
 

 

 
 

     2023 年 1 月 30 日 

ロイヤルカナン ジャポン合同会社 

 

ロイヤルカナン ドライフード製品原産国一覧＜2023 年 1 月更新＞ 

 

平素は、ロイヤルカナン製品をご愛顧いただきまことにありがとうございます。 

ロイヤルカナン ドライフード製品の原産国を以下の通りご案内申し上げます。 

本原産国一覧は 2023 年 1 月 30 日時点での情報です。 

 

<緑文字：今回の更新情報> 

 動物病院向け犬用ドライフード 

 

 動物病院用猫用ドライフード 

 

原産国 パッケージサイズ

ユリナリーS/O 小型犬用
※2023年1月～5月頃まで一時的にポーランドに変更
（販売状況により変動する場合がございます）

1kg/3kg/8kg

ユリナリーS/O
※2023年1月～5月頃まで一時的にポーランドに変更
（販売状況により変動する場合がございます）

1kg/3kg/8kg

ユリナリーS/O　ライト
※2023年1月～5月頃まで一時的にポーランドに変更
（販売状況により変動する場合がございます）

1kg/3kg/8kg

満腹感サポート　小型犬用
※2023年1月～5月頃まで一時的にポーランドに変更
（販売状況により変動する場合がございます）

1kg/3kg

満腹感サポート 1kg/3kg/8kg

消化器サポート 低脂肪
※2023年1月～5月頃まで一時的にフランスに変更
（販売状況により変動する場合がございます）

1kg/3kg/8kg

消化器サポート 高繊維 1kg/3kg/8kg

肝臓サポート 1kg/3kg/8kg

肥満・糖尿病用療法食 満腹感サポート＋CLT　小型犬用 1kg/3kg

肥満・糖尿病用／皮膚疾患用 満腹感サポート＋低分子プロテイン 1kg/3kg

アメリカ 皮膚疾患用療法食 セレクトプロテイン　フィッシュ＆ポテト 1kg/3kg

ポーランド 皮膚疾患用療法食 セレクトスキンケア 1kg/3kg/8kg/14kg

フランス

カナダ

上記以外のすべての動物病院向け犬用ドライフード製品

製品

韓国

下部尿路疾患用療法食

肥満・糖尿病用療法食

消化器疾患用療法食

原産国 パッケージサイズ

ユリナリーS/O 500g/2kg/4kg

ユリナリーS/O　オルファクトリー 500g/2kg/4kg

ユリナリーS/O　ライト 500g/2kg/4kg

ユリナリーS/O　オルファクトリー　ライト 500g/2kg/4kg

満腹感サポート 400g/2kg/3.5kg

消化器疾患用療法食 肝臓サポート 500g/2kg

カナダ 肥満・糖尿病用療法食 満腹感サポート＋CLT 400g/2kg

フランス 上記以外のすべての動物病院向け猫用ドライフード製品

製品

韓国

下部尿路疾患用療法食

肥満・糖尿病用療法食
糖コントロール 500g/2kg/4kg



 

 

 
 

 ペット専門店向け犬用ドライフード 

 

 ペット専門店向け猫用ドライフード 

 

 

原産国 パッケージサイズ

エクストラ スモール アダルト 800g/1.5kg/3kg

エクストラ スモール アダルト 8+ 500g/1.5kg/3kg

エクストラ スモール エイジング 12+ 500g/1.5kg

ミニ インドア アダルト 800g/2kg/4kg/8kg

ミニ インドア シニア 800g/2kg/3.5g

ミニ アダルト 800g/2kg/8kg

ミニ アダルト 8+ 800g/2kg/8kg

ミディアム アダルト 4kg/10kg

ミディアム アダルト 7＋ 4kg/10kg

マキシ アダルト 4kg/10kg/15kg

マキシ アダルト 5＋ 15kg

マキシ エイジング 8＋ 15kg

シーズー 成犬～高齢犬用 1.5kg/7.5kg

プードル 成犬用 800g/1.5kg/3kg/7.5kg

マルチーズ 成犬～高齢犬用 1.5kg

エクストラ スモール パピー 800g/1.5kg/3kg

ミニ スターター マザー＆ベビードッグ 1kg/3kg

ミニ パピー 800g/2kg/8kg

ミニ インドア パピー 800g/2kg/4kg

ミディアム パピー 4kg/10kg

マキシ パピー 4kg /10kg/15kg

フランス 上記以外のすべてのペット専門店向け犬用ドライフード製品

韓国
サイズ ヘルス ニュートリション

製品

韓国

サイズ ヘルス ニュートリション

ブリード ヘルス ニュートリション

原産国 パッケージサイズ

韓国 フィーライン ヘルス ニュートリション フィット 400g/2kg /4kg/10kg

マザー＆ベビーキャット 400g /2kg /4kg

キトン 400g /2kg /10kg

インドア 400g/2kg /4kg/10kg

インドア 7+ 400g / 1.5kg / 3.5kg

エクシジェント トライアルセット 3 x 0.12kg

セイバー エクシジェント 400g/2kg/4kg/10kg

センシブル 400g/2kg/4kg/15kg

ペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 成猫用 400g/2kg

メインクーン 成猫用 2kg

ラグドール 400g/2kg

ブリティッシュ ショートヘアー 400g/2kg

フランス

製品

韓国

フィーライン ヘルス ニュートリション

フィーライン ブリード ニュートリション

上記以外のすべてのペット専門店向け猫用ドライフード製品



 

 

 
 

 プロフェッショナル向け犬用ドライフード 

 

 プロフェッショナル向け猫用ドライフード 

 

 

 

 本件に関するお問合せ先： 

ロイヤルカナンお客様相談室    受付時間：9:30～16:00（土・日・祝日を除く） 

動物病院向け製品に関するお問い合わせ：フリーダイヤル 0120-618-505 

ペット専門店・プロフェッシオナル向け製品に関するお問い合わせ：フリーダイヤル 0120-125-850 

 

原産国 パッケージサイズ

プロ エクストラ スモール アダルト 10kg

プロ ミニ インドア アダルト 10kg

プロ ミニ アダルト 15kg

プロ ミディアム アダルト 16kg

プロ マキシ アダルト 16kg

プロ シーズー 成犬～高齢犬用 7.5kg

プロ プードル 成犬用 7.5kg

プロ エクストラ スモール パピー 14kg

プロ ミニ スターター マザー＆ベビードッグ 10kg

プロ ミニ インドア パピー 10kg

プロ ミニ パピー 15kg

プロ ミディアム スターター マザー＆ベビードッグ 16kg

プロ ミディアム パピー 16kg

プロ マキシ スターター マザー＆ベビードッグ 15kg

プロ マキシ パピー 16kg

フランス

韓国

プロ サイズ ヘルス ニュートリション

プロ ブリード ヘルス ニュートリション

製品

韓国
プロ サイズ ヘルス ニュートリション

上記以外のすべてのプロフェッショナル向け犬用ドライフード製品

原産国 パッケージサイズ

韓国 プロ フィーライン ヘルス ニュートリション プロ フィット 10kg

プロ キトン 10kg

プロ マザー＆ベビーキャット 8kg

プロ センシブル 15kg

プロ セイバー エクシジェント 10kg

プロ インドア 10kg

プロ インドア 7+ 9kg

プロ メインクーン 成猫用 12kg

プロ ペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 成猫用 12kg

プロ フェリノテクニック ヘルスニュートリ
ション

プロ シェルターキャット 356デイズ 15kg

フランス

韓国

プロ フィーライン ヘルス ニュートリション

プロ フィーラインブリードニュートリション

上記以外のすべてのプロフェッショナル向け猫用ドライフード」製品

製品


