
大切な家族の為に
北海道産・無添加・エゾシカ肉

にこだわります



北海道産へのこだわり
栄養価が高いエゾシカお肉

魚類に含有量が多い
ドコサヘキサエン酸（ DHA )を多く含み
アミノ酸やミネラルバランスにも優れています。

高タンパク質・低カロリー
鉄分の含有量も非常に高く

食物アレルギーの対策食としても最適です



成分比較表（生肉）五訂増補 日本食品標準成分表より
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kcal g g mg mｇ mg mg mg

鹿 肉、赤肉、生 110 22.3 1.5 3.1 0.5 0.21 0.35 0.54

馬 肉、赤肉、生 110 20.1 2.5 4.3 0.9 0.10 0.24 0.02
牛 もも赤肉、生 191 20.7 10.7 2.7 0.2 0.09 0.22 0.37
豚 もも赤肉、生 143 21.9 5.3 0.9 0.3 1.01 0.21 0.42

鶏
若鶏肉むね皮つき、生 191 19.5 11.6 0.3 0.2 0.07 0.09 0.45
若鶏肉ささ身生 105 23.0 0.8 0.2 0.2 0.09 0.11 0.60

愛犬に最適な高い栄養価



エゾシカやわらかステーキ

エゾシカやわらかステーキ
120ｇ/￥770

鹿肉をステーキカットして
レトルト加工しました

北の極 No. 1 商品

（加圧加熱殺菌処理）



常温でも保存できるレトルトパック

JAS法でレトルトパウチ食品、食品衛生法では
容器包装詰加圧加熱殺菌食品と呼ばれています。

レトルト食品の殺菌には一般的に「レトルト（高圧釜）」により、
120℃以上で4分間以上高温高圧殺菌を行っています。
微生物の繁殖などの問題はありません。

添加物についても、保存料が入っていると思われがちですが、
保存料、殺菌料を使ってはいけないことが食品衛生法で定められています。

110～120℃の高温で加熱殺菌されるので、
栄養価が劣るということになりますが、
空気を遮断して高圧加熱殺菌が行われるので、
むしろ栄養価は下がりません。



無添加へのこだわり

北の極は、添加物を入れないで、

常温保存するには、どの方法がいいのかを考えます。

また栄養成分としても添加物は使用しません。

原料段階でも添加物は使用しません。

私達は無添加にこだわります。

≪市場にあるペットフードは本当に無添加？？≫

保存料や酸化防止剤などの添加物は、栄養価としての添加であれば、

ビタミンＣ（保存料／ソルビン酸など）、ビタミンＥ（酸化防止剤/トコフェロールなど）

栄養素としての表示をすることが可能です。

それを利用して「無添加」を表示するフードも増えてきています。

また、最終商品の製造過程では使用していませんが、

その手前、商品の原材料の製造過程で添加物を使用している素材もあります。



お肉は全て商品に変わります

ステーキカットで出る
細切れのお肉

ミンチにしてハンバーグへ

カットして出たお肉をそ
のまま使用

［エゾシカハンバーグ］

［エゾシカとお豆のコトコト煮］



常温でも保存できるレトルトパック

←エゾシカのテリーヌ

エゾシカレバーステーキと温野菜↑

↓キノコと大豆のシカ・ボロネーゼ

エゾシカミートボールと↑
野菜のトマト煮



常温でも保存できるレトルトパック

北の極 全商品
62品目

鹿肉（レバーなど含む）を使用した
商品は31品目

←エゾシカ肉のポトフ （スープ系レトルトパウチ）



お誕生日や、クリスマスなどの
特別な日のメニューとして

愛犬のご褒美メニューとして

エゾシカのテリーヌ

エゾシカやわらかステーキ

エゾシカとお豆のコトコト煮



エゾシカ肉、ホワイトソルガムを配合した

エゾシカ カリカリ トリーツ

エゾシカレバー、ホワイトソルガムを配合した

鹿レバー カリカリ トリーツ

アレルギー対応トリーツ

＜低アレルギーの特性を生かして、小麦を使わないクッキーの開発＞

鹿肉とホワイトソルガム（キビ粉）を混合して、トリーツを開発しました。
お肉のトリーツ（クッキー）なので、食い付き抜群です。



エゾシカ肉を使ったジャーキー

エゾシカサラミ

エゾシカ干し肉
（スライスカットしたエゾシカ肉を乾燥）

(エゾシカミンチ肉を成形・乾燥）



エゾシカレバー（肝臓） エゾシカハツ（心臓）

エゾシカラング（肺）

内臓系を使用したジャーキー



鹿肉を使ったドッグフード

無添加ドッグフード・EZO（えーぞー）
手作りメニュー派に、鹿肉を使ったドッグフードを発売（一般食）
エゾシカ肉 ＋ 穀物 ＋ 野菜 を配合しています。
（レトルト加工）



エゾシカアキレス

エゾシカ食道

エゾシカ耳皮

エゾシカ骨

鹿の貴重な部位を使った商品



エゾシカの角は半割りに

エゾシカ角（半割）

髄（ズイ）

→ 髄をかじる半割にする訳

外側よりも内側の髄に興味がある



販売先・導入先（国内）

ペットと一緒に泊まれるホテルとコラボ
愛犬用のアメニティー（おやつ）として

ペットショップ・トリミングサロン



新たな納入店舗（国内）

最近はペットショップ以外の導入店舗が増えてます

スーパー
サミット・生協・西友（ネット）、コープ（生協）
スーパーバリュー、
マルナカ（四国・イオン系）

ホームセンター
ケーヨーD2、ロイヤルHC、
オリンピック、コメリ、
カンセキ、バローなど

アスクル（LOHACO）

ドンキホーテ（札幌店）
ドンキホーテ売り場



ペット商品 卸問屋でも
冷凍肉を取り扱い開始

ジャペル株式会社 展示会



“吉野家”へ納入（現在２店舗）

吉野家
川口柳崎店 (東浦和）

テラス席（ワンコOK）



店頭メニューに
北の極 登場→

吉野家 ワンコ用牛丼
吉野家 フードボウル

“吉野家”ペットフード販売



海外へも輸出しています

香港・ペットショップと
直接取引しています



“香港”ペットショップへ納入

香港 ペット展示会へ出品 香港 ペットショップ内



動物検疫所の検査を受けて輸出

エゾシカ角も販売

香港 ペットショップ



韓国 ペットショップ

鹿は、韓国側の検疫で出荷ができなくなり
現在は、鶏・魚製品のみ輸出しています



今後の展開について

① 鹿肉の品質を向上
ペットフードで使用する鹿肉は、高品質なもの

② 全ての部位の有効活用
有効活用できる部位は、すべて利用する（愛犬用として）
廃棄する部位をできるだけ少なく！

③ 北海道に限らず、全国の鹿の有効活用へ
全国の鹿肉を使ったジビエのペットフードを販売する

同業他社と情報交換し、
鹿肉の有効活用や商品開発から販売までを取り組んで参

りたい



鹿肉の美味しさを知ってもらう為に

ペット業界の方々をお呼びして
鹿肉パーティー （鹿パー） を定期的に開催
鹿肉がどんなに美味しいのかを、実際に食べてもらいました。

鹿パー（鹿肉パーティー）開催



ご清聴ありがとうございました
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