できます。
特性 子猫(生後6週間以上)や妊娠中/授乳中にも使用できます。
使用方法 猫の体重に対して適切なサイズを選択し、空腹時に月に1錠与えて
ください。
成長した猫には28‐30日(1カ月)毎に、子猫には6,8,12週毎に与え、その後
毎月与えます。妊娠中や授乳中の猫には交配前から与え、出産の10前、出産
後2‐4週間後に与えます。
有効 成分 一錠あたり：スモール：ルフェヌロン120mg、ピラントルパモ
エート80mg、プラジカンテル20mgおよびのイベルメクチン104μg。ラー
ジ：ルフェヌロン240mg、ピラントルパモエート160mg、プラジカンテル
40mgおよびイベルメクチン208μg。
体重 4㎏まではスモールサイズ、4㎏以上はラージサイズを使用してくださ
い。

鶏
フリーライスシンバイオティック

9つのプロバイオティック(1.8億個 CFU/g)と自然のプレバイオティック(チ
コリーの根)と酵素が入っています。
対象 家禽
使用にあたり ストレス、病気、けが、抗生物質治療後、または免疫および消
化器系をサポートするための毎日のサプリメントとして使用します。
特性 消化器系および免疫系をサポートするための理想的な日々のサプリメ
ントです。
シンバイオティックには9つの有益なバクテリア、自然のプレバイオチック(
チコリーの根)と消化酵素が入っています。
1.8億個CFU / g濃度の有益なバクテリアが、最適な免疫システムと消化を
サポートします。 天然のプレバイオティックチコリーの根の抽出物はビフ
ィズス菌に栄養を与え、免疫力を高めます。 酵素は、ストレスや傷害から
回復する動物にとって重要な、食品の消化を直接改善します。
使用方法 シンバイオチックは抗生物質と併用すべきではありませんが、有
益な細菌で腸を再生するために抗生物質を使用後にすぐに使用することがで
きます。 以下のように食物や飲料水に入れてください：
日々のメンテナンスの投与：(日々の使用)：シンバイオティック3g（スプ
ーン1杯）を新鮮な飲料水1Lに入れてください、もしくは1kgの食餌（例え
ば、柔らかい食物、野菜、水に漬けた食餌、挿し餌）にシンバイオティック
6g（スプーン2杯）を加えます。
ストレス用量：（抗生物質投与後、または動物が消化不良の時）
1Lの清潔な飲料水にシンバイオテイック 6g(スプーン2杯）を加える
か、1kgの食餌にシンバイオティック12g（スプーン4杯）を加えます。
有効 成分 プロバイオチックス：(1.8億個 CFU/g)ラクトバチルスアシドフ
ィルス、L.カゼイ、L.サリバリウス、L.プランタルム、L.ラムノサス、L.ブ
レビス、ビフィドバクテリウムビフィダム、B.ラクティス、S.サーモフィル
ス、プレバイオチック：イヌリン（チコリーの根の抽出物） 酵素：プロテ
アーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、リパーゼ、パパイン、
ブロメライン。

パックサイズ
150g
450g

パウトリーマルチベットタブレット

高効力のビタミンタブレット
対象 家禽、雛鶏、猟鳥向けです
使用にあたり 必須レベルのビタミン、ミネラル、栄養素を補うための
サプリメントです。
特性 マルチベットには12種類の必須ビタミンとヨウ素が含まれています。
一般的な健康と羽の発達を維持するのに役立つ必須のビタミン、ミネラル、
栄養素を食事に補給します。栄養素不足に関連する病気の予防に役立
ちます。 栄養を供給することで怪我、トラウマまたは病気からの回復を助
けます。
使用方法 体重2kgあたり1錠与えてください。
有効 成分 1錠あたり: ビタミン A (376IU), B1 (184µg), B2 (475µg),
B3 (1.8mg), B5 (460µg), B6 (147µg), B9 (0.8µg), B12 (1.7µg), D3
(94IU), E (0.94IU), H (3.8µg), K (755µg), コリン酒石酸塩(14µg) ,ヨウ
素 (85µg)

パックサイズ
100 錠
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小動物
オリジンズインセクト＆マイト レディートゥーユーズ

パックサイズ
250mL
500mL

残留殺虫剤および虫の成長を止めます。
対象 ケージで飼育されているロデントとラビット
使用にあたり 小動物(ウサギおよび齧歯類)のダニ(ヒゼンダニ)およびシラミ(
アノプラ属)およびそれらの環境におけるダニおよびシラミの予防をします。
特性 ： 害虫を6週間寄せつけません。 毛を通り抜け毛皮と皮膚のダニやシ
ラミを殺します。 すべての小動物とその環境で使用するのに安全です。
使用方法 (a)ラビットとげっ歯類のダニ(ヒゼンダニ)とシラミ(アノプラ属)
を予防します。動物から30-40cm離し、スプレーを動物に直接スプレーしま
す。 動物のサイズに応じて、1スプレー（マウス）から10スプレー（ラビッ
ト）を行います。（b）環境に対して：飼育環境にプレーします。 一回の使
用で、6週間持ちます。
有効 成分 ピペロニルブトキシド6.25g / L、ペルメトリン（40:60）1.25g
/ L、メトプレン20mg / L

オリジンズダスティング＆バスパウダー

パックサイズ
80g

F健康なスキンと外皮のメンテナンスを粉のシャワーと毛づくろいを行
います。
対象 ロデント、ギニアピッグ、うさぎやフェレットなどの小動物
使用にあたり 小動物に使用して自然な毛づくろいの行動を刺激し、健康なコ
ート＆スキンを維持するのに役立ちます。
特性 小動物の毛づくろいの習慣を刺激します。オーストラリアの自然のミ
ネラルから作られています。健康的なスキンと外皮を促進します。悪臭を抑
えます(特にフェレットに有効です)。
使用方法 小動物に週1-2回、お皿にダスティング＆バスパウダーを入れま
す。少しずつダスティング＆バスパウダーを小動物にふりかけて、毛づくろ
いを促します。
有効 成分 天然鉱物のゼオライト(水和アルミノケイ酸塩鉱物)を含みます。

ウォータークレンズ

パックサイズ
100mL
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水のクリーナーです。
対象 ロデント、ギニアピッグ、ラビット、フェレットなどの小動物
使用にあたり 毛皮のお友達のための清潔で安全な水のためにウォータークレ
ンズを使用します。 有害生物の蓄積を防ぎ、水容器の洗浄時間を短縮する
のに役立ちます。
特性 危険な水生生物から小動物の水を保護します。 水中の緑色粘液の成長
を止め、容器の清掃を容易にします。 消化器系を刺激し、活力を促進する
天然果実の酸を含みます。
使用方法 新鮮な飲料水100ml（これは、大量の飲料水が必要な場合は5ml/
Lに相当）に2滴を加えます。 3-4日ごとに飲料水を交換します( 汚染され
ている場合はより頻繁に行います)。 経口薬とサプリメントと併用しても安
全です。
有効 成分 グルコン酸クロルヘキシジン2.1mg/mlおよび天然果実酸0.1％

小動物
オリジンズフラッフィーバスシャンプー
小動物の液体シャンプーです
対象 ロデント、ギニアピッグ、ラビット、フェレットなどの小動物
使用にあたり 全ての小動物にやさしく洗うことのできるシャンプーです。
特性 皮膚コンディションをサポートします。 敏感な肌にやさしく、ティー
ツリーとユーカリの自然な香りを与えます。
使用方法 暖かい水1Lにふわふわバスシャンプーを追加してください。 ゆっ
くりと動物を水に浸し、やさしく毛皮をシャンプーします。 ぬるま湯で洗
い流し、タオルで乾かします。
有効 成分 ティーツリー＆ユーカリ

パックサイズ
100mL

スーパーソーブベッディングストロー

小さな俵状の圧縮された藁です。
対象 うさぎ、ギニアピッグ、ロデントなどの全ての小動物向けです。
使用にあたり 小動物のベッドとして使用します。必要があれば取り替えま
す。
特性 スーパーソーブベッディングストローは自然の吸収材で、ソフトで安
全、小動物にとって最適なベッドになります。ミニ俵は清潔で、使いやす
く、簡単に分ける事ができます。
有効 成分 NSW州リベリーナ地方で収穫され、俵状にされたベッディングの
藁。

パックサイズ
600g(およそ)

オリジンズハッチクリーン

レディートゥーユーズ

ホスピタルグレードの消毒液でそのまま使用できます
対象 ロデント、ギニアピッグ、ラビット、フェレットなどの飼育されてい
る小動物
使用にあたり 飼育小屋や機器の掃除や消毒に使用します。
特性 病院Bグレードの消毒剤です。 細菌、ウイルス、菌類を即座に殺菌し
ます。 20％までの有機物に効果的です。汚れた状況での消毒に最適です。
使用方法 洗浄のために：余分な残りの食餌(例、残った食餌/水など)をアイ
テムから取り除き、ハッチクリーンをスプレーし、必要に応じて拭き取り/
こすった後、すすぎ、乾燥させ、通常通り使用する。
消毒：ハッチクリーンをスプレーし、消毒するまで5分間放置し、すすぎ、
乾燥させます。機器/動物は、通常の使用のために小屋の中に戻します。 使
用上の注意：本製品は、水生生物の機器や水槽には適していません。
有効 成分 塩化ベンザルコニウム1g / L、スルファミン酸0.5g / L

パックサイズ
100mL
500mL
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小動物
オリジンズ

パックサイズ
50 錠

ビタCタブレット

ギニアピッグのビタミンCサプリメントです。
対象 ギニアピッグ
使用にあたり A食餌ではビタミンCが不足しているギニアピッグ。(ケイビー
オリジンズを与えているギニアピッグには必要ありません)。
特性 錠剤は容易に水に溶解しますので投与が簡単です。安定したビタミンC
が含まれている、ビタミンサプリメントですのでビタミン不足を解消
します。
使用方法 500mlの飲料水に錠剤1錠を加える。 水を毎日交換してくださ
い。 ウォータークレンズやその他のサプリメントと併用することが
できます。
有効 成分 1錠あたり：ビタミンC 150mg。ギニアピッグの健康に不可欠な
ビタミンを含んでいます：ビタミンA,B1, B2,B3, B5, B6, B9, E, D3, & K

オリジンズビタソルドロップ

パックサイズ
50mL
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食餌や水に加えるマルチビタミンサプリメントです。
対象 ロデント、ギニアピッグ、ラビット、フェレットなどの小動物
使用にあたり 不可欠なビタミンが欠乏している全ての小動物向けです
(Vetafarmの食餌をしている動物には必要ありません)。
特性 液体に不可欠なビタミンを含んでいます。 濃縮の液体ですのでお得
です。食餌や水に入れて与えることができます。
使用方法 水：500mlの飲料水に1mlのビタソルドロップを加え、良くかき混
ぜてください。 水を毎日交換してください。
食餌：毎日100gの食餌に4滴を加えます。
有効 成分 100mlあたり ビタミン A 250,000 IU ビタミン D3 25,000
IUビタミン E 100 IU チアミン (B1) 200mg リボフラビン (B2) 110mg
ピリドキシン (B6) 250mg パントテン酸(B5) 365mg 葉酸 (B9) 110mg
塩化コリン1.46g リジン 7.31g

小動物
デリステック

ハービボアハーベスト

小動物向けの健康なおやつです。
対象 このおやつはうさぎ、ギニアピッグ、ロデントなどの雑食動物にも適
しています。
使用にあたり 自然のバラエティと採餌が体験できるようになっています。
特性 高ビタミンCはギニーピッグの壊血病対策に有効で、高繊維、自然の健
康な野菜が含まれています。ヘルシーな食餌において品質とバラエティは重
要なことで、そして小さな草食動物にとって健康的なライフスタイルはさら
に重要なことです。ベタファームの草食動物用デリスティックは高品質の自
然成分と獣医が開発したペレットを配合しています。
使用方法 デリスティックはバランスの取れたダイエットの一つとして、ベ
タファームのケイビーオリジンズやラビットオリジンズのコンプリートダイ
エットと合わせて与えてください。
成分 高ビタミンＣ、獣医が開発したペレット、高繊維のフェスク、にんじ
ん、かぼちゃ、トマトの破片

パックサイズ
シングルユニット
(およそ80g)

ファイバーリッチフェスクベール

小さな俵状に圧縮されたフェスクです。
対象 成人したうさぎと全ての年齢のギニアピッグ向けです。
使用にあたり うさぎやギニアピッグにおいしく高繊維のフェスクを与えま
す。粗繊維は歯の健康、刺激を与え、健康な消化システムを促進します。
特性 特性：自然の高繊維で、歯と消化の健康にとって不可欠です。この
小さな俵状のフェクスは清潔で、使いやすく、簡単に分ける事ができま
す。NSW州のリベリーナ地方で収穫され、俵状にされた、新鮮な風味と格別
なおいしさは摂取や、自然の放牧行動を促します。
使用方法 いつでも入手できるようにしてください
成分 新鮮なオーストラリアのフェスク

パックサイズ
800g(およそ)

フレッシュカットルーサンヘイ

小さな俵状の圧縮されたルーサンの牧草です。
対象 全年齢のギニアピッグと成長期のうさぎ向け。成長したうさぎの日々
のサプリメントとして使用します。
使用にあたり ギニアピッグに高繊維とタンパク質の源として与えてくださ
い。ルーサンはフェスクに比べて高たんぱく質でギニアピッグに適していま
す。粗繊維は歯の健康と刺激を与え、健康な消化システムを促進します。
特性 高繊維、タンパク質、カルシウムを含み、成長中の動物にとって理想
的です。ミニ俵は清潔で、使いやすく、簡単に分ける事ができます。自然の
放牧行動を刺激します。
使用方法 成長中のうさぎやギニアピッグには無制限に与えてください。成
長したうさぎには少量を与えてください。
成分 NSW州のリベリーナ地方で収穫され、俵状にされたルーサンの牧草。

パックサイズ
800g(およそ)
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小動物
オリジンズロデント

パックサイズ
350g
2kg
10kg
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バランスのとれた食餌
対象 ロデント(ラットとマウス)
使用にあたり ロデントの総合栄養食として95%のペレット、5%の新鮮な野
菜、フルーツ、おやつを与えてください。
特性 オーストラリア製の新鮮、健康な材料、オーストラリアの農場の愛情と厳
選されたものを使用しています。副産物ではありません。全ての自然な健康を
サポート－自然のチコリーの根を含み、腸の動きと免疫機能を促進します。独
自の押出し成型工法－最適な消化、安全、おいしさを保証します。
使用方法 ベタファームのロデントオリジンズはラットとマウスの成長期、妊
娠中、療養中、成長後など全ての人生のステージ合うように設計された総合栄
養食です。
ラットとマウスにはメインの食餌源としてロデントオリジンズが無制限にいつ
でも食べられるようにしてください。
上記はおおよその目安としてください。ラットとマウスが体重が少なかった
り、多かったり、健康状態により特別な食餌制限があるようでしたら、獣医も
しくはベタファームに問い合わせてください。
成分 全粒粉(コーン、小麦、大豆)、チコリーの根(イヌリン)、ベジタブルオ
イル、ナチュラルオーガニック酸、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9
、B12、C、D3、E、H、K)とミネラル(カルシウム、銅、ヨウ素、鉄分、マグ
ネシウム、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、亜鉛)、ブルーベリーフレ
ーバー。
成分分析
粗たんぱく質 17.0% Min
粗脂肪 5.0% Min
繊維 3.5% Max
塩分 0.5%
カルシウム 0.5% Min 1.0% Max
リン(min) 0.2%
ビタミン A (min) 5,000 IU/kg
ビタミンD3 (min) 1,500 IU/kg
ビタミンE (min) 50mg/kg
ビタミン C (min) 19mg/kg

小動物
オリジンズフェレット

フェレット向けの100%穀物フリーのバランスの取れた食餌です。
対象 フェレット
使用にあたり ペットのフェレット向けの栄養バランスの取れた総合栄養食で
す。
特性 バランスの取れたカルシウム、リンを含み、フェレットが全てのライフス
テージでカルシウム、リンを受けることができるようになっています。自然の
チコリーの根を含み、腸の動きと免疫機能を促進します。
押出し成型工法により製造されフェレットオリジンズに含まれる肉類の消化、
安全、おいしさを最適化します。
使用方法 ペレットを無制限に与え、週に2回ほど新鮮な生肉をおやつとして与
えてください。フェレットオリジンズはメインの生肉の食餌の一部として与え
ても構いませんが、肉にベタファームのプレダマックスカーニボアサプリメン
トをふりかけて栄養バランスを取るようにしてください。
注意：上記の与え方はおおよそのものです。もし体重が少なかったり、多かっ
たり、フェレットの健康状態により特別な食餌制限があるようでしたら、獣医
もしくはベタファームに問い合わせてください。フェレットは絶対肉食動物で
すのでフルーツや野菜などはたくさん与えないようにしてください。
成分 ラム、ビーフのレバー、チキンの風味、豆の粉、ベジタブルオイル、大豆
たんぱく質、カルシウム、リジン、メチオニン、セレン、ベータカロチン、ビ
タミン(B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)、ミネラル(銅、
コバルト、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、ナトリ
ウム、硫黄、亜鉛)
成分分析
粗たんぱく質 38% Min
粗脂肪 9.0% Min
繊維 2% Max
塩分 0.5% Max
カルシウム 3.5% Min 5% Max
リン (Min) 0.15%
ビタミンA (Min) 80,000 IU/kg
ビタミンD3 (Min) 2,500 IU/kg
ビタミンE (Min) 100mg/kg
ビタミンC (Min) 79mg/kg

パックサイズ
350g
2kg
10kg
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小動物
オリジンズラビット

パックサイズ
350g
1.5kg
6kg
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バランスの取れた食餌
対象 うさぎ(成長後、成長期、妊娠中や療養中)
使用にあたり ペットのうさぎのバランスの取れた食餌として75%の高繊維の
乾草、20%のペレット、5%のおやつと新鮮な野菜やフルーツを与えてくださ
い。
特性 オーストラリア製の新鮮で健康な材料、オーストラリアの農場の愛情と
厳選されたものを使用しています。副産物ではありません。自然な健康をサポ
ート－自然のチコリーの根を含み、腸の動きと免疫機能を促進します。独自の
押出し成型工法－最適な消化、安全、おいしさを保証します。
使用方法 ベタファームのラビットオリジンズは年齢と青年期のうさぎなど活動
レベルによって量を変える必要があります。一般的に20%のラビットオリジン
ズ、75%の高繊維の乾草、5%のおやつと野菜が目安です。成長期、妊娠中、
療養中や健康状態により高い栄養素が必要な場合はラビットオリジンズがいつ
でも食べられるようにして、成長したラビットには下記のように与えるのがお
薦めです。
ラビットの体重
一日に与える量
500g-1.5kg
1/8カップ
1.5kg-3.5kg
1/3カップ
3.5kg-4.5kg
1/2カップ
4.5kg+
3/4カップ
上記は高繊維の藁をいつでも食べられるようにした状態の場合のおおよそのも
のです。もしうさぎに特別な食餌制限があるようでしたら、獣医もしくはベタ
ファームに問い合わせてください
成分 牧草、ムラサキウマゴヤシ、オート麦繊維、全粒粉(小麦、大豆、オー
ツ麦)、チコリーの根(イヌリン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9
、B12、C、D3、E、H、K)とミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、
鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫
黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 13.0% Min
繊維 16%
粗脂肪 3.0%
塩分 0.5%
カルシウム 0.75% - 1.0%
リン(min) 0.4%
ビタミン A (min) 8,000 IU/kg
ビタミンD3 (min) 3,500 IU/kg
ビタミンE (min) 150 IU/kg

小動物
オリジンズケイビー

ケイビーの栄養ある食餌です。
対象 ペットのギニアピッグです。
使用にあたり ペットのギニアピッグ向けの総合栄養食として75%高繊維乾
草、20%ペレット、5%おやつや新鮮な野菜を与えてください。
特性 安定したビタミンCとオーストラリア産の新鮮なおいしい材料、オースト
ラリアの農場で愛情を受けと厳選されたものを使用しています。副産物ではあ
りません。全て自然で健康をサポート-－自然のチコリーの根を含み、腸の動き
と免疫機能を促進します。
独自の押出し成型工法－最適な消化、安全、おいしさを保証。
使用方法 ベタファームのケイビーオリジンズは年齢や成長期のモルモットの活
動レベルによって量を変える必要があります。
成長期、妊娠中、病気のギニアピッグ 無制限に
成長後(1日) 成長後(1日)：小さ目のギニアピッグには1/8カップ、大き目のギ
ニアピッグには1/4カップ与えてください。
上記の食餌と合わせて無制限に高繊維の藁を与えてください。またこれはおお
よそのガイドです。もしモルモットが特別な食餌制限があるようでしたら、獣
医もしくはベタファームに問い合わせてください。
成分 フェスク、ルーサン、オート麦繊維、小麦、大豆、オーツ、チコリー
の根(イヌリン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3
、E、H、K)とミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシ
ウム、マンガン、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 15.0% Min
粗脂肪 4.0%
繊維 12%
塩分 0.5%
カルシウム 0.8% Min 1.1% Max
リン(min) 0.4%
ビタミン A (min) 8,000 IU/kg
ビタミンD3 (min) 3,500 IU/kg
ビタミンE (min) 150mg/kg
ビタミン C (min) 1200mg/kg

パックサイズ
350g
1.5kg
6kg
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爬虫類
ハーパバイト

パックサイズ
50mL

爬虫類にとって不可欠なビタミンを含んでいます。
対象 蛇、トカゲ、亀
使用にあたり 通常の食餌では不足がちなビタミンのサプリメントです。
特性 簡単に投与でき、爬虫類のための最も簡単なビタミン補給剤、単に皮膚に
塗付するだけで、ビタミンは血流に吸収されます。粉塵の食餌や腐食の必要は
必要ありません。
使用方法 用量：体重100gあたり2滴を皮膚に塗布してください。 吸収をよく
するために皮膚に塗付けてください。 ヘビ：毎週1回、与えてください。 ト
カゲ：毎週2回、与えてください。
冬眠している動物には塗布しないでください。 経口薬やサプリメントとの併用
しても安全です。
有効 成分 mlあたり ビタミン A 275 IU ビタミン B6 275g ビタミン B1
275g ビタミン B9 125g ビタミン B2 185g ビタミン D3 27 IU ビタミン
B5 412g ビタミン E 100g

ハーパシェッド

パックサイズ
100mL
500mL
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スキンコンディショナー入りの脱皮の際のミスト
対象 爬虫類
使用にあたり 脱皮をしやすくするための水分補給と潤滑液です。
特性 水分を補給することで自然な脱毛を助け、肌をしっとりさせ、水分を補給
し、新しい肌を整え、健康的な光沢を与えます。トカゲの狭窄したつま先やヘ
ビの光沢を出します。
使用方法 使用前に良く振ってください。脱皮の際にはハーパシェッドを毎日軽
くスプレーしてください。
有効 成分 爬虫類の皮膚の水分補給と脱皮をサポートする液体ブレンドです。

爬虫類
ハーパケア

爬虫類の飼育場所のクリーナーと消毒剤です。
対象 爬虫類飼育施設と機器に使用します。 ハーパケアは、食餌の消毒や水入
れ、飼育環境、水槽、岩や丸太などの装飾品を消毒するために使用します。
使用にあたり ハーパケアは、爬虫類の施設や機器の安全で効果的なクリーニン
グスプレーです。
特性 爬虫類飼育施設と機器に使用し安全で効果のあるクリーニングスプレー
で、ハーパケアはバクテリア、ウイルス、菌類を殺菌し、有機物20%まで有効
で、汚れた環境で効果があります(ホスピタルBグレードの消毒液です)。
使用方法
濃縮：使用前に水で1:50に希釈してください（20ml / L）。
クリーニング：容器から余分な残りのもの（例、残った食餌/水など）を取り
除き、必要に応じてハーパケアをスプレーし、拭き取り/こすり、すすぎ、乾
燥させ、通常通りに使用します。
消毒：ハーパケア溶液をスプレーし、消毒が行われるまで5分間そのままにし
てから、すすぎ（必要な場合）乾燥させます。 その後、機器を水槽内に戻し
てください。
使用上の注意：本製品は、水生生物の機器や住宅には適していません。使用前
にすべてのタンクがカバーされていることを確認してください。
有効 成分 塩化ベンザルコニウム1g / L、スルファミン酸0.5g / L
濃縮タイプ：塩化ベンザルコニウム50g/L、スルファミン酸25g/L

パックサイズ
即使用タイプ
100mL
500mL
濃縮タイプ
500mL

クリッタケアレプタイル

クリッタケアレプタイルは、緊急に食餌を与える時に高い効力があります。
対象 爬虫類
使用にあたり 病気、ストレスまたはけがの時に使用し、回復の栄養とサポート
をします。
特性 病気、ストレス、けがをした爬虫類に消化しやすい栄養サポートをしま
す。回復をサポートするために、高タンパク質/脂肪の多いミズギナドリの油、
重要なビタミン、ミネラル、アミノ酸が含まれています。注射器で与えても構
いません。
使用方法 一回で体重100gあたり約5mlを与えます。蛇にはフィーデング用の
チューブ、トカゲにはチューブやシリンジを使います。 クリッタケアレプタイ
ルは自発的に食餌しないヘビの食餌としても使用することができます。
有効 成分 タスマニアのミズナギドリの油、ビタミン、ミネラルおよびアミノ
酸

パックサイズ
100mL
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爬虫類
リザードフード

パックサイズ
350g
1kg

押出し成型工法で作られた、リザードの総合栄養食です。
対象 ブルータンリザード、マツカサトカゲ、カニンガムイワトカゲを含む全て
のトカゲ向けです。
使用にあたり リザードの高品質、バランスの取れた栄養素の食餌です。
自然の成分で人工着色料やフレーバーは含まれていません。
特性 とてもおいしく、新鮮なオーストラリアの原料からできています。ムトン
バードのオイルを含みカルシウムとリンの良いバランスとなっています。自然
の成分からできており、人工着色料や人工フレーバーは使用していません。
使用方法 第一の食餌としていつでも食べられるようにしてください。新鮮なフ
ルーツや野菜は食餌にバラエティを出しますので与えても結構です。食餌は湿
ってきたら交換してください。
成分 ラム、魚の身、タスマニアムットンバードのオイル、全粒粉(小麦と大豆)
、ビタミン(A、B1、B2、B3、B6、B12、C、D3、E、K)、ミネラル、(カルシ
ウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウ
ム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)、アミノ酸(リジン、メチオニン)
成分分析
粗たんぱく質 34%Min
粗脂肪 13%Min
粗繊維 4%Max
塩分 0.5%Max

ハーパグラブ

パックサイズ
100g
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昆虫向けのガットローディングや餌として与える昆虫向けの食餌です。
対象 爬虫類に与えるコオロギ、ミールワームやその他の昆虫向けです。
使用にあたり ハーパグラブは昆虫向けに獣医により開発され、爬虫類に与える
昆虫の栄養値を高めます。
特性 ハーパグラブは爬虫類に与える昆虫の高たんぱく質、ビタミン、ミネラル
を含みコオロギ、ミールワームの栄養値を高めます。
使用方法 ハーパグラブを昆虫の第一の食餌として与えます。ミールワームには
少量のハーパグラブを床に置きます。
成分 子羊の肉、全粒（小麦とトウモロコシ）、大豆たんぱく質、ベジタブルオ
イル、オーガニック酸、アミノ酸(リジン、メチオニン、トレオニン)、ビタミ
ン(A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D3, E, H and K)、ミネラル(カル
シウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリ
ウム、セレン、ナトリウム、硫黄と亜鉛)
成分分析
粗たんぱく質 30.0%Min
繊維 6.0%Max
粗脂肪 5.0%Min
塩分 0.5%Max

爬虫類
マルチカルダスト

食餌に追加して与える粉末カルシウム、ビタミンおよびミネラルサプリメント
です。
対象 カルシウム、ビタミン、ミネラルの供給が必要な全ての爬虫類
使用にあたり 爬虫類や両生類に必要な栄養素であるカルシウム、ビタミン、ミ
ネラルのサプリメントです。全ての爬虫類に与えても構いませんし、どのよう
な食餌と一緒に与えてもかまいません。
特性 昆虫に付着させて与える超微粒の粉です。シンプルで効果のあるサプリ
メントです。
使用方法
投与：生きた食餌として：昆虫を袋に入れ、マルチカルダストをスプーン1杯
入れます。ゆっくり振り昆虫が粉で覆われるようにし、すぐに与えます。
フルーツや野菜に対して：150-200gの食餌に対してスプーン1杯与えます。
有効 成分 ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、D3、E、H、K)、
ミネラル(カルシウムイオン、塩化物、鉄分、ヨウ素、マグネシウム、リン、
カリウム、イオン、亜鉛)、アミノ酸(アルギニン、コリン、ヒスチジン、
イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、
トレオニントリプトファン、バリン)

パックサイズ
150g

ハーパブースト

食欲を刺激します
対象 爬虫類
使用にあたり 全ての爬虫類の病気や怪我による食欲不振時の栄養補給と成長期
の食欲を刺激します。
特性 成長期の爬虫類や食欲のない爬虫類を刺激します。 病気、ストレス、け
がをした爬虫類に緊急の栄養を提供します。 低体重または妊娠中の爬虫類に栄
養補給を提供します。
使用方法 使用前に良く振ってください。1回の給餌もしくは必要に応じて、体
重100gあたり3-8mlを与えます。
栄養補給チューブ、シリンジ、または注射器から与え、経口薬やサプリメント
との併用しても安全です。
有効 成分 タスマニアのハシボソミズナギドリの油、エッセンシャルオイル、
エネルギー、アミノ酸、ビタミン

パックサイズ
50mL
100mL
250mL
500mL
1L
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クリーナー用品
アビケアー

パックサイズ
レディトゥーユーズ

500mL

コンセントレート

100mL
500mL
5L
25L

汎用クリーナーおよび消毒剤です。鳥類にやさしく、病原菌にも効きます。
対象 鳥の飼育環境や機材
使用にあたり ひな保育箱、孵卵器、ケージ、機器の消毒のような高レベルの衛
生を必要とするすべての環境向けの安全で効果的な消毒剤クレンザーとして使
用してください。
特性 ホスピタルBグレードの消毒剤は、バクテリア、ウイルスおよび菌類を
殺菌します。 20％までの有機物に効果的です。汚れた状況での消毒に最適で
す。鳥類にやさしく、病原菌に効果があります。すべての鳥、環境、機器に対
して安全です。
使用方法
レディトゥーユーズ
クリーニング：アイテムに直接アビケアー溶液をスプレーし、必要に応じてこ
すったり/洗拭いたり、すすぎ、乾燥させます。
消毒：アビケアー溶液でスプレーし、消毒のために5分間放置し、(必要に応じ
て)乾燥させてから通常どおりに使用します。
コンセントレート 使用前にエビケアーコンセントレートを水で1:50に希釈す
る。（例、20ml / L）
クリーニング：アイテムに直接エビケアー溶液をスプレーし、必要に応じてこ
すったり/洗拭いたり、すすぎ、乾燥させます。消毒：アビケアー溶液でスプ
レーし、消毒のために5分間放置し、(必要に応じて)乾燥させてから通常どおり
に使用する。
有効 成分 レディトゥーユーズ 塩化ベンザルコニウム1g/L、スルファミン酸
0.5g/L コンセントレート 塩化ベンザルコニウム50g/L、スルファミン酸25g/L

アビクレン

パックサイズ
50mL
100mL
250mL
500mL
1L
5L
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鳥の飲料水のクリーナーです。
対象 エビクレンは、日々のすべてのペットの飲み水に安全に使用できます。
使用にあたり アビクレンを使用することで、緑色の粘液や水生生物からペット
の飲料水を保護します。
また、浸したシードを発酵させないように使用することができます。 アビクレ
ンはサプリメントと併用しても安全ですが、寄生虫対策、抗生物質またはプロ
バイオティクスとの混合には適していません。
特性 水をきれいにし、新鮮で安全に保ちます。飲料水中の水生生物を減少させ
ることによって、そのうおよび消化器の健康をサポートします。緑の粘液形成
から飲料水を保護し、水容器の洗浄時間を短縮します。腸内フローラに悪影響
を及ぼしません。
使用方法 S良く振ってからご使用ください。 2Lの新鮮な水に1mLのアビクレ
ンを入れてください。 準備した混ぜ物に通常の飲料水またはシードに浸透させ
る水として使用します。 暖かい気候で1-2日後、涼しい気温で3-4日後に飲料
水を交換します。 シードを24時間まで浸透させてください。
有効 成分 10mg/mLグルコン酸クロルヘキシジン

クリーナー用品
パワーシャンプー

とても光沢がでるシャンプーです
対象 鳥
使用にあたり 健康な肌や羽毛をきれいにするために使用し、羽の外観やパフォ
ーマンスを向上させます。
特性 羽や肌に優しくコンディションをよくするためのシャンプーです。パワ
ーシャンプーは羽のダメージから守り、羽の外観やパフォーマンスを向上させ
ます。
使用方法
1.  清潔な温水2Lにパワーシャンプー2mlを加えます。
2. すべての羽が濡れるまで鳥を溶液に静かに浸します。 軽く、すべての汚れ
や汚れが取り除かれるまで羽をマッサージしてください。
3. 鳥を清潔な水の別の容器でリンスします。
4. 慎重にタオルで乾燥させるか、空気乾燥させます。
有効 成分 ティーツリー＆ユーカリオイル

パックサイズ
50mL
100mL
5L
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寄生虫予防品
アビアンインセクトリキデーター

パックサイズ
レディトゥーユーズ

100mL
500mL

コンセントレート

100mL
500mL
5L
25L

鑑賞用の鳥類やその環境にいるダニやシラミを予防するスプレーです。
対象 籠や観賞用の鳥類(オウム、フィンチ、カナリアなど)やその環境に使用し
ます。
使用にあたり ダニ、シラミ、ハエ、クモ、アリなど寄生虫の問題がある場所、
巣、止まり木、床、籠や直接に直接に鳥にスプレーします。
特性 害虫に対して速攻性があり、6週間の効果があります。鳥の羽を通り抜
け、羽根の下や肌にいるダニやシラミを殺します。鳥に使用しても100%安全
です。
使用方法
レディトゥーユーズ (A) 鳥のダニ(ワクモ属種、イエダニ）とシラミ（ハジラミ
目）の予防：鳥から30‐40CM離してスプレーします。(B)環境に対して：鳥、
止まり木、巣箱をスプレーします。 1回のスプレーで6週間予防します。 エビ
アンインセクトリキデーターは外用薬であり、食品やサプリメント、経口薬と
組み合わせて安全に使用できます。
コンセントレート 使用前に希釈します。水で希釈して5％に溶液を調製し（例
えば、50mlの濃縮物と950mlの水を混合する）、使用前に十分に振ってくだ
さい。
鑑賞用の鳥のシラミの予防(オウム、フィンチ、カナリアなど)：鳥から3040cmの噴霧をして鳥に直接スプレーします。鳥ごとに4-5ポンプ（0.8mL /ポ
ンプ）を使用してください。6週間ごと、または必要に応じて繰り返します。
ケージ、鳥、止まり木、巣箱、ネストボックスには、希釈した製品をスプレー
する必要があります。 エビアンインセクトリキデーターは外用品であり、食品
やサプリメントや他の経口薬と一緒に安全に使用できます。
有効 成分 レディトゥーユーズ ピペロニルブトキシド6.25g/L、1.25g/Lペルメ
トリン(40:60)、メトプレン20mg/L
コンセントレート ピペロニルブトキシド125G/L、ペルメトリン(40:60)
25G/L、メトプレン0.4G/L

コッシベット

パックサイズ
50mL
250mL
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コクシジウム症治療のための溶液
対象 鳩と観賞用の鳥
使用にあたり 鳩と観賞用の鳥向けのコクシジウム症の治療に使用します。
特性 コクシジウム症治療は寄生虫に対して硫黄治療よりもはるかに優れた効果
があります。安全で非常に効果的です。水と簡単に混合できます。
使用方法 すべての鳥に対して5〜7日間連続して治療します。治療中は他のす
べての飲料水を取り除きます。必要に応じて治療を繰り返します。コクシベッ
トは、他の医薬品やサプリメントと混合してはいけません。
投与量：10Lの新鮮な飲料水にコクシェット15mlを混合する。
小型鳥類および単独鳥用：30mlのきれいな飲料水に1滴（0.05ml）を混合し
ます。
有効 成分 アンプロリウム80g / L、エトパバート5.1g / L

寄生虫予防品
ワームアウトゲル

水溶性の鳥のワーム予防です。
対象 飼育されている鳥と鳩
使用にあたり 鳥の腸に寄生するワーム予防です。腸のワームを予防します。蟯
虫(キャピラリア属種)、虫垂(ラレイエチナ属種、チョウノテニア属種)、回虫(
アスカリジア種)、盲腸ワーム(ヘテロキスガリナルム)、フックワーム(アクア
リア属種)を含む回虫を駆除します。
特性 安全で素嚢への注射器で与えることもできます。
使用方法 1回のポンプで1mlを供給します（1Lボトルは1ポンプにつき2mlを供
給します）。
飲用水の投与量：ウォームアウトジェルを推奨投与量で水で希釈し、これを唯
一の飲料水として2日間提供します。
すべての鳥に対して ：ウォームアウトジェル2mlを飲料水160mlに加
えます。
鳩 - 2mlのウォームアウトジェルを320mlの飲料水に加えます。
素嚢への直接注射器で与える場合：正確な投薬のために小さなシリンジを使用
します。ウォームアウトジェル1mlを水9mLで慎重に希釈し、10mlの溶液を
作ります。体重100gあたり原液0.5mlを与えます。1回だけ治療をしてくださ
い。 3ヶ月に1回繰り返してください。
有効 成分 プラジカンテル20g/L、オキシビダゾール20g/L

パックサイズ
50mL
100mL
250mL
1L

スカット

鳥の疥癬/気嚢ダニの治療に使用します。
対象 セキセイインコ、フィンチ、カナリアなどの鳥
使用にあたり 疥癬と気嚢ダニはセキセイインコ、フィンチ、カナリアなどの鳥
が良く感染します。感染を防ぐためにケージなどで飼育されている鳥に対して
定期的なトリートメントは必要です。
特性 安全で有効で、神経を損傷したりしません。簡単に投与できます。
使用方法 S疥癬：体重30グラム以下の鳥に1滴、30-100グラム鳥に2滴に投与
します。大腿部の皮膚に。飼育環境にいるすべてのの鳥を鳥の投与します。
必要に応じて21日後に再投与してください。完全に治療するには最大6週間か
かります。
気嚢ダニ：体重30グラム以下の鳥に1滴、30-100グラムの鳥類に2滴投与して
ください。大腿部の皮膚に投与してください。飼育環境にいるすべての鳥に投
与してください。最良の結果を得るには、すべての鳥を年間3-4回治療してく
ださい。
有効 成分 モキシデクチン1000 µg/ml

パックサイズ
50mL
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鳥の サプリメント
トリプルC

鳥向けの広域スペクトル抗生物質です
対象 飼育されている鳥
使用にあたり トリプルCは、大腸菌（腸炎）、マイコプラズマ（慢性呼吸器疾
患）およびクラミジア（尖菌症）を含む細菌感染した鳥類に使用するための広
域スペクトル抗生物質パウダーです。
特性 トリプルCは抗生物質で明確な診断が得られない時の理想的な緊急の抗生
物質です。鳥が3日以内に治療に反応しない場合は、獣医師の助言を得てくだ
さい。飲料水や鳥の食餌にトリプルCを加えることができます。
使用方法 水に対して：オウム5.0g / L（1ティースプーン）、フィンチ/鳩
0.5g / L。
乾燥食餌：すべての鳥食餌1kgに対して5.0g ふりかけます。
挿し餌：体重1kgあたり10g与えます。
水をすべて取り除き、毎日新鮮な溶液を作り、この水のみを与えてください。
治療の間、グリットとカルシウムを与えないでください。ガラスまたはプラス
チック製の容器に5〜7日間薬用水を与えます（膿口症には45日）。トリプルC
抗生物質パウダーは、食餌の中のカルシウムによって影響を受けます。治療中
は、サプリメント、殻粒、およびはイカの骨を含むすべてのカルシウム源を与
えないでください。治療の完了時に、鳥にシンバイオティックを与え、腸内フ
ローラを整える必要があります。
有効 成分 クロルテトラサイクリン塩酸塩100mg/g

パックサイズ
25g
100g
500g

34

鳥の サプリメント
メガバック-S

パックサイズ
25g
40g

メガバクテリアを処置する水溶性の液体です。
対象 ケージなどで飼育されている全ての鳥
使用にあたり 個々の鳥や群れの鳥の処置に使用します。
特性 鳥の水に入れて処置をする投薬です。
使用方法 混ぜて使用：清潔な飲料水120mlに600mg(同封されたスプーン1杯)
を加えます。
この薬用水を唯一の水源として10日間供給します。 新鮮な溶液を作り与えま
す。 治療用量は体重100g当たり6mlの摂取量です。 薬用水は直射日光の当た
る場所に保管しないでください。 治療期間中、消毒剤を使用して鳥類を完全に
きれいにしてください。
有効 成分 アンフォテリシン20g/Kg

ピスタベット

パックサイズ
25g
100g
450g
900g

水溶性の粉末抗生物質です。
対象 飼育されている鳥や鳩
使用にあたり 尖菌症/虹彩症(クラミジア・ピタシタチリス症)やバクテリアに
よる病気の治療に使用します。
使用方法 全ての飲料水を取り除き、ピスタベットの入った飲料水のみあたえ
ます。
鳥：400mlの飲料水に4gを混ぜます。
鳩：800mlの飲料水に4gを混ぜます。
クラミジアに感染している場合：45日間連続して治療してください。
その他の感染：7‐10間連続して治療してください。他の投薬を併用しないで
ください。
有効 成分 40mg/gドキシサイクリンHCl

ピスタベット

インジェクタブル

尖菌症/虹彩症を治療する注射できる無菌剤です。
対象 飼育されている鳥や鳩
使用にあたり 尖菌症/虹彩症を治療します。
特性 筋肉内に注射します。
使用方法 投与量：すべての鳥：100gの体重対して0.1ml注射します。
尖菌症/虹彩症：筋肉へ注射してください。7週間にわたり毎週投与して
ください。
有効 成分 50mg / mlドキシサイクリン塩酸塩
パックサイズ
10mL
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鳥の サプリメント
ロニベットS

潰瘍(トリコモナス症)に対して処置をします。
対象 飼育されている鳥や鳩
使用にあたり 潰瘍(トリコモナス症)に対して水に入れて投与します。
特性 最も安全な投与で、神経損傷を引き起こしません。簡単に投与できます。
使用方法 4Lの飲料水に4gを混ぜます。
セキセイインコ、鳩、その他の鳥：1年に4回、7日間治療します。
鳩：レースシーズン 隔週で7日間治療します。
鳩：ブリーディングシーズン 交配の7日前から親鳥に投与します。雛が孵化し
たら7‐21日後に投与してください。処置中に他のすべての水を取り除いてく
ださい。
有効 成分 ロニダゾール60mg/g

パックサイズ
25g
100g
500g
900g

ロニベット12％

鳥の原虫治療です。
対象 コキンチョウ、フィンチやその他の小型の鳥です。
使用にあたり 水に入れて投与し、トリコモナス症（罹患者）、コクロソーマ、
ジアルジアおよびヘキサミタ感染症の治療をします。
特性 安全で効果的で、神経損傷を引き起こしません。液体で簡単に投与
できます。
使用方法 表示用量：8リッターの飲料水に対してティースプーン1杯を7日間使
用します。投与量を変更する時は、獣医師の助言を受けてください。
投与：清潔な水道水にロニベット12％を混ぜます。パウダーを完全に溶かし
てください。作ったロニベット12％溶液は、冷蔵庫内で最大7日間保管するこ
とができます。毎日飲料水の容器を空にして補充してください。処置中に他の
すべての飲料水の水入れを取り除いてください。
治療期間：セキセイインコのトリコモナス症：繁殖前の4-6週間毎日すべての
ブリーディングの鳥に与えてください。成長中の鳥には羽ばたいてから7日間
治療します。
ヘキサミタとジアルディア：獣医の指示に従って7日間治療してください。
有効 成分 ロニダゾール120mg/g

パックサイズ
25g
100g
500g

32

鳥の サプリメント
アデックインジェクタブル

パックサイズ
10mL

高効力、低用量のビタミンサプリメントです。
対象 鳥類
使用にあたり アディックは不足しがちなビタミンA、D3、EとCが含まれてお
り、重度の欠陥を防ぎます。
特性 特性：低用量は注射時の筋肉へのダメージを抑え、早急に体内への吸収を
します。扁平上皮化生時の低ビタミンAを補います。これ以外の薬品との併用
も可能です。
使用方法 体重150gに対して月に一度0.1ml(0.1cc)投与します。
有効 成分 1mlあたり:ビタミンA 50,000IU, ビタミンD3 25,000IU、
ビタミンC 100mg、ビタミンE 30mg

ドキシーベットリキッド

パックサイズ
50mL
250mL
500mL
1L

31

口から与えることのできる広域スペクトル抗生物質の液体です。
対象 鳥、ギニアピッグ、ハムスター、ウサギ、ネコ、およびその他の小動物。
使用にあたり ドキシーベットは、グラム陽性およびグラム陰性細菌、ならびに
リケッチア属種、クラミジア属種およびマイコプラズマ種に対して効果があり
ます。 感受性細菌は、スタフィロコッカス属種、ストレプトコッカス種、大腸
菌、ヘモフィルス属種、クロストリジウム属種、リステリア属種、バクテロイ
デス属、ボルデテラ属種、クレブシエラ属種が含まれます。
特性 簡単に投与できる抗生物質の液体です。
使用方法 使用前によく振ってください。
鳥向け 飲料水100ml当たり1ml（20滴）を入れてください。クラミドフィラ(
尖菌症)は42日間治療し、他の感受性細菌は7-10日間治療を行ってください。
ロデント 100ml当たり0.15ml（3滴）または飲料水に入れてください。 毎日7
日間治療する。 毎日水を変え、直射日光を避けてください。
猫 開始日、体重1kgにつき2滴を口から与えてください、その後7-10日間は体
重1kgあたり1滴を口から与えてください。
ドキシーベットで処理後、シンバイオティックを与えて正常な腸内フローラを
促します。 獣医師の相談なしに他の薬と併用しないでください。
有効 成分 ドキシサイクリン塩酸塩50mg / ml

鳥の サプリメント
スペクトベットパウダー

水溶性の広域スペクトラム抗生物質です。
対象 全ての鳥類、バンタム、フィンチ、カナリア、セキセイインコ、
パラキート、家禽、パロットなど
使用にあたり マイコプラズマ、ストレプトコッカス、ブドウ球菌、コリネバク
テリア、大腸菌及びサルモネラの治療に使用します。
特性 水溶性の治療薬です。
使用方法 厳禁：ウサギ、ハムスター、モルモット、馬、または反すう動物がス
ペクトベットを含む食餌を取ることのないようにしてください。これらの種に
よる摂取は重篤な胃腸の影響をもたらすことがあります。
用法・用量：バンタム、フィンチ、カナリアス、家禽：飲料水4Lあたり3グラ
ムのスペクトヴェットパウダーを加えてください。
セキセイインコ、インコ、パロット：4Lの飲料水あたり5グラムのスペクトヴ
ェットパウダーを加えてください。完全に溶解するまでかき混ぜます。薬用水
を毎日交換し、飲料水の唯一の供給源として5日間または獣医師の指示に従っ
てください。
有効 成分 リンコマイシン222mg/g、スペクチノマイシン445mg/g

パックサイズ
20g
100g

スペクトベットソルタブ

水溶性の広域スペクトラム抗生物質で、マイコプラズマ、ストレプトコッカ
ス、ブドウ球菌、コリネバクテリア、大腸菌及びサルモネラの治療に使用しま
す。
対象 飼育されている鳥(家禽も含めて
使用にあたり 鳥類におけるリンコマイシン及びスペクチノマイシンの感染の予
防と治療のために使用します。これらはマイコプラズマ（慢性呼吸器疾患また
はCRD）、連鎖球菌、ブドウ球菌、コリネバクテリア、大腸菌およびサルモネ
ラも含みます。
特性 水溶性の錠剤で早急に簡単に薬用投与の水溶液が準備できます。
使用方法 薬用水の調製：水溶性の錠剤1錠を100mlの水に加え、完全に溶解す
るまでかき混ぜます。
投与：24時間ごとに十分な水を提供する。例：鳥の体重100gあたり15mlの水
を供給します。残りの薬用水は冷蔵庫に保管してください。毎日水を替えて、
薬用水を追加してください。
治療期間：薬用水を最低5日間（7日間が最適）投与してください。
有効 成分 1錠あたり：スペクチノマイシン35mg/g、リンコマイシン18mg/g

パックサイズ
6 錠
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鳥の サプリメント
ソルベットD

パックサイズ
25g
100g
450g
900g
2kg

12の不可欠なビタミンと増強されたビタミンD3が含まれています。
対象 室内で飼育されている鳥
使用にあたり シードを食餌していてケージで飼育されている鳥は健康を維持す
るためにビタミンやミネラルを栄養補給する必要があります。太陽光に当たる
時間が制限されると、ビタミンD欠乏症になることがあります。ビタミンDは
成長中の鳥の正常な健康および骨の発達およびブリーディングの鳥の卵殻形成
に必須であるカルシウムの吸収の役割を果たします。 ソルベットDを使用する
と、ビタミン欠乏に関連する疾患の予防に役立ちます。
特性 鳥の飼育されている方にとって簡単に投与できます。
使用方法 毎日の食餌や水と一緒にビタミンサプリメントの使用をお勧めしま
す。水に溶かす場合：40gの温水(30℃-40℃)に4gを加え、十分にかき混ぜま
す。次に、この40mlの混合溶液を360mlの飲料水に加えます。 唯一の飲み水
として使用し、毎日新鮮な溶液を作ります。
食餌と一緒に：4gのソルベットDを4カップの食餌に入れて、よく混ぜます。
サプリメントを食餌や水に入れてビタミン摂取をすることをお勧めします。
有効 成分 ビタミン D3 (1kgあたり250,000 IU), ビタミン: A, B1, B2, B3,
B5, B6, B9, B12, C, E, H, K, ヨウ素, コリン酒石酸塩

ソルベットⅮブリーダー

パックサイズ
500g
1kg
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12の不可欠なビタミンとミネラル＋増強されたビタミンD3が含まれて
います。
対象 室内飼育されている鳥
使用にあたり 鳥の繁殖場、動物園、屋内飼育の鳥類向けです。太陽光に当たる
時間が制限されると、ビタミンD欠乏症になることがあります。ビタミンDはカ
ルシウムの吸収を助けます。カルシウムは、成長中の鳥の健康な骨の成長およ
びブリーディングの鳥の卵殻形成に必須であるカルシウムの吸収の役割を果た
します。
特性 高濃縮ビタミンサプリメント（標準ソルベットDよりも10倍強力）で非常
に費用効果が高いです。鳥のバランスのとれた食餌に必要な12種類の必須ビタ
ミンをすべて含み、増強されたビタミンD3が自然の日差しにさらされることが
制限されている鳥をサポートします。ビタミンD3は特に重要な栄養素です。室
内で飼育された鳥はD3が不足しており、繁殖の成功と雛の成長、不十分なカル
シウム吸収および他の多くの問題につながります。
使用方法 5Lの水に5g（密閉された1杯分の大さじ）を入れよくかき混ぜる
か、または5gを8kgの食物を加えてよく混ぜます。サプリメントとして食餌や
水に入れてビタミン摂取をすることをお勧めします。
ソルベットDブリーダーは、すべての鳥類に使用できます。準備した水は直射
日光に当てないでください。唯一の飲み水として使用し、毎日新鮮な溶液を作
ってください。
有効 成分 ビタミン D3 (2,500 000 IU), ビタミン: A, B1, B2, B3, B5,
B6, B9, B12, C, E, H, K, ヨウ素, コリン酒石酸塩

鳥の サプリメント
シンバイオティックエビアン

9つの連なったプロバイオティク（5.5億個 CFU/g）、自然のプレバイオティ
ック（チコリーの根の抽出物）と酵素が含まれています。
対象 飼育されている鳥
使用にあたり ストレス、病気、けが、抗生物質治療後、または免疫および消化
器系をサポートするための毎日のサプリメントとして全ての動物に使用
します。
特性 消化器系や免疫系をサポートし、下痢や吸収不良などの腸機能障害の時の
補助剤として、理想的な日々のサプリメントです。
シンバイオティックに9つの良性バクテリア、自然のプレバイオティック（チ
コリーの根の抽出物）、消化酵素が含まれています。
有益な細菌の5.5億CFU / gの良性バクテリアは最適な免疫システムと消化器
のサポートをします。天然のプレバイオティックチコリーの根の抽出物はビフ
ィズス菌に栄養を与え、免疫力を高めます。酵素は、ストレスや傷害から回復
する動物にとって重要な、食餌の消化を促進します。
使用方法 メンテナンス用量:(日常使用）：1Lのきれいな飲料水にシンバイオ
ティックスを1g（同封のスプーン1杯）追加するか、1kgの乾燥食品、柔らか
い食物、野菜、挿し餌にシンバイオティックを3g（同封のスプーン3杯）加え
ます。ストレス、病気、けが、または抗生物質療法の後にはこの用量を2倍に
します。
有効 成分 プロバイオティックス：(5.5億 CFU/g) ラクトバチルス アシドフ
ィルス、ラクトバチルス カゼイ、ラクトバチルス サリヴァリゥス、ラクトバ
チルス プランタルム、ラクトバチルス ラムノサス、ラクトバチルス ブレビ
ス、ビフィルズ菌ビフィダム、ビフィルズ菌ラクティス、サーモフィラス菌。
プレバイオティック：イヌリン(チコリーの根の抽出物)
酵素：プロアテーゼ、アミラーゼ、ヘリウム

パックサイズ
100g
350g
650g

ソルベット

12の不可欠なビタミンとヨウ素が含まれています。
対象 飼育されている鳥
使用にあたり ビタミン不足に関連する病気の予防に日々のサプリメントとして
理想的です。
特性 ソルベットは、12の必須ビタミンとヨウ素で構成され、すべての鳥のサ
プリメントとして獣医によって開発されました。成長中の鳥、成長した鳥およ
び高齢の鳥にとって必要なビタミンが含まれています。ソルベットは、食餌や
水に加えられ、病気からの回復を助けるための補助剤としても使用できます。
使用方法 水に溶かす場合：40gの温水(30℃-40℃)に4gを加え、十分にかき混
ぜます。次に、この40mlの混合溶液を360mlの飲料水に加えます。 唯一の飲
み水として使用し、毎日新鮮な溶液を作ります。
食餌と一緒に与える時：4gのソルベットパウダーを4カップのシードまたは野
菜にふりかけます。 ソルベットは、最初の羽の生え変わりや病気/怪我の鳥に
毎日使用できます。成長した鳥には、週3回位与えてください。
有効 成分 ビタミン: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D3, E, H, K, ヨ
ウ素, コリン酒石酸塩

パックサイズ
25g
100g
450g
850g
2kg
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鳥の サプリメント
ディニュートリカル

パックサイズ
150g
500g
1kg
5kg
10kg

3倍のカルシウム、ビタミン、ミネラルが入ったサプリメントです。
対象 全てのシードの食餌をしている鳥、特にブリーディングシーズンの鳥向
けです。
使用にあたり ディニュートリカルを使用することで、カルシウム、ビタミン、
ミネラルなどの食物源（例、自宅で作った挿し餌）を強化します。 メンテナン
スサプリメントとして、または繁殖中に使用するのに理想的です（特に、鳥や
雛を飼育する際のカルシウム補給に役立ちます）。
特性 重要な栄養素が不足しているシードを食餌している鳥をサポートしま
す。3倍のカルシウム源は、高品質の卵殻を形成し、成長期の鳥の強い骨形成
および一般的な健康を促進します。 簡単に食餌にふりかけることがでます。
Birds International（フィリピン）が使用し、推奨しています。
使用方法 メンテナンス時は毎週2回、繁殖中は毎日使用します。
ディニュートリカルの導入時：食餌1kgあたり5gの用量から始め、徐々に6回
かけて20gまで増やします。
メンテナンス時：活性カルシウム値を高めるために、食餌1kg当たり20gのデ
ィニュートリカルを加えます。 新鮮な果物や野菜にふりかけて、鳥類の食餌に
加えても構いません。
有効 成分 1グラムあたり：カルシウム310mg(31%)、ビタミン(A、B1、B2
、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E)、ミネナル(リン、ナトリウム、ヨウ
素、カリウム、鉄分、コバルト、銅、マグネシウム、マンガン)。

ポリーエイドプラス

パックサイズ
40g
80g
500g
1kg
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病気や怪我をしている鳥の緊急のサプリメントです
対象 病気や怪我をしている鳥や動物
使用にあたり ポリーエイドプラスは、鳥の飼い主にとって緊急のサプリメント
として重宝します。 自発的に食べていない病気、怪我、またはストレスを受け
た鳥や小動物のための応急処置サプリメントとして使用します。 ポリーエイド
プラスは病気を治しませんが、鳥にエネルギーを与えます。
特性 炭水化物+タンパク質+プロバイオティクス+電解質を持続的に供給
します。 持続したエネルギーのための炭水化物、腸内フローラを回復するプロ
バイオティック、不可欠なタンパク質、ビタミン、電解質が病気やストレスか
らの回復をサポートします。
使用方法 ポリーエイドプラス10gに5mlの水を加え、スラリー状にします。
注射器にて直接投与したり、自発的に食べる動物には食餌に加えても構いませ
んが、しっかりと回復するには追加としての食餌のサポートが必要です。
毎回新鮮なものを作り、使用しなかった残りは捨ててください。
有効 成分 10gあたり:ビタミン: A (200 IU), B1 (94µg), B2 (240µg), B3
(1mg), B5 (248µg), B6 (80µg), B9 (45µg), B12 (1µg), C (10mg), D3
(25 IU), E (0.5mg), H (2µg) & K (0.2mg), 加水分解でんぷんとうもろこし
(7.5g), 卵白 (2g), グルコン酸カルシウム(58mg), 酒石酸コリン(8mg), 硫酸
マグネシウム(45mg), 塩化カリウム(76.8mg), プロボティック(0.1g), 塩化ナ
トリウム(110.2mg)

鳥の サプリメント
プロボティック

水溶性のプロバイオチックです。
対象 犬、猫、鳥や家畜に適しています。
使用にあたり 腸機能不全の時や抗生物質治療後の腸機能回復時に使用します。
プロボティックは駆虫薬、コクシジウムスタット、ミネラル、ビタミンなどを
含む食餌と併用も可能です。
特性 犬、猫、飼育されている鳥、雛向けの水溶性プロバイオティクスです。
毎日使用することでバランスの取れた消化器系を維持するのに役立ち、腸のバ
ランスを促進します。飼育されている雛の胃腸フローラを促進します。
使用方法 最初の5日間はストレスレベルで、その後はメンテナンス用量レベル
で使用してください。ストレス状況の時は、投与の量は２倍にしてください。
水、ミルク、または食餌に混ぜて与えてください24時間以内に消費するように
してください。
飼育されている鳥類：1Lの水に1g与えてください。
犬と子犬：メンテナンス時は1日当たり1-3g与えてください（小1g、中2g、
大3g）
猫と子猫：メンテナンス時は1g /日です。
家禽：生後3日間まで5g / L、その後、生後42日までは減らして0.5g / L与
えてください。
同封しているスプーン1杯は約1gです。
拘束：抗生物質と併用しないでください。抗生物質投与後には使用しても構い
ません。る。調製された溶液
有効 成分 1.8億 CFU/gラクトバチルスアシドフィルス、ラクトバチルス デル
ブルエッキ サブスピーシーズ ブルガリカス、ラクトバチルス プランタラム、
ラクトバチルス ラムノサス、ビフィズス菌、フェシウム菌、サーモフィルス
菌、ストレプトコックス サリヴァリゥス亜種サーモフィルス

パックサイズ
25g
90g
450g
900g
5kg
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鳥の サプリメント
ブリーディングエイド

パックサイズ
100mL
250mL
500mL
1L
5L

卵の生産と孵化能力を助けるためにビタミンが強化された鳥のためのオイルベ
ースの繁殖補助サプリメントです。
対象 シードの食餌をしていて、卵を出産する時期の繁殖の鳥
使用にあたり 繁殖の成功と卵膜の形成を促進するために繁殖期にブリーディン
グエイドを使用し、卵生産と孵化能力をサポートします。多数の卵や複数の卵
を生産する小さな鳥に特に有効です。増強されたビタミン、ミネラル、カルシ
ウムのサプリメントは、シードの食餌をしている鳥に適しています。
特性 脂肪酸とビタミンを配合しています。シードに一晩浸漬して使用すること
で、オイルは浸透によって自然に種皮を介して穀粒に浸透します。卵膜の正常
な発達を助け、最大量の健康な卵を産むのに鳥をサポートします。
使用方法 シード1 kgあたり20 mlのブリーディングエイドを手で混合し、混
合物を12-24時間放置してシードへの吸収を最大にします。シードは1週間使
用することができ、最初の日に使用されなかったシードは冷蔵庫に保存してく
ださい。
有効 成分 1リッターあたり ビタミン A 200,000 IU ビタミン D3 20,000
IU ビタミン E 80 IU リノール酸430 g パルミチン酸52g オレイン酸11g

カルシベット

パックサイズ
50mL
100mL
250mL
500mL
1L
5L
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液体のカルシウムとビタミンD3サプリメントです。
対象 シードを食餌している鳥で特にブリーディングシーズン。
使用にあたり カルシベットは、カルシウムとビタミンD3が不足しているケー
ジで飼育されている鳥のサプリメントです。すべてのシードを食餌している鳥
の定期的な使用は、強い骨、筋肉形成および一般的な健康に必要なカルシウム
を促進します。また、卵の出産時やカルシウム不足の鳥の緊急時にカルシウム
サプリメントとして使用できます。
特性 必須のカルシウムでブリーディング時の鳥や成長期の鳥をサポートしま
す。ビタミンD3を含んでいおり、腸のカルシウム吸収を最大限にします。卵の
形成と成長期の鳥の骨の形成をサポートします。
使用方法 カルシベットは、水、柔らかい食餌に加えたり、緊急時に直接投与す
ることができます。水：飲料水250mlあたり5mlを追加します(カップ1杯にテ
ーブルスプーン1杯)。鳥が飲む唯一の水として使用し、毎日新鮮な溶液を作り
ます。シードに対して：1カップに5mlをかける。直接投与の場合：体重100g
当たり0.2ml(4滴)を与えます。他の薬と一緒に使用しても安全です
有効 成分 1リッターあたり、カルシウム 33g, ビタミン D3 25000 IU

鳥の サプリメント
マルチベットリキッド

不可欠なビタミン＋ミネラル＋アミノ酸が含まれています。
対象 鳥類
使用にあたり マルチベットリキッドは、不可欠なビタミン、ミネラル、栄養
素のサプリメントで健康や羽の発育を促進し、ビタミン不足による疾患の予
防に役立ちます。
特性 マルチベットは、特にシードの食餌をしている鳥の健康にとって不可
欠な栄養バランスを含んでいます。マルチベットのアミノ酸は正常で健康な
羽の発達に不可欠です。ビタミンとタンパク質の入ったミネラルは腸で吸収
されるようになっています。
使用方法 使用前に良く振ってください。150mlの飲料水に0.5mlのマルチベ
ットを混ぜて1週間に3-5回与え、羽の生え変わりの時期には毎日与えてくだ
さい。マルチベットは成長期の鳥の初めの羽の生え変わりまで毎日使用し、
それ以後は日々のサプリメントとして一日おきに与えてください。
有効 成分 ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、D3、E)、ミネラル、銅(銅
たんぱく化合物)、マンガン(マンガンたんぱく化合物)、亜鉛(亜鉛たんぱく
化合物)、アミノ酸(塩化コリン、リジン、メチオニン)

パックサイズ
50mL
100mL
250mL
500mL
1L

スパークリキッド

エネルギーサプリメント＋電解質
対象 鳥や動物でストレス、高温、病気や移動時に使用します。
使用にあたり 高温の時や、病気、ストレス、怪我をした鳥のための救急サプ
リメントとして使用します。また、輸送時やショーの鳥にとって貴重な飲み
水となります。
特性 A獣医により開発され、脱水症状、補充、およびストレスからの回復お
よび高温度時にエネルギーを補うようにできています。ペットの飲料水に入
れるだけで簡単に与えることができます。迅速かつ効果的な電解液およびエ
ネルギーの補給ができ、 消費されるとすぐに回復を開始します。
使用方法 飲料水1Lあたり20mlを追加してください。
唯一の飲料水として使用し、毎日新鮮な溶液を作ってください。
使用前によく振ってください。スパークリキッドは、ポリーエイドプラスや
アビアンクリッタケアとともに、鳥の緊急のケアとして使用できます。
有効 成分 1リッターあたり：グルコース135g、クエン酸イオン30.31g
ナトリウムイオン13g、カリウムイオン20g

パックサイズ
50mL
125mL
250mL
500mL
1L
5L
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鳥類用品
ベタファームの投薬用の針のガイド
鳥に投薬や食餌を与える時のガイド
種

体重

素嚢

針のサイズ

フィンチ

12-20g

0.5mL

18 G

カナリア

20-25g

0.5mL

18 G

セキセイインコ

25-50g

1.2mL

16 G

アキクサインコ

40-50g

1.5-2.5mL

16 G

オカメインコ

80-90g

4-5mL

14 G

ナナクサインコ

80-110g

5-10mL

12 G

テンニョインコ

100-120g

5-10mL

12 G

モモイロインコ

300-350g

10-20mL

10 G

タイハクオウム

600-900g

30-50mL

8 G

鳩

300-500g

30-60mL

8 G

フィーディングスプーン

ステンレス製の成形されたスプーンです。
対象 鳥
使用にあたり さし餌の雛に使います。
特性 特性のスプーンで、食餌が流れやすく、コントロールしやすいように
設計されています。長年使用できます。

パックサイズ
スモール＆
ラージ

メディケーションチューブ

ステンレスの投薬や食餌を与える時に使う針です。
対象 鳥や爬虫類のさし餌や緊急のフィーディングや投薬に使います。
特性 早急に、正確に食餌や投薬ができます。高品質のステンレス製です。
長年使用できます。

パックサイズ
8G, 8G 6”, 10G,
12G, 14G, 16G, 18G
23

鳥類用品
クロップ ニードル セット

ステンレス製の機器で餌を与える針とミックスチューブのフルセットです。
(8G、10G、12G、14G、16G、18G)
対象 鳥や爬虫類にさし餌で食餌を与える時や緊急に食餌や投薬をする時に使
用。
特性 早急に正確に食餌や投薬ができます。高品質のステンレス製です。オー
ストラリア製です。長年使用できます。再利用が可能なミックスチューブも含
まれます。

イージーフィーダー

シリンジ付きのステンレスのイージーフィーダー
対象 雛へのさし餌に使用します。
特性 早急に雛に計測された量を与えることができ、スプーンで与えるより簡易
で、全てのスタンダードなシリンジに対応します(ベタファームの再使用可能な
シリングも含めて)。食餌を保温し、食餌の温度を管理します。高品質のステン
レス製です。長年使えます。

パックサイズ
スモール＆
ラージ

再利用でき食餌や製薬を与えたることができるシリンジ
食餌や投薬用のアクリル樹脂のシリンジ
使用にあたり 鳥や爬虫類のさし餌や緊急の食餌や投薬をする時に使います。
特性 計測しやすく食餌や投薬ができ、高品質、高圧減菌となっています。ベ
タファームの投薬用の針に適合し、簡単に与えることができます。取っ手がつ
いていて、食餌や投薬を与えている時に針やスプーンから与えやすくしていま
す。

パックサイズ
10mL, 20mL
30mL, 50mL
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鳥類向けおやつ
パロットデリトリート

鳥にとっておいしく健康なおやつ。
対象 すべての鳥。
使用にあたり デリトリートは鳥にバラエティと刺激を与えます。
特性 オメガオイル、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、カルシウムなどのさ
まざまな栄養素を供給します。
使用方法 デリトリートはバランスよい食餌の一部に含まれ、おやつやご褒
美として与えたり、ベタファームの総合栄養食の一部として与えます。
成分 品質の良いドライフルーツ、ピーナッツ、アーモンドチップ、なつめ
やし、ひまわりの種、適量のベタファームのニュートリブレンドペレット。

パックサイズ
500g
2.5kg

デリスティック

ボスオブワールド

鳥の健康的なおやつ。
対象 すべての鳥用です。
使用にあたり 自然界のバラエティと食餌を与えるように設計されています。
特性 ヘルシーな食餌において品質とバラエティは重要なことで、そしてペ
ットのパロットにとって健康的なライフスタイルはさらに重要なことです。
ベタファームのデリスティックは高品質の自然成分と獣医が開発したペレッ
トを配合しています。
使用方法 デリスティックはバランスの取れた食餌の一部として、ベタファ
ームの総合栄養食と合わせて、バランスの取れた食餌とトリートや褒美とし
て与えてください。
成分 ベタファームの栄養がバランス良く取れたペレット(ニュートリブレン
ドスモール)、オーストラリア産アーモンド、ピーナッツの破片、厳選された
季節のフルーツ。

デリステック

パックサイズ
100g
(一箱に9つ入り)

スモールパロットパーフェクション

小さな鳥向けの健康的なおやつ。
対象 スモールパロットパーフェクションは愛すべき小さめの鳥や大きめの
鳥用です。
使用にあたり 自然界のバラエティと食餌を与えるように設計されています。
特性 ヘルシーな食餌において品質とバラエティは重要なことで、そしてペ
ットのパロットにとって健康的なライフスタイルはさらに重要なことです。
ベタファームのデリスティックは高品質の自然成分と獣医が開発したペレッ
トを配合しています。
使用方法 使用方法：デリスティックはバランスの取れた食餌の一部とし
て、ベタファームの総合栄養食と合わせて、バランスの取れた食餌とトリー
トや褒美として与えてください。
成分 ベタファームの栄養がバランス良く取れたペレット、ミックスフルー
ツ、ピーナッツの破片、キビ、カナリアの種とひまわりの種。

パックサイズ
100g
(一箱に9つ入り)
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鳥類のおやつ
ネオケア

パックサイズ
450g
2.5kg
10kg
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さし餌用の最高品質のフォーミュラ
対象 鳥のさし餌の総合栄養食フォーミュラで全ての鳥に向いています。
使用にあたり 孵化したから羽ばたくまでの食餌として使用します。
特性 獣医により雛用に厳密に栄養素が構成しており、骨の成形、肺機能、健康
な羽の形成などに必要な全てのビタミン、ミネラル、カルシウム、アミノ酸が
含まれています。ベタファームのSynbioticが含まれており、プロバイオティ
ックが健康な腸の動きと消化機能を促進し、最大限栄養を吸収します。押出し
成形による製造は安全と消化機能を促進します。
使用方法 混ぜ方について 大さじ１杯のネオケアをジャーやカップに入れ、
温かいお湯を大さじ1杯入れます。フォークを使い30秒均一なペースト状にな
るまで混ぜます。さらに小さじ3杯の水を入れ、さらに2分間均一になるまで
混ぜます。温度を確認し、与えます。雛(年齢に関係なく)に与える時の温度は
36-38度にします。
与える頻度と量について 鳥の年齢と種によって量と与える頻度は変わります。
始める前に鳥の必要なことをしっかりと調べてください。一般的に一日の最後
の食餌は夜10-11時に行い、次の日の朝5-6時に与えてください。重要なこと
として、一日の始めの食餌の時には素嚢が空になっていなければなりません。
素嚢は24時間毎に空になるようにしなければなりません。新鮮なネオケアやさ
し餌を毎回作るようにしてください。混ぜ合わせたものを保管したり、冷凍し
て後で使わないでください。
成分 全粒粉(とうもろこし、小麦、大豆)、ベジタブルオイル、ナチュラルオー
ガニック酸、アミノ酸(リジンとメチオニン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5
、B6、B9、B12、C、D3、E、H & K)、ミネラル(カルシウム、コバルト、
銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、セレン、ナト
リウム、硫黄、亜鉛)
成分分析
成分分析
粗たんぱく質 21% Min
粗脂肪 15.0% Min
繊維 4.0% Max
カルシウム 1.0% Min
塩分 0.5% Max

鳥類のおやつ
ニュートリコア

さし餌用のフォーミュラ
対象 多くの鳥向けに使用できます。ヨウム、クロオウム、スミレコンゴウイン
コはベタファームのネオケアを使用してください。
使用にあたり 鳥のニュートリコアの使用量と頻度は年齢と鳥の種類によりま
す。与える前に十分に調べてください。
特性 最適な成長と発達が行われるように獣医により開発されました。雛の栄養
バランス、最適な成長をサポートし、羽の発達と免疫機能を促進します。孵化
から羽ばたくまでの理想的な食餌です。13のビタミン、ミネラル、9つの良性
バクテリアと7つの消化酵素が含まれています。
使用方法 A均一になるように良く混ぜて、温度をさまし(38-41度)、雛に新鮮
な食餌を与えてください。注意してほしいのは、この使用方法はガイドのみで
す。もし雛の素嚢が通常より空になるのが早かったら、ニュートリコアの粉を
混ぜ物に少し増やしてください。もし雛の素嚢が空になるのがゆっくりな時は
水を少し増やし、薄めてください。
雛への食餌の与え方(生まれてから5日まで) 最初の24時間もしくは胎便(最初の
便)までスパークリキッドとシンバイオティックの両方を与えます。最初の胎便
のあと、ティースプーン1杯のニュートリコアにあらかじめ沸騰させたお湯を
ティースプーン5杯入れ、薄めまて混ぜ、次の24時間は与えます。次の3日間は
下記の案内にある標準の希釈になるように徐々に濃度を高めます。
標準的な食餌の与え方(生後5日以降) ティースプーン1杯のニュートリコアの
さし餌のフォーミュラにあらかじめ沸騰させたお湯をティースプーン3杯入れ
ます。これを生後5日目から成長した鳥の食餌になるまで続けます。
食餌を変更した時 別のブランドの商品から変えた場合や生後5日以上でさし餌
を与えるために巣から取り出した雛にはニュートリコアの混ぜ物はできるだけ
薄めて雛に与えてください。このことは水分補給と、新しい食餌の適用を促し
ます。この変更の時期の薦められる比率はニュートリコアをティースプーン
1杯にあらかじめ沸騰させたお湯をティースプーンで5杯入れて混ぜてくださ
い。
成分 オーストラリアの大豆単離タンパク質、マルトデキストリン、えんどう豆
の粉、オーストラリアの片栗粉、ベジタブルオイル、全卵粉、ブルーベリー、
フルクトース、ベタファームのシンバイオティック、ビタミン(A, B1, B2,
B3, B5, B6, B9, B12, C, D3, E, H & K)、ミネラル(カルシウム、コバル
ト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、セレン、
ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
ベタファームのシンバイオティックの成分：プロバイオティック(5,500
CFU/g)乳酸菌アシドフィルス、乳酸菌カゼイ、乳酸菌サリヴァリゥス、乳酸
菌ブレヴィス、ビフィドバクテリウムビフィダム、ビフィドバクテリウムラク
ティス、ストレプトコックスサーモフィルス、プレバイオティック：イヌリン
(チコリーの根の抽出物)、酵素：プロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ、ブ
ロメライン。
成分分析
粗たんぱく質 24%Min
粗脂肪 11%Min
粗繊維 2.5%Max
ビタミンA 12000IU/Kg
カルシウム 1%Min
リン 0.5%Min

パックサイズ
350g
2kg
10kg
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鳥類の食餌
ソフトビルフード

パックサイズ
350g
2kg
10kg

やわらかい食餌を好む鳥向けの押出し成型工法にて製造された総合栄養食
対象 肉食、食虫、雑食、肉食性、果汁、蜜食の種で、メジロ科、ガビチョウ、
ヒバリ科、シキチョウ、ミヤマヒメアオヒタキ、クロノビタキ、セイオウチョ
ウ、カナリア、キュウカンチョウなど
使用にあたり 総合栄養食です。
特性 活力、さえずり、ブリーディングを完全にサポートする栄養素を含まれて
います。鳥獣医によって開発されました。オーストラリア製で、健全なオース
トラリアの材料から作られました。
使用方法 第一の食餌としていつでも食べられるようにしてください。新鮮な水
はいつでも飲めるようにしてください。
成分 全粒粉(小麦、とうもろこし)、ルーサン、大豆たんぱく質、アミノ酸(
リジン、メチオニン、コリン、スレオニン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5
、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)、ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、
ヨウ素、鉄分、マグネシウム、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、
亜鉛)、カンタキサンチン、ベジタブルオイル、ナチュラルオーガニック酸。
成分分析
粗たんぱく質 30% Min
粗脂肪 12.0% Min
繊維 6.0% Max
塩分 0.5% Max

クリッタケアエビアン

パックサイズ
450g
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病気や怪我をしている鳥への栄養補給するための緊急時の食餌
対象 病気、ストレスや怪我をしている鳥
使用にあたり 鳥が自発的に食べない時にクリッタケアを与えてください。
特性 病気、ストレス、怪我をしている鳥への消化の良い栄養補給。押出し成
型工法により安全で消化の良い。ビタミン、ミネラル、カルシウム、不可欠な
アミノ酸を含んでいます。プロバイオティックが健康な腸の動きと消化を促進
し、消化をサポートします。注射器やフィーディングスプーンを使用して与え
ます。
使用方法 温かい水を少しづつ入れてフォークでかき混ぜます。フォークの先か
らこぼれる位になるまでかき混ぜます。温度が30-36度になるようにします。
注射器やスプーンで与えてください。クリッタケエビアンは鳥が通常通り食べ
始めるまで続けてください。
成分 全粒粉(とうもろこし、大豆、小麦)、大豆たんぱく分離物、ベジタブルオ
イル、ナチュラルオーガニック酸、炭酸カルシウム、プロバイオティック、プ
レダイジェスティブ、アミノ酸(リジン、メチオニン)、バニラフレーバー、ビ
タミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)、ミネラル(
カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、リン、カリウム、
セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 21.0％ Min
粗脂肪 15.0％ Min
繊維 4.0％ Max
塩分 0.5％ Max

鳥類の食餌
サウスアメリカンミックス

コニュア、アマゾン、マコウ向けの総合栄養食
対象 コニュア、アマゾン、マコウなどのサウスアメリカの鳥向けです。サウス
アメリカンミックスはサウスアメリカ産のペットやブリーディングの鳥類にも
使用することができます。
使用にあたり サウスアメリカンミックスは食餌の約80%として与えた場合、成
長期、ブリーディング、脳機能、羽の発達などを促進する総合栄養食です。
残りの20%として、新鮮なフルーツと野菜を(15%)、アーモンド、クルミ、マ
カダミアなどの新鮮なナッツ(5%)を与えてください。ベタファームのデリステ
ィックを健康でバランスの取れたおやつとして、また行動を豊かにしますので
この5%として与えても結構です。
特性 サウスアメリカンミックスはブリーディング、コンパニオンバード両方の
栄養素を満たします。ペレットは押出し成型工法にて製造され、鳥にとって早
急な吸収と高栄養素を供給します。サウスアメリカンミックスはオーストラリ
アで育てられた人間と同じグレードの材料と新鮮なナッツを加え、とてもおい
しくできています。
使用方法 体重100gに対してペレット8gを与えます。食餌の80％になるように
与え、残り20%は新鮮な野菜や果物、ナッツを与えてください。
成分 全粒粉(小麦、コーン、大豆)、ピーナッツ、ベジタブルオイル、ビタミン
(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、D3、E、H)、ミネラル(カルシウム、
コバルト、銅、鉄分、ヨウ素、マンガン、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 7.0％ Min
繊維 4.0％ Max
塩分 0.5％ Max
カルシウム 0.8-1.0%
リン 0.4%
ビタミン A (min) 6000 IU/kg
ビタミン D3 (min) 2000 IU/kg
ビタミン E (min) 150mg/kg

パックサイズ
350g
2kg
10kg

ワイルドアースロリキート

ロリキート向けの総合栄養食です。
対象 コ全てのオーストラリアのロリキート向けです。
使用にあたり ロリキートの総合栄養食で自然のビーポーレン、フルーツ、果実
が含まれています。
特性 ワイルドアースロリキートは、新鮮で最高品質の成分のみを使用し、ビ
ーポーレン、新鮮な果物、低GI炭水化物、バランスの取れたビタミン、ミネラ
ル、有機酸を含んでいます。
使用方法 ウェットもしくはドライどちらでも構いません。ドライミックス：ワ
イルドアースロリキートは、バッグから取り出してそのままとして使用できま
す！ あなたの鳥の食餌全体の80％として与えるようにしてください。ウェッ
トミックス：テーブルスプーン3杯のワイルドアースロリキートにテーブルス
プーン4杯の温かいお湯をフォークで混ぜます。混ぜ物は24時間毎に取り替え
ます。残りの20%の食餌は15%のフルーツと5%のおやつを与えてください。
成分 米粉、フルクトース、スクロース、ナツメヤシ、大豆分離物たんぱく質、
片栗粉、ユーカリビーポーレン、ベジタブルオイル、ブルーベリー抽出物、プ
レバイオティックチコリーの根の抽出物(イヌリン)、ナチュラルオーガニック
酸、ビタミン(A、B1、B3、B5、B6、B12、C、D3、E、H、K)、ミネラル(カ
ルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カ
リウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 6.0％ Min
繊維 3.0％ Max
塩分 0.5％ Max

パックサイズ
450g
2kg
10kg
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鳥類の食餌
パロットエッセンシャルズ

パックサイズ
350g
2kg
10kg

パロット向けの総合栄養食
対象 全てのパロット、特にペット用。
使用にあたり パロットエッセンシャルは健康を促進し、ミルデュラリバーラン
ドで採れたファーストグレードのフルーツとビクトリアの北西で取れたアーモ
ンドが入っており、食餌にバラエティを加えています。
特性 人工着色料を使わずに、バラエティとバランスとおいしいフレーバーが一
つになっています!本物のフルーツ5％とナッツ5％を含み、通常のペレットよ
りも豊かさを与えます。栄養バランスを最適化するために新鮮なオーストラリ
アの材料により、獣医により開発されました。
使用方法 パロットエッセンシャルは総合栄養食で、サプリメントなどは必要
ありません。もしパロットエッセンシャルをブリーディングの鳥に使用する場
合、D’Nutricalのようなカルシウムを含むものを与えるのは良いことです。
フルーツや野菜は行動を豊かにするので与えても良いです。
成分 全粒粉(とうもろこし、小麦、大豆)、ベジタブルオイル、ナチュラルオー
ガニック酸、アーモンドチップ、ドライフルーツ(ダイス状のナツメヤシ)、ビ
タミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)、ミネラル(
カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、
カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 5.0％ Min
繊維 3.5％ Max
塩分 0.5％ Max

トゥルーグリット

パックサイズ
ファイン＆
ミディアム
700g
3kg
粗め
1kg
4.5kg
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シードを食べている鳥向けのビタミンとミネラルを多く含んだ殻の粉
対象 シードの食餌をしている全ての鳥。トゥルーグリットファインは小さめから
中型のスズメ目やパロット用です。トゥルーグリットミディアムは大き目のパロ
ットや鳩向けです。トゥルーグリッド粗めは鶏向けです。
使用にあたり 自由な選択を鳥に与えサプリメントとして使用できます。特に、
シードを食餌としているブリーディングの鳥の栄養要求がた高くなる時期にサ
プリメントとして有効です。
特性 ビタミン、ミネラル、カルシウムを含んでおり、食餌の消化を促します。
使用方法 食餌のサプリメントとしていつでも与えてください。
成分 ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、D3、E、H)とミネラル(カルシウ
ム、コバルト、銅、鉄分、ヨウ素、マンガン、亜鉛)

鳥類の食餌
パラダイスペレット

果実を食べる鳥向けの総合栄養食
対象 オオハナインコや極楽鳥、オオハシ、九官鳥などその他果実食を食べ
る鳥、。オーストラリア、アジアやエキゾチックパロット。
使用にあたり ペットやブリーディングで飼育されているオオハナインコや
その他の果実を食べる鳥向けの押出し成型工法で製造された総合栄養食のペ
レットです。
特性 フルーツフレーバー、多色のペレットでシードを食餌している鳥にも
受け入れられます。通常の健康維持に不可欠なバランスの取れたビタミン、
ミネラル、カルシウムとアミノ酸が含まれています。シードの食餌とは違い
ごみを削減し、科学的に構成された栄養素が長寿で健康を促進します。
使用方法 パラダイスペレットは総合栄養食です。追加としての食餌サプリ
メントは必要ありません。フルーツやベジタブルを行動を豊かにするために
与えてもかまいませんが、栄養のバランスのため、パラダイスペレットは最
低でも50%は与えるようにしてください。
成分 全粒粉(小麦、とうもろこし、大豆)、フルクトース、ベジタブルオ
イル、アミノ酸、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、D3
、E＆H)、ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、鉄分、ヨウ素、マグネシウ
ム、亜鉛)
成分分析
粗たんぱく質 20% Min
粗脂肪 10% Min
繊維 2.5% Max
塩分 0.5% Max
鉄分 60mg/kg Max

パックサイズ
2kg
10kg

フォレストヒュージョンロリキート
ロリキート向けにおいしさと押出し成型工法にて開発された総合栄養食
対象 オーストラリアとエキゾチックローリー/ロリキート
使用にあたりフォレストフュージョンは全体の食餌の80%として与えるよう
に開発された総合栄養食です。フルーツなどの新鮮な食餌は行動を豊かにし
ます。
特性 獣医により開発され、オーストラリアの新鮮な材料が使われていま
す。ベタファームのフォレストヒュージョンロリキートは人工着色、精製さ
れた砂糖、副産物などは使用しておりません。おいしいヤツメヤシ、ビーポ
レン、ブルーベリー抽出分を加えることで自然の甘味を出し、ロリキートに
とってとてもおいしくできています。
使用方法 メインの食餌としていつでも食べられるようにしてください。フ
ォレストヒュージョンロリキートは袋から取り出しそのままドライや少量の
水を加えてかき混ぜて与えても結構です。ご希望の濃度に混ぜても構いませ
んが、ベタファームはティースプーン1杯のフォレストヒュージョンとティ
ースプーン10杯(50ml)の温かい水をかき混ぜることをお薦めします。フォ
ークでよくかき混ぜて、餌は24時間ごとに取り替えてください。食餌トータ
ルの80%としてフォレストヒュージョンロリキートを与えたときに完全な食
餌となるように開発されています。フルーツなどの新鮮な食餌は行動を豊か
にしますので与えても結構です。
成分 オーストラリアのコーン、オーストラリアの米粉、大豆たんぱく質分
離物、ブルーベリー、ナツメヤシ、ユーカリビーポーレン、スクラロース、
ベジタブルオイル、自然のオーガニック酸、ビタミン( A、B1、B3、B5
、B6、B12、C、D3、E、H & K)、ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、
ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、セレン、ナトリ
ウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 13.0％ Min
粗脂肪 4.0％ Min
繊維 3.0％ Max
塩分 0.5％ Max

パックサイズ
450g
2kg
10kg

14

鳥類の食餌
メインテナンスペレット

パックサイズ
350g
2kg
10kg

獣医が開発したコンプリートダイエット
対象 オーストラリアとアジアの鳥向け
使用にあたり メインテナンスダイエットは全ての鳥のコアとなる栄養要求を満
たすように獣医により開発されました。脂肪を増やすことなく、健康な体重維
持ができるバランスの良い食餌です。
特性 簡単に与えることができるように開発された完全な栄養素です。人工色、
人工味、砂糖を加えていません。オーストラリアで作られ、新鮮で、農場よ
り直送された材料を使用しています。鳥類の栄養士と獣医により開発されまし
た。
使用方法 メインテナンスダイエットは第一の食餌として(食餌全体の80%を占
める)、羽、組織や脳機能の発達のたに必要な栄養素です。残りの比率(20%)の
食餌は新鮮なフルーツや野菜(15%)、ナッツやシードやベタファームのデリス
テイックなどの少量のおやつ(5%)を与えてください。新鮮な水はいつでも摂取
できるようにしてください。
成分 全粒粉(小麦、とうもろこし、大豆)、ベジタブルオイル、ナチュラル
オーガニック酸、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3
、E、H、K、コリン)とミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、
マグネシウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 5.0％ Min
繊維 3.5％ Max
塩分 0.5％ Max

ネクターペレット

パックサイズ
350g
2kg
10kg
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ローリー＆ロリキートのための低糖の総合栄養食
対象 オーストラリアやエキゾチックローリー/ロリキートで特にごみの散らか
しができないエリアや糞やごみを減らしたいところで飼育されている場合。
使用にあたり ネクターペレットは総合栄養食で、追加としてのサプリメントは
必要ありません。栄養素はローリーやロリキートの健康的な体重や繁殖期の鳥
が健康な雛を産めるようにサポートされています。
特性 ロリキートの糞、ごみを多大に減らし、餌の撒き散らしをとめます。ロリ
キートが自然界で食餌している低糖を取りながら、科学的にバランスの取れた
栄養素になっています。長く健康的な生活が送れるように不可欠なビタミン、
ミネラル、アミノ酸、カルシウムを供給しています。おいしさを出すためにア
ップルフレーバーが入っています。
使用方法 第一の食餌としていつでも食べられるようにしてください。ベタファ
ームのコンプリートダイエットは80%もしくはそれ以上を与えた場合の完全な
栄養素です。新鮮な水はいつでも摂取できるようにしてください。果汁、フル
ーツ、野菜などは行動を豊かにしますので与えてください。
成分 全粒粉(とうもろこし、小麦、大豆)、ベジタブルオイル、ナチュラル
オーガニック酸、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3
、E、H、K)とミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシ
ウム、マンガン、リン、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)、アップルフレー
バー。
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 8.0％ Min
繊維 4.0％ Max
塩分(NaCI) 0.5％ Max

鳥類の食餌
ニュートリブレントペレット

バランスの取れた、押出し成型にて製造された多色のペレットで鳥たちの食
餌のニーズに対応します。
対象 オーストラリアとアジアのパロット
使用にあたり 押出し工法により製造されたペレットはおいしさ、鳥の健康的
な体重を維持する食餌です。
特性 フルーツフレーバー、多色のペレットはシードを食餌している鳥に上
手く受け入れられています。バランスの取れたビタミン、ミネラル、カルシ
ウムとアミノ酸を含み、常時の健康を維持する食餌にとって不可欠です。シ
ードを使用した時に比べゴミを削減し、科学的に構成された栄養素により長
年健康的な生活を促進します。
使用方法 ニュートリブレンドは大切な栄養への要求を満たすように獣医に
より開発されました。ニュートリブレンドを主食餌にした場合(80％の日常
の餌)、栄養バランスに優れているので羽の整形、組織、脳機能を最適にしま
す。残りの20％の食餌はヘルシーなフルーツや野菜(15％)とナッツ、種やベ
タファームのデリステックなど少量のおやつ(5％)を与えてください。
成分 全粒粉(大豆、小麦、とうもろこし)、ビタミン(A、B6、B12、C、D3
とE)、ミネラル(カルシウム、銅、鉄分、マグネシウム、リン、セレン、ナ
トリウム、亜鉛)、フルーツフレーバー(アップル、ブルーベリー、ラズベリ
ー)、アミノ酸(リジンとメチオニン)、ベジタブルオイル、ナチュラルオーガ
ニック酸
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 5.0％ Min
脂肪 3.5％
塩分 0.5％

パックサイズ
ミニ＆スモール
350g
2kg
10kg
ラージ
1.6kg
8kg

ニュートリブレンドブリーダーペレット
ブリーディングパロット向けの高パフォーマンスフォーミュラ
対象 ブリーディング用オーストラリアとアジア産パロット。エキゾチック
パロット(例、南アメリカ産パロット)
使用にあたり 産卵時の安定した食餌としてバランスの良いビタミン、ミネラ
ル、カルシウム、アミノ酸を含んでいます。
特性 •鳥獣医により開発され、押出し成型工法にて製造されました。ブリー
ディング時や雛の成長に必要な多くの栄養素が含まれています。新鮮なオー
ストラリアの材料から作られたオーストラリア産です。
使用方法 ブリーダーペレットは総合栄養食として与え、ブリーディングシ
ーズンのおよそ6週間前から始め、雛が羽ばたくまで行います。ブリーダー
ペレットはブリーディングに必要な全ての栄養素を含まれていますが、フル
ーツ、野菜や自然の植木などを与え行動を豊かにしても構いません。親鳥に
育てられた雛はニュートリブレンドブリーダーペレットから通常のニュート
リブレンドペレットに切り替えることができます。
成分 全粒粉(小麦、とうもろこし、大豆)、大豆たんぱく質、ベジタブルオイ
ル、ナチュラルオーガニック酸、スターチ、アミノ酸(リジン、メチオニン)
、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)、ミ
ネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、リン、
カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)、フルーツフレーバー(アップ
ル、ブルーベリー、ラズベリー)。
成分分析
粗たんぱく質 18.5％ Min
粗脂肪 9.0％ Min
繊維 3.0％ Max
塩分 0.5％ Max

パックサイズ
2kg
10kg
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鳥類の食餌
フィンチアンドバジークランブルズ

パックサイズ
450g
2kg
10kg

フィンチ、カナリア、セキセイインコ向けの押出し成型により粉状にされたバ
ランス良い食餌です。
対象 フィンチ、カナリア、セキセイインコ。
使用にあたり バランス良いフォーミュラ：ペットや繁殖用に適しています。ビ
タミン、ミネラル、卵を形成するためのカルシウム、成長期、継続的な健康を
強化します。ブルーベリーのエキスが入っており、新しく改善されたフォーミ
ュラになっています。
使用方法 第一の食餌として常時食べられるようにしてください。ベタファーム
のペレットは完全な栄養素で食餌全体の80％もしくはそれ以上を占めるように
構成されています。新鮮な水を常時与えてください。食餌は落とした粉が黒色
から茶色やこげた色になり、鳥の水分の補給は増えます。
成分 全粒粉(小麦、とうもろこし、大豆)、アミノ酸(リジンとメチオニン)、
塩分、ベジタブルオイル、ナチュラルオーガニック酸、ブルーベリーフレーバ
ー、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H & K)と
ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガ
ン、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 21.0％ Min
粗脂肪 8.0％ Min
繊維 4.0％ Max
塩分 0.5％ Max

ゴールデンロリーライスフォーミュラ

パックサイズ
450g
2kg
10kg
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低糖の総合栄養食
対象 オーストラリアやエキゾチックローリーとロリキート
使用にあたり 自然でローリー、ロリキートが食餌しているものを複製し、科学
的にバランスの取れた栄養素の低糖の食餌はローリー、ロリキートの健康的な
体重を維持します。
特性 低糖の食餌はローリーやロリキートが自然で食餌しているものを複製され
ています。ロリキートの健康な体重を維持します。ブリーディングの鳥をサポ
ートし、成長期の鳥の最適な栄養を提供します。長寿に必要な不可欠なビタミ
ン、ミネラル、アミノ酸とカルシウムを補給します。ウェット、ドライどちら
で与えても結構です。ブルーベリーは最大限のおいしさと過度の糖分を含める
ことなく受け入れられます。
使用方法 ゴールデンロリーライスフォーミュラは総合栄養食でそれ以外のサプ
リメントなどは必要ありません。ドライパウダーや水を加えてウェットにして
与えます。野菜、フルーツ、ブロッサムネクターは行動を豊かにしますので与
えても結構です。
成分 全粒粉(米粉、小麦、大豆)、砂糖、ベジタブルオイル、オオバコの殻、ビ
タミン(A、B6、B12、C、D3、E)、ミネラル(カルシウム、銅、鉄分、マグネ
シウム、リン、セレン、ナトリウム、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 14.0％ Min
粗脂肪 6.0％ Min
粗繊維 5.0％ Max
塩分(NaCI) 0.5％ Max

鳥類の食餌
インセクタプロ

生きた虫を食べる鳥向けの食餌
対象 食虫と雑食の鳥(クロウタドリ、ツグミ、カササギフエガラスなど)。オ
オハシ、キュウカンチョウには適していません。
使用にあたり 食虫の鳥は高たんぱく質の食餌が必要で、インセクタプロは生
きた虫を食餌している鳥のサプリメント機能の食餌です。
特性 •安全で消化の良い押出し成型工法により製造。食虫の鳥への与える餌
のゴミの削減やおおよそで餌の与えることはなくなります。穀物や野菜では
不足する昆虫から摂取できる不可欠なたんぱく質を供給します。食虫や雑食
の鳥のブリーディングを促し、成長期の鳥に必要な栄養バランスを供給
します。
使用方法 第一の食餌としていつでも食べられるようにしてください。
ドライ、水と混ぜて湿り気を持たせたり、他の食べ物やフルーツと混ぜて、
餌入れに入れていください。インセクタプロはフルーツ、さなぎ、卵などと
混ぜても良いです。
成分 ラム肉、全粒粉(小麦、とうもろこし)、大豆たんぱく質、ベジタブルオ
イル、ナチュラルオーガニック酸、アミノ酸(リジン、メチオニン、トレオニ
ン)、ビタミン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、H、K)と
ミネラル(カルシウム、コバルト、銅、ヨウ素、鉄分、マグネシウム、マンガ
ン、リン、カリウム、セレン、ナトリウム、硫黄、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 30.0％ Min
粗脂肪 5.0％ Min
繊維 6.0％ Max
塩分 0.5％ Max

パックサイズ
450g
2kg
10kg

マコウナッツ

サウスアメリカンパロット用に押出し成型工法にて開発された完全栄養食ペ
レットです。
対象 マコウなどの大き目のパロットにマコウナッツは向いています。
使用にあたり マコウナッツはサウスアメリカの鳥類のペットやブリーディン
グ用にの総合栄養食として使用で、オーストラリアやアジアのパロットに使
用も可能です。
特徴 サウスアメリカンパロットの要求するアミノ酸とたんぱく質を含んで
います。新鮮なナッツを含まれており、自然界での食餌に近いものにしてい
ます。一年を通じて必要な栄養素が含まれています。
増強された脂肪酸、たんぱく質、ビタミン、カルシウムは卵の成型、若い鳥
の成長とブリーディングをサポートします。
使用方法 マコウナッツは完全な食餌で、他の食餌サプリメントは必要あり
ません。フルーツや野菜は活動を豊かにするために与えても結構です。
成分 全粒粉(小麦、コーン、大豆)、ピーナッツ、ベジタブルオイル、ビタミ
ン(A、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、D3、E、H)、ミネラル(カルシウ
ム、コバルト、銅、鉄分、ヨウ素、マンガン、亜鉛)。
成分分析
粗たんぱく質 17.0％ Min
粗脂肪 7.0％ Min
繊維 4.0％ Max
塩分 0.5％ Max

パックサイズ
2kg
10kg
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鳥類の食餌
ブリーダーペレット

パックサイズ
2kg
10kg
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ブリーディング時の鳥が必要な栄養素が含まれています。押出し成型で製造
されたペレットでブリーディングの鳥と成長期の鳥の食餌のニーズを満た
します。
対象 オーストラリアやアジアのブリーディング時の鳥。エキゾティックパ
ロットにも適しています。(例、南アメリカの鳥)
使用にあたり ブリーディングシーズンの親鳥と雛の健康を最適にします。ブ
リーディング時の鳥は健康な卵と雛のために通常以上の栄養素が必要です。
ブリーダーペレットはタンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含み、生殖を
サポートします。
特性 ブリーダーペレットはタンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含み、
生殖とブリーディングに必要な光栄要素の要求を満たします。獣医により開
発され、押出し成型により製造され、消化が良くなっています。高栄養素が
ブリーディングと雛の成長をサポートします。新鮮なオーストラリア産の材
料作られたオーストラリア製です。
使用方法 ブリーダーペレットは総合栄養食として与え、ブリーディングシ
ーズンのおよそ6週間前から始め、雛が羽ばたくまで行います。ブリーダー
ペレットはブリーディングに必要な全ての栄養素を含まれていますが、フル
ーツ、野菜や自然の植木などを与え行動を豊かにしても構いません。親鳥に
育てられた雛はブリーダーペレットからメインテナンスペレットに切り替え
ることができます。
成分 オーストラリア産の全粒粉（トウモロコシ、大豆、小麦）、アミノ
酸（リシンとメチオニン）、植物油と天然有機酸、ビタミン（A、B1、B2
、B3、B5、B6、B9、B12、C、D3、E、 H＆K）、ミネラル（カルシウム、
コバルト、銅、ヨウ素、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、セ
レン、ナトリウム、硫黄＆亜鉛）
成分分析
粗タンパク質 20.0%Min
粗脂肪 5%Min
繊維 3.5%Max
塩分(塩化ナトリウム) 0.5%

鳥類の食餌
ブロッサムネクター

果汁を食べる鳥向けの栄養があり、甘く、リキッド状の果汁です。
対象 ブロッサムネクターはロリキート、ローリー、蜂蜜を食べる鳥、糖分を
好む鳥、それ以外に果汁を食べる動物。
使用にあたり 果汁を食べる鳥の栄養素のある食餌として与えてください。
特性 簡単に与えることができます。安定したアミノ酸、ビタミン、ミネラルを
供給する液体フォーミュラです。
使用方法 新鮮なブロッサムネクター(清潔な餌入れに)に入れて毎日鳥や動物に
与えてください。食餌の一部として与えながら、それ以外の食餌も与えてくだ
さい。ブロッサムネクターを食餌に振りかけて、食餌をよく食べるようにして
も良いです。
野生の果汁を食べる鳥に ブロッサムネクターを餌入れに入れて、鳥が訪れると
ころに置きます。毎日取り替えてください。
成分 スクロース、フルクトース、グロコース、アミノ酸、ビタミン、ミネラル
の安定した液体フォーミュラ。

パックサイズ
500mL
1L
5L

スペリヤーエッグアンドビスケットフォーミュラ
スペリヤーエッグアンドビスケットフォーミュラは総合栄養食です。
対象 セキセイインコ、カナリア、パロットを含む全ての鳥。
使用にあたり 押出し成型工法にて製造された総合栄養食ペレットでセキセイイ
ンコ、カナリア、パロットに適しています。スペリヤーエッグアンドビスケッ
トフォーミュラはサプリメントとしても使用できます。
特性 ユーザーフレンドリーな総合栄養食のフォーミュラで、サプリメントとし
てや、ウェット、ドライも使用可能です。オーストラリア産の卵を含み、押出
し工法により製造し最高の消化の良さと安全を実現しました。獣医により開発
され、メインテナンス、ブリーディング、子飼時のバランス良いビタミン、ミ
ネラル、カルシウムを提供します。ブルーベリーフレーバーが入っており、全
ての鳥に受け入れられています。
使用方法 総合栄養食として第一の食餌として与えてください。ベタファームの
総合栄養食は完全な栄養素として全体の80%以上、残り20%は新鮮な食餌やお
やつを与えてください。新鮮な水はいつでも飲めるようにしてください。ドラ
イミックス：食餌の入っている餌入れにいれてください。ウエットミックス：
水と混ぜて湿らせます。新鮮な食餌と24時間毎に交換します。
成分 全粒粉(とうもろこし、大豆、小麦)、卵、大豆たんぱく質、レシチン、ベ
ジタブルオイル、ナチュラルオーガニック酸、ビタミン(A、B6、B12、
D3、C、H)とミネラル(カルシウム、銅、鉄分、マグネシウム、リン、カリウ
ム、セレン、ナトリウム、亜鉛)。
成分分析
粗タンパク質 20.0％ Min
粗脂肪 5.0% Min
繊維 3.5% Max
塩分(塩化ナトリウム) 0.5% Max

パックサイズ
350g
2kg
10kg
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餌のペレット

への切り替え方
栄養素について過去10年において成分の品質や製造技術に進歩があり、鳥達にとってペレット
は食べやすいものとなってきました。始めはペレットを嫌がる鳥も中にはいますが、その理由
はペレットを餌だと認識していないからです。継続することで上手く栄養素の高いペレットに
餌を切り替えることができます。

1. ベタファームのペレットと通常与えているシードを50:50にて混ぜて、温かい
水を入れて混ぜます。混ぜたものをお椀に入れて与えます。鳥はこの湿り気のある
餌を食べ始め、ペレットの味に徐々に慣れます。シードの量は5日間に渡り徐々に
減らしながら、ペレットの量を増やします。水を含めた場合は餌は毎日取り替えて
ください。
2.
ドライのシードとペレットを混ぜて鳥の通常の餌として与えても良いです。
この場合、上記の湿らせた混ぜ物の場合より、ペレットに変えるのに時間はか
かります。
3. さし餌の鳥や親鳥により育てられた雛はペレットをすぐに受け入れ、シードを
与えるよりも早く切り替える事ができます。

鳥達のビスケット!

ベタファームのペレットは100％食べることができますので、餌のお椀の底に残った細かい粉も含め、全てのペ
レットを食べるでしょう。少量の水と混ぜて、鳥達のビスケットのようにするのもいいですね!

獣医のアドバイス、デモンストレーション、ためになる情
報などYouTubeをご覧ください！
7

オーストラリアで最高の新鮮な材料から食餌を製
造しています。

ベタファーム ペレット
について

鳥の完全な栄養素として：ベタファームの食餌はおよそ80%を占めるようにしてください。ベ
タファームの食餌は多くの鳥のニーズに合うように開発されています。
ベタファームペレット、クランブルズ、パウダーは糞、水やケージのなどの汚れなどは避け、
清潔な乾燥した餌入れに入れてください。もし食餌が汚 れているのであれば、新鮮な食餌と交
換してください。
ベタファームの食餌が主要な食餌(80%)として使われているのであれば、サプリメントなどは
必要ありません。全ての必要なタンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルが鳥たちのために
ベタファームの食餌に含まれています。
どのくらい量を鳥たちが食餌しますか？籠で飼われている鳥は一日で体重の約10%の食餌を食
べます。例えば100gのオウムであれば、およそ10gのドライフードを一日に食べます。
フルーツと野菜：鳥にフルーツや野菜(全体の食餌の20%として)を与えることで、バラエティ
や刺激を与えることをおすすめします。パイナップル、イカの骨、植物の枝を与えることもお
すすめします。
ベタファームの食餌をサプリメントとして使用：シードや自宅で作っている食餌にベタファー
ムの食餌をミックスすることもできます。その場合、ベタファームの食餌は全体の10-20％と
なるようにしてください。ベタファームのペレット、クランブルズ、パウダーを食べているこ
とを確認してください。シードミックスの栄養素によりますが、追加でのサプリメントが必要
かもしれません。

鳥たちへ与えるもの
人間のように、鳥たちも食餌にバラエティが必要です。ペレットは食餌全体の80%に
なるようにし、フルーツや野菜、特に緑黄色野菜はいつでも食べられるようにしてくだ
さい。花であれば、自然の花が刺激を与えます。食べ物をあさる行動は大切で鳥たちの
日々の活動にいれるべきです。ベタファームのデリスティックは健康なおやつで自然界
での行動をまねることができるようになっています。
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その他の鳥
ロリキート
(ゴシキセイガイイン
コ、オトメズグロイ
ンコなど)

メインの餌

セキセイインコ

－

- ゴールデンロリーラ
イスフォーミュラ
- ネクターペレット
- ワイルドアース
- フォレストヒュージ
ョン

オオハナ
インコ

ソフトビル

フィンチ＆
カナリア

80%

- スペリヤーエッグ＆
ビスケット
- フィンチ＆バジーク
ランブルズ

- パラダイスペレット

- フィンチ＆バジーク
ランブルズ
- スペリヤーエッグ＆
ビスケット

- ソフトビルフード

- パラダイスペレット

- フィンチ＆バジーク
ランブルズ
- スペリヤーエッグ＆
ビスケット

- ソフトビルフード

- スモールパロット
パーフェクション
デリステック
- フルーツや野菜

- スモールパロットパ
ーフェクションデリ
ステック
- ミールワーム、蛾、
シロアリ、幼虫

ブリーダー向けの餌

- ゴールデンロリーラ
イスフォーミュラ
- ワイルドアース
- フォレストヒュージ
ョン

- スペリヤーエッグ＆
ビスケット
- フィンチ＆バジーク
ランブルズ

おやつとして

20%

- 自然の花
- フルーツや野菜
- ベストオブボスワ
ールドデリスティ
ック

- スモールパロット
パーフェクション
デリステック
- フルーツや野菜

- ベストオブボスワ
ールドデリスティ
ック
- フルーツや野菜

全ての雛
雛
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- ネオケア(少量のスパークリ
キッドを加えてもよいです)
- ニュートリコア
ペレットへの切り替え方法
についてはビデオをご覧く
ださい。

餌の選び方

オーストラリアとアジアの鳥
小さめのオーストラ
リアの鳥
(オカメインコ、テニ
ョンインコなど)

メインの餌

－

80%

- ニュートリブレンドペレット
- メインテナンスペレット
- パロットエッセンシャル

大きめのオースト
ラリアの鳥
(モモイロインコ、
オウムなど)

アジアの鳥(ワカケホ
ンセイインコ、オオ
ホンセイインコなど)

ブリーダー向けの餌

おやつとして

- ブリーダーペレット
- ニュートリブレンドブリーダー

- 自然の枝
- 自然の花
- フルーツや野菜
- 限定した量のナッ
ツや種
- スモールパロット
パーフェクションデ
リステック
- ベストオブボスワールドデリ
スティック

20%

サウスアメリカ＆アフリカの鳥
小さめのサウスアメ
リカの鳥(コガネメ
キシコインコ、シロ
ハラインコなど)

メインの餌

－

大き目のサウスア
メリカの鳥(ボウ
シインコ、コンゴ
ウインコなど)

80%

- サウスアメリカンミックス
- パロットエッセンシャルズ
- ニュートリブレンドペレット

ブリーダー向けの餌
- サウスアメリカンミックス
- ブリーダーペレット

ヨウム

おやつとして

ラブバード

20%

- 自然の枝
- 自然の花
- フルーツや野菜
- 限定した量のナッ
ツや種
- スモールパロット
パーフェクションデ
リステック
- ベストオブボスワールドデリ
スティック
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