キクスイ価格表
皮付き配合餌
皮付き配合
■ 皮付餌
【M】￥482(税抜) 650g【L】￥1,350(税抜) 2100g【LL】￥2,781(税抜) 4500g
皮付の原材料の中でもよい物だけを独自配合してありますので小鳥の喜び方が違います。

■ 赤皮付餌
【M】￥487(税抜) 600g【L】￥1,476(税抜) 2100g【LL】￥3,049(税抜) 4500g
プロ・ブリーダーに人気の、赤アワ・赤ヒエ・赤キビ で、皮付餌を作りました。

■ 皮付餌 PLUS
【M】￥468(税抜) 650g【L】￥1,309(税抜) 2100g【LL】￥2,956(税抜) 5000g
皮付餌に、インコ・文鳥の喜ぶ

ムキオートムギ

を配合しました。皮付配合餌を使っていた、インコ・文鳥にお勧めします。

■ 赤皮付餌 PLUS
【M】￥473(税抜) 600g【L】￥1,417(税抜) 2100g【LL】￥3,205(税抜) 5000g
プロ・ブリーダーに人気の、赤アワ・赤ヒエ・赤キビ で、皮付餌ＰＬＵＳを作りました。

■ 皮付餌ダイエット
【M】￥496(税抜) 650g【L】￥1,390(税抜) 2100g【LL】￥2,865(税抜) 4500g
太りすぎた小鳥やカナリーシードの量をご自分で調節したい人用の皮付餌です。

■ 赤皮付餌ダイエット
【M】￥510(税抜) 600g【L】￥1,544(税抜) 2100g【LL】￥3,182(税抜) 4500g
プロ・ブリーダーに人気の、赤アワ・赤ヒエ・赤キビ で、皮付餌ダイエットを作りました。

専用皮付き配合
■ オカメ・ラブバード専科
【M】￥496(税抜) 650g【L】￥1,393(税抜) 2100g【LL】￥2,872(税抜) 4500g
白ヒエ・白アワ・白キビ・カナリーシード・ムキオートムギ・エン麦・玄ソバ・小麦・割り炒り大豆・圧片メーズ
を配合しました。ボタンインコ・コザクラインコ・オカメインコ専用の配合餌です。

■ 赤オカメ・ラブバード専科
【M】￥504(税抜) 600g【L】￥1,525(税抜) 2100g【LL】￥3,140(税抜) 4500g
赤ヒエ・赤アワ・赤キビ・カナリーシード・ムキオートムギ・エン麦・玄ソバ・小麦・割り炒り大豆・圧片メーズ を配合しました。
ボタンインコ・コザクラインコ・オカメインコ専用の配合餌です。

■ ラブバードＴＲ
【M】￥462(税抜) 650g【L】￥1,290(税抜) 2100g【LL】￥2,662(税抜) 4500g
白ヒエ・白アワ・白キビ・ムキオートムギ・エン麦・玄ソバ・小麦・圧片大麦・カナリーシードを配合した、ボタンインコ・コザク
ラインコ・オカメインコ用の配合餌です。この商品は、山梨県の寺戸様のご発案によりまして完成いたしました。

■ 文鳥専科
【M】￥569(税抜) 650g【L】￥1,617(税抜) 2100g【LL】￥3,333(税抜) 4500g

■ カナリヤ飼料
【M】￥499(税抜) 600g【L】￥1,506(税抜) 2100g【LL】￥3,104(税抜) 4500g
皮付の原材料の中でもよい物だけを独自配合してありますので小鳥の喜び方が違います。
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■ ハト飼料
【L】￥1,050(税抜) 2360g【LL】￥2,207(税抜) 5200g
ハトが喜ぶ、ベスト配合です。

中型・大型インコ・オウム用配合飼料
■ ニューオームスペシャル
【M】￥421(税抜) 590g
オウムの大好きな、トウモロコシ、玄ソバ、マイロ、サフラワー、圧片大麦、アサノミ などを配合。 きっと、大喜びです。

■ オームスペシャルＰ
【M】￥625(税抜) 570g
レシピの変更で、さや付ピーナツ無しとなりました。高級珍味カボチャの種（皮むき）、炒り大豆、サフラワー、トウモロコシ、麻
の実、ムキオート麦、玄ソバ、圧片メーズ 配合。真にオウム類が求める食材の集大成。きっと、大喜びです。
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ムキ餌
通常ムキ餌
■ 赤材ムキエ
【S】￥295(税抜) 250g【M】￥759(税抜) 840g【L】￥2,284(税抜) 2800g【LL】￥4,302(税抜) 5500g
オーストラリア産材とカナダ産材だけを、皮むき仕上げ致しました自信作。 一人餌に切り替える時の飼料にもお勧めです。

■ ムキエ
【M】￥473(税抜) 840g【L】￥1,358(税抜) 2800g【LL】￥2,553(税抜) 5500g
このエサが自社生産の第一号で、自信を持って世に送り出した製品です。どんな鳥にも合うムキエサで、最高級ヒエをたっぷり配合
してありますので、皮付餌を与えている場合でも少しは別容器で与えてあげましょう。エサ切れの心配が有りません。

■ 手のり専用ムキエ
【M】￥510(税抜) 800g
ヒナを育てるためのエサで、大変消化がよくなっています。一度熱湯でふやかしてから与えて下さい。

玉子入りムキ餌
■ インコ玉子
【M】￥710(税抜) 740g
病気の鳥やエサの食べ始めの鳥等や、やせた鳥に与えましょう。栄養があるので病気の回復が早く大きく育ちます。ヒナのエサから
親のエサになかなか替えられない鳥にも与えましょう。本製品は、一人餌になる頃以上の、鳥を対象とした餌です。ヒナ鳥を挿し餌
で育てる目的でしたら、手乗り専用ムキエ ＋ 各ヒナに対応したヒナ様フードで与えてください。

■ 粟米玉子
【M】￥678(税抜) 740g
青米が入った、粟玉子です。文鳥等の中型フィンチ類に最適です。たっぷりの玉子を使って作ってあります。着色料等、一切使用し
ていませんので安心してお与え下さい。本製品は、一人餌になる頃以上の、鳥を対象とした餌です。ヒナ鳥を挿し餌で育てる目的で
したら、手乗り専用ムキエ ＋ 各ヒナに対応したヒナ様フードで与えてください。

■ 粟玉子
【M】￥686(税抜) 740g
たっぷりの玉子を使って作ってあります。着色料等、一切使用していませんので安心してお与え下さい。本製品は、一人餌になる頃
以上の、鳥を対象とした餌です。ヒナ鳥を挿し餌で育てる目的でしたら、手乗り専用ムキエ ＋
各ヒナに対応したヒナ様フードで与えてください。
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粉末の餌
専用粉末の餌
■ ハイ・レッド
【S】￥449(税抜) 120g
赤カナリアの色揚げ用の餌です。Βカロチンは熱・光に弱いので冷蔵庫に入れて毎日少量づつ与えて下さい。必ず色が揚がる事はも
ちろん、カナリアの栄養源にもなるのでブリーダー様にお勧めです。

■ キューカン鳥フード
【L】￥1,023(税抜) 1800g
当社独自の製品です。油で揚げていないのでカゴやエサ入れがベタつかづ水浴びが簡単です。また、夏場のフン臭いも他品に比べ殆
ど無しと言えます。水で味噌より少し柔らかめ位の堅さに溶いて与えます。添加物を多く使用している物が多い中、小社製品は一切
無使用です。

■ チャボ飼料
【L】￥847(税抜) 2200g【LL】￥1,783(税抜) 5000g
鶏類に最適な配合です。

■ ウズラ飼料
【M】￥367(税抜) 600g
2015/09/09 配合が新しくなりました
愛玩目的でウズラを飼育されるお客様のご意見も多かった為、 以前の採卵用に比べると、若干たんぱく質の量を少なくしました。

野鳥用粉末の餌
■ さえずりの素Ｓ
【S】￥484(税抜) 150g
さえずりの素の改良品です。体力増進の為など、通常の餌とは別に与えていた さえずりの素 を、主食として与えられるようにに
改良致しました。この商品は野鳥研究の大家、神奈川県の島袋社長様のご発案によりまして完成いたしました。

■ さえずりの素
【S】￥432(税抜) 150g
鳴き鳥ならなんでも喜んで食べます。野鳥など夏場エサが傷みやすいのでこれを与えましょう。すりえと違って水を加えずご使用い
ただけます。一度食べるとやみつきになるエサです。

■ すり餌（３分）
【M】￥466(税抜) 350g
３分餌はメジロ等に与える餌です。青粉も加えてありますのでそのままお使い下さい。これらの餌も脱酸素包装によりお客様が開封
なさるまで出来立ての新鮮さを保持しております。

■ すり餌（５分）
【M】￥499(税抜) 350g
５分餌はウグイス・コマドリなどに与える餌です。５分餌の方には青粉が入っておりませんので、別売の青粉を１袋加えてご使用頂
くか、ご自分で菜っぱを加えてご使用下さい。これらのエサも脱酸素包装によりお客様が開封なさるまで出来立ての新鮮さを保持し
ておりす。
鈴虫の餌にもご利用できます。

■ 青菜
【S】￥269(税抜) 90g
青菜１００％の粉末です。基本すり餌に混ぜて使用するものです。
5分餌1袋に対して青菜1袋加えて下さい。
純粋に青菜を与えたい場合は『グリーンフード』がおすすめです。
この種の物は特に光に弱いエサですが、この対策も出来ております。
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■ から餌
【S】￥395(税抜) 150g
山雀（やまがら）、日雀（ひがら）など、

2018年09月03日現在の価格
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と付く鳥に与えるエサです。ヒマワリなどは、別の容器に入れて与えましょう。
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ヒナ用の餌
固形ヒナ用餌
■ 手のり専用ムキエ
【M】￥510(税抜) 800g
ヒナを育てるためのエサで、大変消化がよくなっています。一度熱湯でふやかしてから与えて下さい。

粉末ヒナ用餌
■ インコ・ベビー・Ｆ
【S】￥506(税抜) 150g
インコ類のヒナを育てる時に手のり専用ムキエと共に与えましょう。ヒナが１週間で見違える程大きく育ちます。カルシウム・青菜
・その他成長に必要な栄養がいっぱい入っています。一度使っていただければ、良さが分かっていただける最高の自信作です。

■ ブンちゃん・ベビー・Ｆ
【S】￥312(税抜) 80g
文鳥のヒナを育てる時に手のり専用ムキエと共に与えましょう。ヒナが１週間で見違える程大きく育ちます。カルシウム・青菜・そ
の他成長に必要な栄養がいっぱい入っています。
餌を与える際に『育ての親』があると便利です。

■ スーパー手のりおやつ
【S】￥452(税抜) 150g
お湯で溶いてスプーンで食べさせて下さい。インコ類のヒナで綿毛ばかりの時のエサとしても最適です。子育て日記でも紹介してい
る通り、子育てをしている親に堅く練って与えると親に負担がかからず上手にヒナが育ちます。
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ペレット
グリーンフード
■ グリーンフード F2
【S】￥526(税抜) 150g【M】￥960(税抜) 350g【L】￥2,925(税抜) 1300g
青菜の代用品です。着色料など一切使用せず造粒も全て当社で行っています。どんな鳥でも喜んで食べます。

■ グリーンフード F4
【S】￥473(税抜) 150g【M】￥823(税抜) 350g【L】￥2,462(税抜) 1300g
グリーンフードの中粒版。青菜の代用品です。着色料など一切使用せず造粒も全て当社で行っています。どんな鳥でも喜んで食べま
す。中型インコ等にお勧めです。

フィンチ用ペレット
■ ペレーフィン F2
【S】￥561(税抜) 170g【M】￥1,207(税抜) 500g
文鳥・十姉妹等のフィンチ用の主食の代用品です。『ペレーフィン』以外に、『グリーンフード』と『塩土ボレー』・青菜等を与え
れば栄養バランスはＯＫです。

インコ用ペレット
■ ペレッチ F2
【S】￥440(税抜) 170g【M】￥1,045(税抜) 500g【L】￥3,153(税抜) 1800g
セキセイインコ・オカメ・ラブバード用の主食ペレットです。オカメインコ・ラブバードの場合は、ヒマワリ・アサノミ セキセイイ
ンコの場合はカナリーシードで、脂肪分を調節して下さい。グリーンフード塩土ボレー等を、別途与えて下さい。鳥達が喜びます。
季節・体格などに合わせて、脂肪分の多い餌の量を管理したい方にお勧めのペレットです。

中型・大型インコ・オウム用ペレット
■ ペレメイト F2
【S】￥521(税抜) 170g【M】￥1,190(税抜) 500g【L】￥3,636(税抜) 1800g
オカメ・ラブバード用の総合栄養ペレットです。『ペレメイト』以外に、『グリーンフード』と『塩土ボレー』・果物等を与えると
一層鳥が喜びます。

■ ペレメイト F4
【M】￥1,158(税抜) 500g【L】￥3,528(税抜) 1800g
中型インコ用の総合栄養ペレットです。『ペレメイト』以外に、『グリーンフード』と『塩土ボレー』・果物等を与えると一層鳥が
喜びます。

■ ペレメイト F6
【M】￥1,158(税抜) 500g【L】￥3,528(税抜) 1800g
■ ペレメイト F8
【M】￥1,158(税抜) 500g【L】￥3,528(税抜) 1800g
大型インコ用の総合栄養ペレットです。『ペレメイト』以外に、『グリーンフード』と『塩土ボレー』・果物等を与えると一層鳥が
喜びます。ちょっと長めに作ってあります。足でもって食べる子も食べやすいです。

野鳥用ペレット
■ スリエ５分ペレット F2
【M】￥913(税抜) 350g
５分スリエと全く同じ成分だけでペレットを作りました。合成保存料・着色料・凝固剤等一切の化学合成物使用しておりませんので
、安心して与えていただけます。
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アヒル・水鳥用ペレット
■ ペレダック F2
【L】￥1,968(税抜) 1600g【LL】￥3,926(税抜) 3700g
鶏類・アヒル等の水鳥・その他キジ科の中ビナ?成鳥の総合栄養ペレット。開封される迄、酸化等による品質劣化はありません。合成
添加物など一切使用いたしておりません。Ｆ２とＦ４は、粒の大きさが違うだけで同じ内容の商品です。

■ ペレダック F4
【L】￥1,848(税抜) 1600g【LL】￥3,688(税抜) 3700g
鶏類・アヒル等の水鳥・その他キジ科の中ビナ?成鳥の総合栄養ペレット。開封される迄、酸化等による品質劣化はありません。合成
添加物など一切使用いたしておりません。Ｆ２とＦ４は、粒の大きさが違うだけで同じ内容の商品です。

機能性ペレット
■ HOTペレット F2
【S】￥637(税抜) 170g【M】￥1,480(税抜) 500g
唐辛子の辛味の主成分である、カプサイシンが免疫力をアップさせることで、風邪や感染症への抵抗力が強まります。又、食欲増進
の効果もあります。

■ HOTペレット F6
【M】￥1,443(税抜) 500g
唐辛子の辛味の主成分である、カプサイシンが免疫力をアップさせることで、風邪や感染症への抵抗力が強まります。又、食欲増進
の効果もあります。

■ ペレ炭 F2
【S】￥585(税抜) 170g【M】￥1,343(税抜) 500g
炭は排毒作用が高いことで知られており、体内に取り込まれた有害物質・化学物質等の汚れを吸着し、排出する作用があり、腸内環
境を活性化すると言われています。その炭を、配合したペレットです。

■ ペレ炭 F6
【M】￥1,302(税抜) 500g
炭は排毒作用が高いことで知られており、体内に取り込まれた有害物質・化学物質等の汚れを吸着し、排出する作用があり、腸内環
境を活性化すると言われています。その炭を、配合したペレットです。
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ボレー・砂
ボレー
■ 焼塩土ボレー
【S】￥195(税抜) 200g【M】￥349(税抜) 500g
インコ類・フィンチ類など、どんな鳥でも大変喜んで食べます。少量づつエサとは別の容器に入れて与えて下さい。塩分適量、カル
シウムたっぷり、ミネラル分も他品の様に焼結いたしておりません。１週間に１度容器に残った塩土ボレーは捨てて新しい物を入れ
てあげて下さい。固まっていないユニークな発想の製品です。使用しているボレーは高温で乾燥してありますので安心です。

■ 焼白ボレー
【S】￥113(税抜) 150g【M】￥253(税抜) 500g
ボレー粉をしっかり乾燥させた商品です。カビなどの心配は有りません。クチバシの力の弱い鳥達にはボレーを自力で砕く事が出来
ないので、粉砕・乾燥時に発生する粉を舐めたりする事で、カルシウム・ミネラルの補給になります。

■ 洗浄焼ボレー
【S】￥193(税抜) 150g【M】￥434(税抜) 500g
白ボレーを丁寧に洗浄し、高温乾燥させた商品です。洗浄で表面の塩分・粉が流れるため、表面に付いた粉などを舐めたりしている
クチバシの力の弱い鳥達には不向きです。

■ フィンチ用焼白ボレー
【S】￥131(税抜) 200g【M】￥293(税抜) 500g
小型のフィンチ類など、通常のボレーでは大きすぎて食べられない鳥さん用の小粒の白ボレーです。通常のボレーよりもしっかり粉
砕してありますので、粉も多めですが舐めたりする事で、カルシウム・ミネラルの補給になりますので、そのままお与えください。

その他
■ カットルボーン
￥150(税抜)

■ 焼砂
【L】￥463(税抜) 3000g
ウズラ等キジ科の鳥からインコ類・高級フィンチの砂浴びに最適。高温でしっかり焼いてあるので、衛生的で鳥が食べてもＯＫ！
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粟穂・ミルワーム
粟穂
■ 中国産 黄粟穂
￥1,003(税抜) 650g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる粟穂です。

■ 中国産 赤粟穂
￥685(税抜) 450g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる粟穂です。

■ 国産 赤粟穂
￥1,003(税抜) 150g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる粟穂です。国産 （長崎県産）・無農薬 です。空気を多めに封入する包装に変えました
。脱酸素は効いておりますが空気中の窒素等は残っており、真空包装のようには見えません。

2018/01/23
今回入荷した粟穂の状態があまり良くありません。
品質を理由にした返品をお受けできませんので、ご了承の上ご購入をお願いいたします。
入荷ロットにより袋の大きさが変わる場合があります。

■ 国産 黄粟穂
￥1,388(税抜) 200g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる粟穂です。国産 （長崎県産）・無農薬 です。空気を多めに封入する包装に変えました
。脱酸素は効いておりますが空気中の窒素等は残っており、真空包装のようには見えません。

2018/08/23
グラム数と価格の変更はありませんが、
粟穂一本のサイズが大きくなり本数が少なくなりました。
写真は現在物を使用しております。

■ 国産 稗の穂
￥920(税抜) 150g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる稗の穂です。国産 （長崎県産）・無農薬 です。空気を多めに封入する包装に変えました
。脱酸素は効いておりますが空気中の窒素等は残っており、真空包装のようには見えません。
2017年度産

【注意】
脱酸素により穀物の内部に産み付けられた虫の卵までも死滅させる工程には、約2週間が必要となります。
2018年09月03日現在の価格
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今回販売させていただく粟穂は、急遽取り寄せて包装したためその工程が完了いたしておりません。
商品到着後、2週間は開封せずそのまま脱酸素状態を維持していただけますようお願い申し上げます。

■ 国産 小麦の穂
￥1,170(税抜) 150g
鳥さんのおやつに、楽しみながら食べられる小麦の穂です。中型?大型インコにどうぞ。国産 （長崎県産）・無農薬 です。空気を多め
に封入する包装に変えました。脱酸素は効いておりますが空気中の窒素等は残っており、真空包装のようには見えません。

ミルワーム
■ ふすま
【ふすま】￥361(税抜) 1200g
ミルワーム用の餌です。

■ ミルワーム
【1個】￥256(税抜)【20個】￥5,000(税抜)

2018年09月03日現在の価格
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単品餌
豆類
■ メープルピース
【M】￥465(税抜) 800g

麦類
■ ムキオートムギ
【M】￥445(税抜) 800g【L】￥1,204(税抜) 2500g【LL】￥2,540(税抜) 5500g
セキセイインコ・文鳥 から オウムに至るまで、殆どの鳥が好みます。低脂肪・低蛋白で、炭水化物を多く含んだ穀物です。

■ 燕麦（皮付オートムギ）
【M】￥291(税抜) 600g【L】￥712(税抜) 1800g【LL】￥1,505(税抜) 4000g

■ 大麦（皮付）
【M】￥297(税抜) 700g【L】￥788(税抜) 2300g

■ 小麦
【M】￥328(税抜) 800g【L】￥850(税抜) 2500g【LL】￥1,658(税抜) 5000g

■ 圧片大麦
【M】￥205(税抜) 450g【L】￥480(税抜) 1300g

その他単品
■ 青米
【S】￥264(税抜) 250g【M】￥641(税抜) 800g

■ ニガシード
【M】￥583(税抜) 600g【L】￥1,709(税抜) 2000g
栄養価が高いシードです。カナリア用の餌に配合されています。

■ 白エゴマ
【M】￥672(税抜) 450g【L】￥1,755(税抜) 1300g
脂肪分たっぷり、タンパク質も豊富な、栄養たっぷりの穀物です。カナリア用の餌に配合されています。白エゴマと、茶エゴマがあ
りますが、品質の良い白エゴマを使用しております。高価なシードの一つです。

■ ナタネ
【M】￥373(税抜) 600g【L】￥1,085(税抜) 2100g【LL】￥2,446(税抜) 5000g
脂肪分たっぷりの非常に濃厚な穀物です。カナリア用の餌に配合されています。

■ オーチャードグラス
【M】￥780(税抜) 180g
インコのダイエットフードとして知られているヘルシーなシードです。

2018年09月03日現在の価格
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中型・大型インコ・オウム用単品
■ メーズ（トウモロコシ）
【M】￥359(税抜) 800g【L】￥939(税抜) 2500g【LL】￥1,827(税抜) 5000g
インコ類が好みます。かなり堅いので中型・大型のインコや、ハト等しか食べられない餌です。

■ 圧片メーズ
【M】￥216(税抜) 350g【L】￥575(税抜) 1300g
中型・大型のインコでないと歯が立たなかった

メーズ

を圧片して、食べやすくした物です。

■ 玄ソバ
【M】￥457(税抜) 700g【L】￥1,290(税抜) 2300g【LL】￥2,690(税抜) 5000g
ボタンインコ・コザクラインコ以上の中型インコに最適です。健康食品としても見直されているソバは、繊維質・ビタミン・ミネラ
ルが豊富です。
【品質について】
現在のロットのソバは作柄が悪く、2枚目の写真の様に色味が悪いものが多く入っております。
ご了承のうえ購入いただけますようお願いいたします。

■ サフラワーシード
【M】￥331(税抜) 600g【L】￥831(税抜) 1800g【LL】￥1,765(税抜) 4000g
ボタンインコ・コザクラインコ以上の中型インコに最適です。好みの分かれやすシードで、中には殆ど食べない子もいます。

■ マイロ
【M】￥277(税抜) 800g【L】￥699(税抜) 2500g

■ さや付きピーナッツ
【M】￥318(税抜) 170g【L】￥1,173(税抜) 800g
販売終了後も、お問い合わせの多かったさや付きピーナツが復活いたしました。鮮度保持に気を使った包装をしております。中型・
大型インコの大好物です。おやつ代わりに少しづつ与えて下さい。

■ パンプキンシード
【S】￥561(税抜) 130g
高級珍味としておなじみの、カボチャの種です。中型インコからオウム類が好んで食べます。

■ 炒り大豆
【S】￥337(税抜) 120g
中型インコからオウム類が好んで食べます。（100%国産大豆）

■ ムキヒマワリ
【S】￥383(税抜) 130g
一人で殻を割れない子供の鳥や、殻を散らかすのが気になる場合に。殻を自分でむくのが好きな鳥も多いので、鳥さんの好みと相談
してください。

基本の餌用単品
■ フランス産 アサノミ
【M】￥653(税抜) 550g【L】￥1,998(税抜) 1900g【LL】￥4,042(税抜) 4000g
フランス産のアサノミです。 当店のアサノミよりも、粒が小さめです。
もちろん脱酸素包装してありますので、新鮮で虫の発生も、風味の劣化もありません。

2018年09月03日現在の価格
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■ 玄白アワ
【M】￥507(税抜) 600g【L】￥1,533(税抜) 2100g【LL】￥3,161(税抜) 4500g
鳥の餌の基本となるシードの１つで、小型のフィンチ類などが特に好んで食べるようです。

■ 玄白ヒエ
【M】￥473(税抜) 600g【L】￥1,425(税抜) 2100g【LL】￥2,646(税抜) 4000g
鳥の餌の基本となるシードの１つで、よく食べるシードです。収穫前の品薄の時期には、価格が高騰することの良くあるシードです
。また、皮の割に中身が小さく歩留まりも悪いため、ムキヒエは高価になります。その為、通常の配合餌では配合比が低くなりがち
なシードです。キクスイ製の配合餌（皮付餌シリーズ。ムキエなど）は、小鳥の好きなヒエを多く配合しています。
現在入荷しておりますヒエですが、赤・白共に、品質にバラつきが有り、輸入書類では白ヒエでも赤っぽい物、輸入書類では赤ヒエ
でも白っぽい物、等、単品で見た場合区別が付かない状態です。
誠に申し訳ありませんが、輸入書類に従って白ヒエ・赤ヒエを区別させていただいておりますので、何卒ご理解の程よろしくお願い
致します。

■ 玄白キビ
【M】￥325(税抜) 700g【L】￥810(税抜) 2100g【LL】￥1,812(税抜) 5000g
鳥の餌の基本となるシードの１つです。安価な餌には、プロソなどの価格の安いよく似たシードが使用されますが、小鳥はあまり食
べません。また、ムキキビは粒も大きく見た目がきれいで、さらに着色しやすい為、赤や緑に着色されて配合されている事も良くあ
ります。キクスイ製の鳥の餌には、プロソなどの安価な材料は一切使用していませんし、着色なども一切していません。無着色・無
添加の厳選素材の鳥の餌です。

■ 玄赤アワ
【M】￥510(税抜) 700g【L】￥1,347(税抜) 2100g【LL】￥3,047(税抜) 5000g
レッドパニカム（オーストラリア産
赤アワ）です。小鳥の好む皮付赤アワです。栄養価的には、玄アワと同等です。アワ全般の説明は、玄アワの説明をご覧下さい。

■ 玄赤ヒエ
【M】￥583(税抜) 600g【L】￥1,555(税抜) 1800g【LL】￥3,309(税抜) 4000g
小鳥の好む皮付赤ヒエです。栄養価的には、玄ヒエと同等です。ヒエ全般の説明は、玄白ヒエの説明をご覧下さい。
現在入荷しておりますヒエですが、赤・白共に、品質にバラつきが有り、輸入書類では白ヒエでも赤っぽい物、輸入書類では赤ヒエ
でも白っぽい物、等、単品で見た場合区別が付かない状態です。
誠に申し訳ありませんが、輸入書類に従って白ヒエ・赤ヒエを区別させていただいておりますので、何卒ご理解の程よろしくお願い
致します。

■ 玄赤キビ
【M】￥347(税抜) 700g【L】￥877(税抜) 2100g【LL】￥1,965(税抜) 5000g
栄養価的には、玄キビと同等です。キビ全般の説明は、玄白キビの説明をご覧下さい。

■ カナリーシード
【M】￥468(税抜) 740g【L】￥1,306(税抜) 2400g【LL】￥2,628(税抜) 5000g
これらの製品はどこも同じように思われがちですが、当社ではとれたての物を素早く脱酸素包装してありますので、新鮮で虫の発生
も、風味の劣化もありません。
カナダ産カナリーシードが新入荷しました。オーストラリア品より実がやわらかく大きさも少し大きくなっており、当店の小鳥さん
達にも大人気です。
カナリーシード由来のむけ皮等が少し入ってはいますが、品質には問題ありません。

■ アサノミ
【M】￥639(税抜) 550g【L】￥1,952(税抜) 1900g【LL】￥3,957(税抜) 4000g
これらの製品はどこも同じように思われがちですが、当社ではとれたての物を素早く脱酸素包装してありますので、新鮮で虫の発生
も、風味の劣化もありません。

■ ヒマワリ
【M】￥229(税抜) 320g【L】￥578(税抜) 1000g【LL】￥1,256(税抜) 2300g
特別割引中！！
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これらの製品はどこも同じように思われがちですが、当社では大粒・とれたての物を素早く脱酸素包装してありますので、新鮮で虫
の発生も、風味の劣化もありません。

■ 小粒ヒマワリ
【M】￥387(税抜) 400g
これらの製品はどこも同じように思われがちですが、当社では大粒・とれたての物を素早く脱酸素包装してありますので、新鮮で虫
の発生も、風味の劣化もありません。

■ オーストラリア小粒ヒマワリ
【M】￥378(税抜) 400g【L】￥1,034(税抜) 1300g【LL】￥2,251(税抜) 3000g
やや小粒ながら、実の入りがよく、カナリアなどのフィンチ類でも自力で割れます。

2018年09月03日現在の価格
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