
令和４年 ２月１８日 

お取引先様 各位 

株式会社Ｂｉペットランド 

 

ピナクルシリーズリニューアルのご案内 

 

拝啓 貴社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、ピナクルシリーズのリニューアルを下記の通り５月に実施を予定しています。 

原材料の組み合わせを変更することで、ピナクルの名にふさわしい風味へグレードアッ

プし、今まで以上に愛犬の健康に寄与できるよう仕上げました。 

今回のリニューアルでパッケージデザインと同時にサイズ展開も変更となります。 

現時点では詳細確認中の為、原材料変更についてのみのご連絡になります。 

サイズ・価格等については確定次第ご案内いたします。 

今後も、“１日１頭でも愛犬を幸せにしてあげたい”という想いで活動を続けてまいりま

すので、引き続きご愛顧いただければ幸いです。 

取り急ぎ書面にてご連絡申し上げます｡ 

敬具 

記 
出荷開始  令和４年５月中旬を予定 

 

対象商品  ピナクルシリーズ 

 ピナクルトラウト＆パンプキン 

 ピナクルダック＆スイートポテト 

 ピナクルサーモン＆パンプキン 

 ピナクルターキー＆パンプキン 

 

変更内容  別紙ご参照ください。 

 
以上 



成分表（ピナクル比較）22-05.xlsx 22/05

2022MAY ピナクルトラウト＆パンプキン ピナクルトラウト＆スイートポテト

新 現 新 現 新 現 新 現

原材料 トラウト（マス） トラウト（マス） ダック ダック サーモン サーモン ターキー ターキー

乾燥サバ ひよこ豆 乾燥ダック 乾燥ダック 乾燥サーモン 乾燥サーモン 乾燥ターキー 乾燥ターキー

乾燥メンハーデン えんどう豆 ひよこ豆 ひよこ豆 サバ えんどう豆 オートミール えんどう豆

オートミール えんどう豆粉 オートミール えんどう豆 オートミール えんどう豆粉 ひよこ豆 えんどう豆粉

ひよこ豆 乾燥ニシン 卵 えんどう豆粉 ひよこ豆 パンプキン キビ ひよこ豆

キビ トマト繊維 亜麻仁 トマト繊維 キビ ひよこ豆 卵 パンプキン

サーモンオイル* キャノーラオイル** キビ キャノーラオイル** サーモンオイル* キャノーラオイル ** 亜麻仁 キャノーラオイル **

亜麻仁 さつまいも パンプキン ナチュラルフレーバー 亜麻仁 トマト繊維 パンプキン トマト繊維

パンプキン ナチュラルフレーバー アルファルファ 亜麻仁 (オメガ3) パンプキン アルファルファ アルファルファ アルファルファ

アルファルファ 亜麻仁 (オメガ3) さつまいも さつまいも アルファルファ 亜麻仁 キャノーラオイル * ナチュラルフレーバー

フィッシュスープ 塩化カリウム キャノーラオイル * サーモンオイル (オメガ3) フィッシュスープ ナチュラルフレーバー ターキースープ 亜麻仁

ナチュラルフレーバー 炭酸カルシウム ダックスープ 塩化カリウム ナチュラルフレーバー 塩化カリウム ナチュラルフレーバー サーモンオイル

塩化カリウム キヌア ナチュラルフレーバー キヌア 塩化カリウム キヌア 塩化カリウム 塩化カリウム

ビートパルプ 塩 塩化カリウム 塩 ビートパルプ 塩 ビートパルプ キヌア

ココナッツオイル 海藻 ビートパルプ 海藻 ココナッツオイル 海藻 ココナッツオイル 塩

塩 ココナッツオイル 塩 塩 海藻

塩化コリン 塩 塩化コリン 塩化コリン

ブルーベリー 塩化コリン ブルーベリー ブルーベリー

クランベリー ブルーベリー クランベリー クランベリー

にんじん クランベリー にんじん にんじん

りんご にんじん りんご りんご

トマト繊維 りんご トマト繊維 トマト繊維

パンプキンシード粉（パウダー） トマト繊維 パンプキンシード粉（パウダー） パンプキンシード粉（パウダー）

チアシード パンプキンシード粉（パウダー） チアシード チアシード

キヌア チアシード キヌア キヌア

海藻 キヌア 海藻 海藻

タウリン 海藻 タウリン タウリン

タウリン

ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン ビタミン

ビタミンE 塩化コリン ビタミンE 塩化コリン ビタミンE 塩化コリン ビタミンE 塩化コリン

ビタミンC ビタミンE ビタミンC ビタミンE ビタミンC ビタミンE ビタミンC ビタミンE

ナイアシン ビタミンC ナイアシン ビタミンC ナイアシン ビタミンC ナイアシン ビタミンC

ビオチン ナイアシン ビオチン ナイアシン ビオチン ナイアシン ビオチン ナイアシン

パントテン酸カルシウム ビオチン パントテン酸カルシウム ビオチン パントテン酸カルシウム ビオチン パントテン酸カルシウム ビオチン

ビタミンA パントテン酸カルシウム ビタミンA パントテン酸カルシウム ビタミンA パントテン酸カルシウム ビタミンA パントテン酸カルシウム

ビタミンB2 ビタミンA ビタミンB2 ビタミンA ビタミンB2 ビタミンA ビタミンB2 ビタミンA

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB1 ビタミンB2

ビタミンB12 ビタミンB6 ビタミンB12 ビタミンB6 ビタミンB12 ビタミンB6 ビタミンB12 ビタミンB6

ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB6 ビタミンB1 ビタミンB6 ビタミンB1

ビタミンD3 ビタミンB12 ビタミンD3 ビタミンB12 ビタミンD3 ビタミンB12 ビタミンD3 ビタミンB12

葉酸 ビタミンD3 葉酸 ビタミンD3 葉酸 ビタミンD3 葉酸 ビタミンD3

葉酸 葉酸 葉酸 葉酸

タウリン タウリン タウリン タウリン

ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル ミネラル

硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛 硫酸亜鉛

硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄 硫酸鉄

鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート 鉄アミノ酸キレート

亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート 亜鉛アミノ酸キレート

セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母 セレニウム酵母

銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート 銅アミノ酸キレート

硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅

硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン 硫酸マンガン

マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート マンガンアミノ酸キレート

ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム ヨウ素酸カルシウム

ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス ローズマリーエキス

セージエキス セージエキス セージエキス セージエキス

パイナップル パイナップル パイナップル パイナップル

乳酸菌 乳酸菌 乳酸菌 乳酸菌

ラクトバチルス・アシドフィルス ラクトバチルス・アシドフィルス ラクトバチルス・アシドフィルス 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・カゼイ ラクトバチルス・カゼイ ラクトバチルス・カゼイ

ビフィドバクテリウム・サーモフィラム ビフィドバクテリウム・サーモフィラム ビフィドバクテリウム・サーモフィラム ビフィドバクテリウム・サーモフィラム

エンテロコッカス・フェシウム エンテロコッカス・フェシウム エンテロコッカス・フェシウム エンテロコッカス・フェシウム

粗  蛋  白 27% 25% 29% 27%

粗  脂  肪 10% 13% 15% 15%

粗  繊  維 6.0% 6.0% 7.50% 7.50%

水      分 10% 10% 10% 10%

粗  灰  分 8.50% 8.00% 8.50% 8.00%

代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ 324kcal/100g 345kcal/100g 340kcal/100g 340kcal/100g

ピナクルターキー＆パンプキンピナクルダック＆スイートポテト ピナクルサーモン＆パンプキン


