マズリ®インセクティボア ダイエット

(食虫動物)

フォーミュラ・コード – 5MK8 / 5MM3 / 5M2A

製品説明
マズリ®インセクティボアダイエットは、食虫動物の高タンパク質・高繊維質の餌を模して作られています。本飼
料は、食餌を構成する昆虫の全てあるいは一部の代替として、様々な哺乳類、鳥類、爬虫類および両生類で
検証済みです。ミール(粉末)のチューブ給餌は、獣医師の指導のもと行ってください。

特長および利点










食虫動物のために作られた完全バランス飼料 ‐サプリメントの必要なし
高度に栄養強化された飼料 - 果物や青野菜などと一緒に与えることも可能
魚油配合 –長鎖オメガ 3 脂肪酸を豊富に供給
レシチン配合 - リン脂質を豊富に供給
高繊維質 –食虫動物の餌に含まれるキチン質を模した飼料
色素配合 – 正常な羽根の色素発色のために配合
タウリン配合 - 肉食動物の推奨量を満たすレベル
天然型ビタミン E および安定化したビタミン C 配合
動物が好む大変おいしい飼料

カタログ No.

製品形状

エクスクルーデット（押出膨張成型／発泡型）飼料： 直径３㎜の粒状

5MM3 – 約 1.36 ㎏（3 ポンド）、紙袋入り

5MK8 – 正味重量約 11.3 ㎏（25 ポンド）、紙袋入り
5M2A – ミール(粉末)

1kg キャニスター入り

その他の量 – 袋入り

0065236
0050819
1815822
0050987

保証分析
粗タンパク質 ................................28.0%以上
粗脂肪 ............................................12.0%以上
粗繊維 ............................................13.0%以下
水分 .................................................12.0%以下
灰分 ....................................................8.0%以下

原料
家禽処理副産物粉、粉砕大豆皮、全粒小麦、乾燥ビートパルプ、 粉砕玄米、脱皮大豆粕、 乾燥卵製品、粉砕アスペン、豚脂（保
存料としてブチル化ヒドロキシアニソールおよびクエン酸使用）、家禽脂（保存料としてブチル化ヒドロキシアニソール使用）、天然
家禽香料、乾燥リンゴ絞り粕、粉末セルロース、小麦胚芽、魚粉（メンハーデン）、乾燥ホエイ、エビミール、大豆油、レシチン、乾燥
ビール酵母、魚油（メンハーデン）、リン酸、 dl-メチオニン、タウリン、マンジュギク（アステカマリーゴールド）エキス（着色料）、塩化
コリン、 食塩、混合トコフェロール（保存料、ビタミン E；クエン酸、ローズマリーエキス）、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩（安定化
ビタミン C）、イノシトール、酢酸 d-αトコフェロール（ビタミン E）、ナイアシン、酸化マンガン、酸化亜鉛、硝酸チアミン、炭酸カルシ
ウム、メナジオン重亜硫酸ナトリウム複合体（ビタミン K）、炭酸鉄、硫酸鉄、ヨウ素酸カルシウム、パントテン酸カルシウム、硫酸
銅、リボフラビン、 塩酸ピリドキシン、カンタキサンチン（着色料）、硫酸亜鉛、酢酸ビタミン A 、葉酸、亜セレン酸ナトリウム、炭酸コ
バルト、ビオチン、ビタミン B12 補填剤、コレカルシフェロール（ビタミン D3）

給餌方法
 1 日の餌の摂取量（乾物重量）の少なくとも 50％を占めるように与えて下さい。摂取量は、動物の大きさ
やライフステージ、活動量、気温によって異なります。
1. 柔らかく水分の多い餌になれている動物には、最初、マズリ®インセクティボアダイエット(5MK8 /
5MM3)を水に浸して （水 2：ダイエット 1）与えると、餌の切り替えの助けになるかもしれません。
2. 上記の割合で 1～2 週間与えた後、混合比を水１、ダイエット 1 にし、さらにその 1～2 週間後に
乾燥した飼料に切り替えてください。
 水に浸した飼料は、1 日に 2 回取り替えてください。
®
 マズリ インセクティボアダイエットの調整について- ミール (5M2A) は獣医師の指示に従って
与えて下さい。水と混合せずに乾燥粉末を与えることは決してしないでください。
1. お湯と混合して、好ましい硬さに調整して下さい。
2. スプーンやフォーク、泡だて器などで、均一の硬さになるまでよくかき混ぜた後、獣医師の指示
に従って与えて下さい。
 生きた昆虫を与える場合には、あらかじめ昆虫をガットロード（十分な栄養を蓄えさせること）して下さい。

本飼料は、サイチョウなどのように鉄蓄積症に罹患しやすい動物種に対しては、
鉄分が過剰な場合があります。
2014 年 11 月 6 日
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マズリ®インセクティボアダイエット
栄養組成概要 1

栄養素
タンパク質、% .................................................................... 28
アルギニン、% ................................................................... 1.7
シスチン、%....................................................................... 0.43
ヒスチジン、% ................................................................... 0.60
イソロイシン、% ................................................................ 1.0
ロイシン、% ......................................................................... 1.8
リジン、% .............................................................................. 1.6
メチオニン、% ................................................................... 0.76
フェニルアラニン、% ....................................................... 1.0
チロシン、% ....................................................................... 0.81
トレオニン、%..................................................................... 1.0
トリプトファン、% .............................................................. 0.26
バリン、% ............................................................................. 1.2
タウリン、% ........................................................................ 0.37
脂質（酸加水分解法）、% .............................................. 12
リノール酸、% .................................................................... 2.3
リノレン酸、% .................................................................... 0.17
アラキドン酸、% .............................................................. 0.09
オメガ 3 脂肪酸、% ........................................................ 0.43
オメガ 6 脂肪酸、% .......................................................... 2.5
繊維（粗繊維）、% ............................................................ 13
中性デタージェント繊維、% ........................................... 24
酸性デタージェント繊維、% ........................................... 15
デンプン、%.......................................................................... 13
代謝エネルギー2、
kcal/kg ...............................................................3,095

ミネラル
灰分、% ................................................................................7.0
カルシウム、% ...................................................................1.3
リン、% ..................................................................................1.0
リン（非フィチン態）、 % ............................................... 0.81
カリウム、% ...................................................................... 0.69
マグネシウム、% ........................................................... 0.15
ナトリウム、% .................................................................. 0.30
塩素、% ............................................................................. 0.38
硫黄、% ............................................................................. 0.27
鉄、ppm ............................................................................. 355
亜鉛、ppm ........................................................................ 120
マンガン、ppm ................................................................... 77
銅、ppm ................................................................................ 25
ヨウ素、ppm .......................................................................2.5
セレン（添加）、ppm ..................................................... 0.20

ビタミン
チアミン、ppm .................................................................... 77
リボフラビン、ppm ............................................................ 24
ナイアシン、ppm ............................................................ 123
パントテン酸、ppm ........................................................... 28
塩化コリン、ppm .......................................................... 2,725
葉酸、ppm ..........................................................................4.3
ピリドキシン、ppm ............................................................ 17
ビオチン、ppm ............................................................... 0.55
アスコルビン酸、ppm ................................................... 570
ビタミン B12、μg/kg ..................................................... 210
ビタミン A、IU/kg ...................................................... 15,040
ビタミン D3 （添加）、IU/kg ....................................... 3,705
ビタミン E、IU/kg ........................................................... 340
ビタミン K （メナジオンとして）、 ppm .......................7.7

保管方法
品質保持のために、必要量を取り出した後は、キャニスター入りは蓋をしっかり閉め、袋入りは、開
封後は密閉容器で保管して下さい。涼しくて乾燥した場所（気温 24℃以下、湿度約 50％）で保管し
て下さい。冷凍によって品質が損なわれることはなく、より長期間、新鮮さの保持が期待できます。
製造日より 1 年以内に使用して下さい。
1

最新の原料分析情報に基づく。栄養組成は原料によって異なるため、分析値もそれに応じて変動
する。

2

修正したアトウォーター係数（タンパク質 3.5 kcal/g、脂肪 8.5 kcal/g、炭水化物 3.5 kcal/g）を
用いて計算（米国学術研究会議 NRC の犬および猫のデータより、 2006）。

マズリ®はピュリナ・ミルズ社の登録商標です。

2014 年 11 月 6 日
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