
ここんんなな時時ににおおすすすすめめししまますす！！！！  

使用法については記載しきれないので、取扱い会社担当営業者に

お問い合わせ下さい。 弊社担当者からお答え致します。

動物種 目　　　的 推　奨　商　品

子牛の下痢対策
に

ラクトショット

子牛の肺炎予防

メリット
ファームなど

やストレス対策に エデスター
３号

子牛の
エネルギー補給に

エデスター
カプリ

子牛の
ルーメン作りに

ラクトスター
プラス

ルーメンの
菌叢を整える

ラクトスター
プラス

ラクトスター
プラス

エデスター
３号

サイエンス
ゴールド

ラクトスター
プラス

メリット
ファームなど

エデスター
サイエンス

乳房のしこり取り
に

サイエンス
ゴールド

血乳・胎盤停滞
の対策に

サイエンス
ゴールド

周産期病
対策に

サイエンス
ゴールド

起立不能症予防
産後の立上りを

スムースに

エデスター
Ｄ3-1000

子牛

牛
繁殖和牛乳牛

の繁殖に

乳房炎対策
乳汁中

体細胞対策に

目的と主な使用量

名　　　称： ラクトショット（乳酸菌エキス液＜乳酸菌生産濃縮物質＞）

子牛のお腹の調子を整えます。

包　　　装： ２００gポリ瓶入り（ポンプ付き）

原材料名： 乳酸菌（不活性ラクトバチルス アシドフィラス）培養液 脱脂粉乳 子牛：生後～1ヶ月間、朝・晩1～2ｍｌ

ガラクトオリゴ糖・乳酸・ブドウ糖 　（1～2押し）

名　　　称： メリットファーム（高単位ビタミンADE液剤） 健康維持と正常な発育のために：

乳量に応じて

包　　　装： 1ｋｇ・10ｋｇ（ごみ処理を考えたエコパック入り） 9000ｋｇ高泌乳牛　：　日量3ｍｌ

成　 　分： 1g中 ビタミンA　  100,000 IU

ビタミンD3　  10,000 IU

ビタミンE　　　　 　2.5 IU 子牛：初乳に1回だけ10ml混ぜて

　与えます。

名　　　称： エデスター３号（高単位ビタミンADE液剤）

包　　　装： 500ｇ 子牛など油の吸収力が未発達なステージ

成　　　分： 1g中 ビタミンA　　　40,000 IU や夏バテなど肝機能が低下した時にも

ビタミンD3　　 10,000 IU 使えます。

ビタミンE　　　　  2.5  IU 成牛：乳房炎には2本（1L）経口投与します

名　　　称： エデスターカプリ（中鎖脂肪酸含有乳化液＜MCT乳化液＞）

包　　　装： 1ｋｇ×10本

原材料名： 植物油脂・酒精・キサンタンガム・ソルビン酸・クエン酸

子牛の増体と体力増強に朝・晩25ｍｌを

20日間与えます。

賦形物質等： 中鎖脂肪酸トリグリセリド（MCT）他

名　　　称： ラクトスタープラス（乳酸菌エキス+麹菌+納豆菌　粉末） 子牛のお腹の調子を整え、成長してから

稼げるようになります。

包　　　装： 10ｋｇｸﾗﾌﾄ袋入り / 500ｇ×20袋＝10ｋｇ（箱入り）

原材料名： 乳酸菌培養液・麹菌培養物 牛：「牛飼いは虫飼い」順調にいく様に

トルラ酵母 納豆菌培養物・活性乳酸菌 　　　後押しします。

　乳房炎発生を減少させます。

名　　　称： ｴﾃﾞｽﾀｰｻｲｴﾝｽｺﾞｰﾙﾄﾞ（ﾖｰﾄﾞ･亜鉛強化ビタミンADE粉剤） 乳房のしこり取りや血乳対策。

ｴﾃﾞｽﾀｰｻｲｴﾝｽA（ｻｲｴﾝｽｺﾞｰﾙﾄﾞの成分半量）

周産期病対策に

包　　　装： 200ｇﾎﾟﾘ瓶入り×10本　・　2ｋｇアルミ袋入り 乾乳に入る時200ｇ　1本加水し経口投与

ビタミンＡ油・ビタミンＤ油・ビタミンＥ油　βカロチン します。（乾乳中に体調を整えます）

ヨー化カリウムペプチド亜鉛

原材料名： ブドウ糖・クエン酸カルシウム・乾燥酵母

名　　　称： エデスターD3 1000（高単位ビタミンD液剤） ビタミンDの補給でカルシウムの利用を

促進させます。使い方は二つ。

包　　　装： 100gガラス瓶入り×5本＝箱入り ①出産時の起立不能症対策

成　　　分： 1g中 分娩2～3週前100ｍｌ　1本を加水し経口

ビタミンD3　　100,000 IU 給与します

②事故のない分娩後の立上がりに分娩

直後に1本加水し経口投与します。

それ以下2ｍｌを毎日か1ヶ月分まとめて
経口給与します。

油溶性ADEを極めて微細にし吸収しやすく
した製品です。

吸収に優れた油脂（C8、C10）で子牛の
エネルギー補給になります。

　商品の内容成分と包装

含有する飼料
添加物名：

酢酸ｄｌ-α-トコフェロール

含有する飼料
添加物名：

     兼松食品　主要商品案内

TEL :０３－３５３８－５７１６



動物種 目　　的 推　奨　商　品

夏バテ・肝機能
対策に

 パントＢ
マッシュ

繁殖ホルモンの
メリハリ向上に

パントＢ
ペレット

ホシケトーゼ

レバラップ
ペレット

牛

・

豚
受精卵移植の
お手伝いに

肉牛の肉質向上
増体に

ミートアップ
星

食いの良い
ビタミン補給

レバラップ
ペレット

ガス腹
鼓脹症に

ラクトスター
プラス

肥育期の
食い止まりに

肥育用

ひとにぎり

肉牛

母豚の乳質改善
に

ラクトスター
プラス

子豚の
エネルギー補給に

エデスター
カプリ

子豚の下痢対策に ラクトショット

豚

使用法については記載しきれないので、取り扱い会社

担当営業者にお問い合わせ下さい。 弊社担当者から

お答え致します。

目的と主な使用量
名　 　称： パントBマッシュ（パントテン酸+ビタミンB群粉末）
包　 　装： 20ｋｇクラフト袋入り ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸は疲労回復や肝機能を維持。
原材料名： 米ぬか油粕　他 暑熱・ストレス対策に利用。

含有する飼料添加物名及び量　 　100ｇ中 ホルモン合成にかかわる。
Ｄ-パントテン酸カルシウム　　 　：　2,000mg
ニコチン酸アミド 　：　  300mg  豚  ：飼料に0.15～1.0％混ぜる。
ビタミンＢ２［リボフラビン］ 　：   60mg 成牛：日量20g、　夏場50～100g
ビタミンＢ６［塩酸ピリドキシン］ 　：     600mg

名　

包　

　称： パントBペレット（パントテン酸+ビタミンB群ペレット剤）
　装： 20ｋｇクラフト袋入り ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸は疲労回復や肝機能を維持。

原材料名： 米ぬか油粕　他 暑熱・ストレス対策に利用。
含有する飼料添加物名及び量　 　　100ｇ中 ホルモン合成にかかわる。
Ｄ-パントテン酸カルシウム　　 　：　2,000mg
ニコチン酸　　　　　　　　　　　　　　　：　  300mg  豚  ：飼料に0.15～1.0％混ぜる。
ビタミン　Ｂ２［リボフラビン］　　　　　：　  60mg 成牛：日量20g、　夏場50～100g
ビタミン　Ｂ６［塩酸ピリドキシン］　　：　　 600mg

名　　称： ホシケトーゼ（クエン酸カルシウム　その他）
吸収に優れたカルシウムとクエン酸の補給
ホルモン剤に反応しやすく。

繁殖牛　：　日量　20～40ｇ
授精卵移植 ：　日量 50g

名　 　称： ミートアップ星（高単位粉末ビタミンB群+GABA入り）
落ち着きのある牛群づくりに。

包　　　装： 20ｋｇクラフト袋入り ストレスに強くなり、肉質を向上させます。
原材料名： 米ぬか油粕・麹菌培養粉末・トルラ酵母・食塩・乳酸菌

ギャバ（ガンマアミノ酪酸） 肥育牛：導入から出荷まで日量20gを給与
　　します。

名　 　称： レバラップペレット（ヨード・亜鉛強化）
嗜好性の良いビタミンADE

包　 　装： 20ｋｇクラフト袋入り・４ｋｇアルミ袋入り 繁殖和牛や乳牛の繁殖向上に

子 牛 ：下痢・肺炎予防に日量6g
原材料名： 糖蜜・トルラ酵母・アスペルギルス  オリーゼ培養粉末・活性乳酸菌・ 成牛繁殖：日量200gを20日間給与します。

ふすま・小麦粉・アルファルファミール・米ぬか油粕

名　 　称： ラクトスタープラス（乳酸菌エキス+麹菌+納豆菌　粉末）
腸内菌を正常化させます。

包 　 装： 10ｋｇｸﾗﾌﾄ袋入り/500ｇ×20袋＝10ｋｇ（箱入り） 牛ガス腹に100g×朝・晩3日
原材料名： 乳酸菌培養液・麹菌培養物 　のち50g×朝・晩4日

トルラ酵母 納豆菌培養物・活性乳酸菌
母豚の乳房改善に 日量50g×10日間

名　 　称： 肥育用ひとにぎり（ビタミンADE　 ・　カルシウム）
包 　 装： 10ｋｇクラフト袋入り 肥育牛の食いが止まった時に。
原材料名： フルーツ酸カルシウム・脱脂米ぬか

日量：ひとにぎり（約70g）5日間与えます。

導入時と23ヶ月時にも与えます。

名　 　称： エデスターカプリ（中鎖脂肪酸含有乳化液 ：MCT乳化液）
子豚のエネルギー補給に。

包 　　装： 1ｋｇ×10本
原材料名： 植物油脂・酒精・キサンタンガム・ソルビン酸・クエン酸 生後12時間以内か切歯の時、2～3ｍｌ

経口投与します。

賦形物質等： 中鎖脂肪酸トリグリセリド（MCT）他

名　 　称： ラクトショット（乳酸菌エキス液＜乳酸菌生産濃縮物質＞）
子豚の免疫向上と下痢対策に。

包 　　装： ２００gポリ瓶入り（ポンプ付き）× 5本
原材料名： 乳酸菌（不活性ラクトバチルス アシドフィラス）培養液 脱脂粉乳 生後12時間以内か切歯の時、2ml経口

ガラクトオリゴ糖・乳酸・ブドウ糖 投与します。

ビタミンＡ油・ビタミンＤ3・ビタミンＥ粉末（酢酸ｄｌ－α－ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ）
ビタミンＢ１（硝酸チアミン）・ビタミンＢ１２（シアノコバラミン）ペプチド亜鉛
炭酸亜鉛・硫酸鉄（乾燥）・硫酸銅（乾燥）・炭酸マンガン　･　ヨウ素酸カルシウム
第一リン酸カルシウム・炭酸カルシウム

包　　　装： 20ｋｇクラフト袋入り・1ｋｇ×20袋箱入り
原材料名： クエン酸カルシウム・リン酸三カルシウム・炭酸カルシウム　
含有する飼料 硫酸コバルト
添加物名：

含有する飼料
添加物名：

硝酸チアミン（ビタミンB1）・リボフラビン（ビタミンB2）
塩酸ピリドキシン（ビタミンB6）・シアノコバラミン（B12）

含有する飼料
添加物名：

含有する飼料
添加物名：

　商品の内容成分と包装

含有する飼料
添加物名：

ビタミンA油・ビタミンD3油・ビタミンE油・β-カロチン・D-パントテン酸カルシウム
ニコチン酸（ナイアシン）・リボフラビン（ビタミンB6）・ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ亜鉛・ヨウ化カリウム

酢酸ｄｌ-α-トコフェロール

TEL : ０３－３５３８―５７１６




