
さらにおいしくなって新登場 

国産ドッグフード「yum yum yum! 」ドライフードリニューアルのお知らせ 

 
2023年 2 月 13 日 

 
 
株式会社カラーズ(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：伊東 竜太)は、「おいしさ」や「品
質」を強化してより多くの方にご満足いただけるよう、ドッグフードブランド「yum yum 
yum! （ヤムヤムヤム）」のドライフードを 2023年 4月 12 日より全国にてリニューアル新
発売いたします。 
 

 
yum yum yum! ドライフードリニューアル告知 

 
 
◆yum yum yum!ブランドについて 
「yum yum yum! (ヤムヤムヤム)」は、毎日のおいしいごはんで家族のしあわせをつくる、
を目指してうまれたドッグフードです。愛犬の健やかなくらしをはぐくむために、素材の香
りを感じられるほどのおいしさにこだわり、私たちの食事と同じレベルの品質・安全性を追
求してつくっています。できあがったのは、袋を開けた瞬間に和風のおだしのような芳醇な
香りが広がるドッグフード。「愛犬の食いつきが良い」「yum yum yum! だけは食べてくれ
る」と、発売よりこれまで、多くのお客様よりご好評いただいています。 
 



◆さらにおいしくリニューアル 
この度のリニューアルでは、yum yum yum! の特長であり多くのお客様からご好評いただ
いている「おいしさ」の強化に重点を置き、愛犬たちにさらにおいしく食べていただけるよ
うレシピを改良いたしました。具体的には、和風のだし素材の量や種類を増やし、これまで
以上に奥深い味わいと芳醇な香りをお楽しみいただけるようになっています。 

 
リニューアルした yum yum yum! ドライフード 

 
◆リニューアルでさらにこだわりの品質に 
ドッグフードは家族の一員である愛犬が毎日食するものであることから、yum yum yum! は
発売からこれまで、人間の食事と同じ食材を使うこと、人間の食事と同じ衛生レベルのペッ
トフード専門工場で作ること、可能な限り国産素材を選択すること、添加物の使用は必要最
低限にすること 1にこだわってきました。この度のリニューアルでは、品質のさらなる向上
を図るべく、すべてのドライタイプの製品に窒素充填を採用し、しかも脱酸素剤を封入して
おります。これにより、ドライフードの酸化による品質劣化を最小化し、品質の鮮度を維持
することによって、開封時の作りたてのおいしさを実現しております。 
 
◆製品特長 
（１）おいしい素材をたっぷり使用 

愛犬たちがおいしいと感じる素材を積極的に使用しています。肉や魚をメインに、カツ
オ節やマグロ節、そして国産の昆布やしいたけといった和風だしのうまみ素材を配合。



うまみの相乗効果で、素材の味が際立っています。 
（２）栄養バランスにすぐれたレシピ 
  獣医師監修のもと、素材の栄養素を生かした栄養満点のレシピでつくっています。愛犬

の健康維持に配慮して素材を厳選。全年齢用または成犬・シニア犬用の総合栄養食とし
てご利用いただけます（※商品によって対応年齢は異なります）。 

（３）ノン・オイルコーティング 
素材本来のおいしさを大切にするために、オイルコーティングは行っていません。良質
な素材とオリジナル製法で、素材のうまみと香りがいきています。 

（４）えらべる 2種類のかたさ 
  どの味にも、カリカリ食感の「ドライタイプ」と、しっとりソフトな「やわらかドライ

タイプ」の 2 種類をご用意しています。使い勝手や愛犬の好みにあわせておえらびい
ただけます。 

（５）食品レベルの製造・品質管理 
  製造は、HACCPや ISO22005 を取得している食品会社が運営しているペットフード専

用工場で行っています。原材料も製造も品質第一です（※ペットフード工場での取得認
定はありません）。 

 
◆発売時期 
2023年 4 月 12 日より全国で順次発売します。 
 
◆yum yum yum! ブランドサイト、ブランド公式 Instagramアカウント 

https://yumyumyum.jp/ 
 https://www.instagram.com/yumyumyum_dr.dental/ 
 

 

https://yumyumyum.jp/
https://www.instagram.com/yumyumyum_dr.dental/


◆商品概要 
〇 全犬種・全年齢向けのシリーズ 

 
 
〇 体重が気になる成犬や 10 歳以上のシニア犬のためのシリーズ 

 

 
◆株式会社カラーズについて 
2000年 7 月、兵庫県神戸市に設立。「ホリスティックライフを提案し、犬と暮らす喜び、健
康、笑顔をお届けする」ことを使命とし、犬と犬の食事に関するプロフェッショナルとして、
ペットフードを中心としたペット関連商品の販売等を行う「GREEN DOG」を運営。2023

ドライタイプ やわらかドライタイプ ドライタイプ やわらかドライタイプ ドライタイプ やわらかドライタイプ

粗タンパク質 23.9%以上 18.7%以上 23.5%以上 18.5%以上 23.3%以上 18.3%以上
粗脂肪 8.5%以上 6.5%以上 9.9%以上 7.6%以上 9.0%以上 6.9%以上
粗繊維 0.7%以下 0.7%以下 0.9%以下 0.8%以下 0.9%以下 0.8%以下
粗灰分 6.7%以下 5.5%以下 6.4%以下 5.2%以下 6.9%以下 5.6%以下
水分 10.0%以下 30.0%以下 10.0%以下 30.0%以下 10.0%以下 30.0%以下

348kcal/100g 277kcal/100g 355kcal/100g 283kcal/100g 349kcal/100g 279kcal/100g

商品名

保証分
析値

原材料名

概要

代謝エネルギー

対応年齢

鶏肉と和風だし素材でバランスのよい人
気の味わい

チキン マグロ

馬肉、大麦、玄米、カツオ節、ビール酵
母、豚脂、大麦ぬか、えんどう豆タンパ
ク、酵母エキス、卵黄パウダー、米油、に
んじん、かぼちゃ、ブロッコリー、フラクトオリ
ゴ糖、発酵調味液、昆布、しいたけ、セ
レン酵母、L-トレオニン、ミネラル類、ビタ
ミン類、酸化防止剤

上質な馬肉に鰹節をたっぷり加えた肉感
のあるおいしさ

魚類（マグロ、タラ）、大麦、玄米、マグ
ロ節、カツオ節、米油、ビール酵母、大
麦ぬか、えんどう豆タンパク、酵母エキス、
卵黄パウダー、にんじん、かぼちゃ、ブロッ
コリー、フラクトオリゴ糖、発酵調味液、
昆布、しいたけ、セレン酵母、L-トレオニ
ン、ミネラル類、ビタミン類、酸化防止剤

国内で水揚げされたマグロに節類を加え
たコクが特長

パピー　アダルト　シニア パピー　アダルト　シニア パピー　アダルト　シニア

馬肉

鶏肉、大麦、玄米、カツオ節、ビール酵
母、大麦ぬか、えんどう豆タンパク、鶏が
らスープ、酵母エキス、米油、卵黄パウ
ダー、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー、フ
ラクトオリゴ糖、発酵調味液、昆布、しい
たけ、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル
類、ビタミン類、酸化防止剤

ドライタイプ やわらかドライタイプ ドライタイプ やわらかドライタイプ

粗タンパク質 23.3%以上 18.2%以上 23.8%以上 18.7%以上
粗脂肪 5.0%以上 3.7%以上 6.9%以上 5.2%以上
粗繊維 3.9%以下 03.2%以下 3.9%以下 03.2%以下
粗灰分 4.5%以下 3.7%以下 4.4%以下 3.6%以下
水分 10.0%以下 30.0%以下 10.0%以下 30.0%以下

327kcal/100g 261kcal/100g 337kcal/100g 269kcal/100g

商品名

保証分
析値

原材料名

概要

代謝エネルギー

対応年齢

シニア & ライト 馬肉

馬の赤身肉を使った粗脂肪25％オフの
レシピ(*2）

シニア&ライト チキン

鶏肉、大麦、玄米、カツオ節、鶏がら
スープ、えんどう豆タンパク、ビール酵母、
てんさい繊維、竹繊維、大麦ぬか、酵母
エキス、卵黄パウダー、米油、にんじん、
かぼちゃ、ブロッコリー、フラクトオリゴ糖、
発酵調味液、昆布、しいたけ、豚軟骨
抽出物（コンドロイチン硫酸含有）、乳
酸菌、セレン酵母、グルコサミン、ミネラル
類、ビタミン類、酸化防止剤

鶏ささみを使った粗脂肪30%オフのレシ
ピ(*1)

アダルト　シニア アダルト　シニア

*2 yum yum yum! 馬肉比*1 yum yum yum! チキン比

馬肉、大麦、玄米、カツオ節、大麦ぬ
か、竹繊維、てんさい繊維、ビール酵
母、えんどう豆タンパク、酵母エキス、卵
黄パウダー、米油、にんじん、かぼちゃ、ブ
ロッコリー、フラクトオリゴ糖、発酵調味
液、昆布、しいたけ、豚軟骨抽出物（コ
ンドロイチン硫酸含有）、乳酸菌、セレ
ン酵母、グルコサミン、ミネラル類、ビタミン
類、酸化防止剤



年現在では、オンラインショップ 2 店舗のほか、東京・神奈川・大阪・兵庫に合計 8つの実
店舗も展開している。 
 
◆会社概要 
商号    ： 株式会社カラーズ 
代表者   ： 伊東 竜太(イトウ リュウタ) 
所在地   ： 〒657-0036 
        兵庫県神戸市灘区桜口町 4-1-1 ウェルブ六甲道 4 番街 1 番館 402 
設立年月  ： 2000 年 7 月 
資本金   ： 50,000千円 
ホームページ： https://www.colorzoo.com/ 

以上 
 
 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
株式会社カラーズ  
担当者：洞田 
TEL:050-3508-5492 (直通) 
E-mail：press@colorzoo.com 
 

 
1 合成酸化防止剤や着色料、香料は不使用 
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