
 
 
 
 
 
ドッグスポーツを真剣に⾒つめた獣医師が開発したドッグフード  

Dr.Tim’s の特徴 

低炭水化物、高タンパク質 ： 犬の本来求める食事 
天然抗酸化剤のセレン、ビタミン C、ビタミン E ： フリーラジカルの消去 
消化管の健康を助ける繊維分の特別な配合 ： 免疫システムのスタート 
プレバイオティクスと添加のプロバイオティクス ： 健康と免疫システムの補助 
ニシン粉末、サーモンオイル、亜麻仁油 : 高レベルのオメガ 3 脂肪酸。 
95%という素晴らしい消化率を得られるじっくり時間をかけた調理法 ： 栄養分のロスを防ぐ 
犬達の皮膚、被毛、肉球、そして健康全般を最高の状態にする*DSM 社の Optimal Vitamin Nutrition
を添加。 
20 年以上の臨床経験をもつ獣医師によって開発。 
 

【Needed】必要性 ・ 【Created】創造性 ・ 【Shared】共有性 
 
Dr.Tim's のプレミアムオールナチュラルドッグフードはソファに乗るのが好きな犬にとっても、エベレストを登るのが
好きな犬にとっても、完全に健康的な食事として考案されてきました。最高品質の低灰動物性たんぱく質、そ
して正しい配合の炭水化物と脂肪、繊維分によってあなたのペットは元気で健康的な生活を送ることが出来ま
す。時間をかけてじっくりと調理したドッグフードは非常に消化が良く、美味しく、栄養価をむだなく利⽤可能にし
ます。天然抗酸化物質、プレバイオティクス、添加されたプロバイオティスクはあなたの愛犬の免疫システムを強
くします。アレルギー反応を最小限に抑えるために、とうもろこし及び大豆製品は Dr.Tim's のプレミアムオール
ナチュラルドッグフードには使われていません。 
 
これらのドッグフードは犬の栄養学博⼠とドッグスポーツ競技経験のある獣医師が⼒を合わせて考案してきたも
のです。 
 

Dr. Tim's Pet Food Company 
2361 US 41, South Marquette, MI USA 49855 

 
1-906-249-8486 
www.drtims.com 



 

Dr.Tim's ドクター・ティムス プレミアムオールナチュラルドッグフード 

 
犬達は炭水化物やタンパク質ではなく、基本的に脂肪を活動のエネルギー源としています。 

 
そのバランスが逆になっている食事はまったくの間違いです。 

確かに犬達の体はどちらのタイプの組成の食事にも反応しますが、どちらがよくてどちらが悪いかは一目瞭
然です。私は値段を基にフードを作るようなことはしません。 
犬の為になるものは何かという考えに基づいて作っています。 

自分で食事を準備できない犬達の代わりに、あなたが犬達の為となる賢い選択をしてあげてください。 
 

-Dr. Tim Hunt より 
 

Dr.Tim’s ドクター・ティムスこそが犬を⼤切に育てる貴⽅が求めていたドッグフードです。 
毎日を健康でたくましく、貴⽅にとって何の心配事もなく過ごせるように Dr.Tim’s を。 

 
Egil Ellis（イギル イリス） 

Open North American Championship 優勝１０回 

Open Anchorage Fur Rendezvous Open World Championship 優勝５回 

Tok Race of Championship 優勝１１回     

    

 

 

 

 

 

 

Dallas Seavey（ダラス シーヴェイ） 

2102年、IDITARODを史上最年少(25歳)で優勝 

 

 

 

 



Momentum モメンタム 

激しい運動をした日のフード 

Momentum は犬達のスタミナ、持久⼒、パフォーマンスを高めるために考案されています。 
非常に消化性の良い最高品質の低灰動物性タンパク質、脂肪、炭水化物によって 

あなたのアスリート犬は本来のポテンシャルを最大限に発揮できます。 
高度なパフォーマンスを求められるアスリート犬⽤であり、多くのドッグスポーツで証明された品質。 

 

成分表： 

粗タンパク質 35%以上 
粗脂肪 25%以上 
粗線維 3%以下 
水分 10%以下 
灰分 6%以下 
オメガ 6* 4.62% 
オメガ 3* 1.12% 
代謝エネルギー(換算) 4630 kcal/kg 
*AAFCO のドッグフード栄養基準では必須栄養素とはされていません。 
 
 
原材料： 
鶏肉、玄米粉、鶏脂（保存料としてトコフェロール（ビタミン E）及びクエン酸）、二シン粉末、乾燥ビートパ
ルプ、乾燥全卵、亜麻種⼦粉末、乾燥鶏肝、サーモンオイル、豚⾎漿、レシチン、天然⾹味料、塩化カリウム、
炭酸カルシウム、食塩、ユッカ shidigera 抽出物、乾燥チコリ根（フラクトオリゴ糖）、乾燥エンテロコッカス・フ
ェシウム発酵産物、乾燥出芽酵⺟発酵産物、乾燥アシドフィルス菌発酵産物、DL メチオニン（必須アミノ
酸）、オオバコ種⼦殻、コリン、乾燥オーガニック昆布粉末、L-アスコルビル-2-ポリリン酸塩（安定化アスコル
ビン酸）、L-リジン、タウリン、ビタミン E サプリメント、硫酸亜鉛、亜鉛タンパク化合物、ベータカロチン、硫酸鉄、
アスコルビン酸（ビタミン C 源）、硫酸マンガン、イノシトール、ナイアシン添加剤、鉄タンパク化合物、マンガン
タンパク化合物、酸化亜鉛、ビオチン、硝酸チアミン（ビタミン B1 源）、硫酸銅、塩酸ピリドキシン（ビタミン
B6 源）、銅タンパク化合物、ビタミン A 添加剤、リボフラビン添加剤（ビタミン B2 源）、パントテン酸カルシウ
ム、ヨウ化カリウム（ヨウ素源）、酸化マンガン、セレン、ヨウ素酸カルシウム、ビタミン B12 添加剤、亜セレン酸
ナトリウム、ビタミン D3 添加剤、葉酸、L-カルニチン、ローズマリー抽出物 
 



AAFCO の基準に従った給与試験によって、Momentum は全てのライフステージの犬の為に完全にバランス
のとれた栄養基準を満たすことが⽴証されています。 
 
Momentum は 588 KCal ME/cup（127g）です。 
代謝エネルギー（換算）：4630 kcal/kg 
 
体重  1 日当たりの給餌量の目安 
1-20 ポンド （0.5-9kg） 0.25-0.75 cup （31-95g） 
20-40 ポンド （9-18kg） 0.75-1.5 cups （95-190g） 
40-60 ポンド （18-27kg） 1-2.5 cups （127-318g） 
60-85 ポンド （27-38.5kg） 2-3.5 cups （254-444g） 
85-100 ポンド （38.5-45.4kg） 3-4.25 cups （381-540g) 
 
【説明】 
ストレス性の下痢を引き起こし得るような厳しい競技・競争などの状況下で犬達の体が受けるストレスを減らす
ために様々なサプリメントも加えられています。これらのサプリメントにはプレバイオティクス、添加したプロバイオティ
クス、そして米、オオバコ、ビートパルプ、オートミール、チコリ根のような種々の繊維源なども含みます。
Momentum にはキレートミネラル類、昆布、セレン、天然酸化防止剤、L-カルニチンも含まれています。アレ
ルギー反応を最小限にするために、トウモロコシと大豆製品は Momentum には使われていません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pursuit パルスート 

激しい運動を⾏う犬の日常⾷ 

Pursuit は中程度から激しい運動までを⾏う犬の為に作られています。この高たんぱく、 
低灰分仕様食は貴方の活動的な愛犬に一日を通して必要なエネルギーをきっちり供給します。 

愛犬とキャッチボールで遊ぶにせよ、ジョギングや、ドッグスポーツを楽しむにせよ、 
厳選した高品質な原料はあなたの愛犬が⼒強く活動する為に必要な栄養をおいしく提供します。 

成分表： 

粗タンパク質 30%以上 
粗脂肪 20%以上 
粗線維 3%以下 
水分 10%以下 
灰分 5.8%以下 
オメガ 6* 4.0% 
オメガ 3* 1.1% 
代謝エネルギー(換算) 4060 kcal/kg 
*AAFCO のドッグフード栄養基準では必須栄養素とはされていません。 
低炭水化物(調合/配合/特別/仕様)食 
 
 
原材料： 
鶏肉、玄米粉、鶏脂（保存料としてトコフェロール（ビタミン E）及びクエン酸）、エンバク粉、乾燥ビートパル
プ、乾燥全卵、米ぬか、ニシン粉末、亜麻種⼦粉末、サーモンオイル、キャノーラ油、天然⾹味料、炭酸カルシ
ウム、塩化カリウム、食塩、レシチン、乾燥チコリ根（フラクトオリゴ糖）、乾燥オーガニック昆布粉末、コリン、
乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵産物、乾燥出芽酵⺟発酵産物、乾燥アシドフィルス菌発酵産物、オオバ
コ種⼦殻、ユッカshidigera抽出物L-アスコルビル-2-ポリリン酸塩（安定化アスコルビン酸）、L-リジン、タウ
リン、ビタミン E サプリメント、硫酸亜鉛、亜鉛タンパク化合物、ベータカロチン、硫酸鉄、アスコルビン酸（ビタミ
ン C 源）、硫酸マンガン、イノシトール、ナイアシン添加剤、鉄タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、酸化
亜鉛、ビオチン、硝酸チアミン（ビタミン B1 源）、硫酸銅、塩酸ピリドキシン（ビタミン B6 源）、銅タンパク化
合物、ビタミン A 添加剤、リボフラビン添加剤（ビタミン B2 源）、パントテン酸カルシウム、ヨウ化カリウム（ヨウ
素源）、酸化マンガン、セレン、ヨウ素酸カルシウム、ビタミン B12 添加剤、亜セレン酸ナトリウム、ビタミン D3
添加剤、葉酸、L-カルニチン、ローズマリー抽出物、 
 



AAFCO の基準に従った給与試験によって、Pursuit は全てのライフステージの犬のために完全でバランスのと
れた栄養基準を満たすことが⽴証されています。 
 
Pursuit は 481 KCal ME/cup（117g）です。 
代謝エネルギー（換算）：4114 kcal/kg 
 
体重  1 日当たりの給餌量の目安 
1-20 ポンド （0.5-9kg） 0.25-2cup （29-234g） 
20-40 ポンド （9-18kg） 0.5-2.5cups （59-292g） 
40-60 ポンド （18-27kg） 2.25-3.5cups （263-409g） 
60-85 ポンド （27-38.5kg） 3.5-4.5cups （409-526g） 
85-100 ポンド （38.5-45.4kg） 4.5-4.75cups (526-556g) 
 
 
【説明】 
添加されたプロバイオティクスとプレバイオティクスは消化管内の善玉菌の働きを助け、天然酸化防止剤と
DSM 社の Optimal Vitamin Nutrition はあなたの愛犬の免疫システムを健全に保ちます。アレルギー反応
を最小限にするために、トウモロコシと大豆製品は Pursuit には使われていません。 
 

 

 

 


