


アレルギー体質の子のために開発した一品です。犬のアレルゲンになりやすい食材
として、鶏肉・牛肉・豚肉・羊肉・魚（かつお節は少量含む）・卵・大豆・小麦・米・
とうもろこし・乳製品などを全て除去しています。さらに、特許申請のオリジナル技術
として、はなびらたけβグルカン・LPS・ブルーベリー茎の共配合し、「免疫力の
バランスを維持する」ことにこだわりました。皮膚や胃腸の健康ケアにお勧めの
療法食おやつです。

KOKORO TREATS は、栄養調整によりワンちゃんの
病気をケアする「療法食おやつ」シリーズです。ナチュ
ラルな機能性原料の配合と共に、安全安心と美味しさにも
こだわった一品です。

ワンちゃんの 1 日の食サイクルにおいて、「間食」は健康
維持のスイッチを入れたり、大切な栄養を適切に補給して
あげるといった役割があります。KOKORO TREATSは、間食
として取りいれたい機能価値を研究し、各症状をケアできる
ように配合しています。

犬心フードをサポートする、病気ケア　　　　　　　　　シリーズ誕生
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元気プラス
「免疫力キープ」が特徴です。
「犬心 元気キープ」との併用は
もちろん、免疫力を維持したい
全てのワンちゃんにお勧めの
一品です。

脳＆関節サポート
オメガ3脂肪酸やグルコサミン
/コンドロイチンなど、脳・関節
の成分を配合。また、脳・関節
成分と好相性の「冬虫夏草」を
含んでいることも特徴です。

腎尿肝心ケア
蛋白質やミネラルを調整し、腎
臓・結石・肝臓・心臓に配慮して
います。「犬心 低たんぱくバラ
ンス」との好相性はもちろん、サ
プリとしての活用もお勧めです。

＊販売体制が整い次第順次発売予定　＊商品画像はイメージです。

低脂肪サポート
脂肪代謝トラブルに配慮した
療法食おやつです。「犬心 糖＆
脂コントロール」など、低脂肪
食との併用がお勧めです。

【使用原料】
さつまいもでんぷん、さとうきび糖、日本鹿、キャノーラ油、植物性グリセリン、かつお節粉、
リンゴ酢、ゼラチン（豚由来）、トルラ酵母、海水塩、リン酸、パン酵母抽出物、さとうきび
繊維、オートブラン、フラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ローズマリー抽出物、
はなびらたけ、紫蘇エキス、ブルーベリー茎エキス、LPS

病気の愛犬に安心してあげられる
「療法食おやつ」

間食ならではの
機能価値をプラス

◀ アレルゲンOFF

新たに             を対応疾患に加えました
犬心 低たんぱくバランス

適度な塩分調整

ブルーベリー茎＆冬虫夏草

併発しやすい腎臓病への対応

「犬心 低たんぱくバランス」1袋 (1.3kg ):3,700円 (税抜 ) ▶

心臓病を対応疾患に追加した経緯

相互に
関係しあう

腎臓 心臓

心臓病の食事療法において、最も大切な調整ポイントは「塩分の制限」。
もちろん、「犬心 低たんぱくバランス」も低塩分タイプのフードです。一方で、
従来の心臓食に比べると、それほど極端な塩分制限を行っていません。

塩分が少なくなれば、心臓負担が減ることは確かですが、あまりに極端な
低塩分食は健康全体で見た時にマイナスとなります。そのため、「安心して
長く続けられる心臓食」というコンセプトで適度な塩分調整とともに、機能性
素材の活用などにより、十分な心臓ケアはもちろん、健康全体にも良いフード
に仕上げています。

心臓の健康ケアにおいて、「ブルーベリー茎」「冬虫夏草」は好相性の
組み合わせです。あらゆる素材を研究した結果、これら 2 種の組み
合わせを発見することができました。

心臓病と腎臓病は、お互いが併発しやすく進行させ合う関係にあり
ます。つまり、両疾患に合わせて対応した食事が理想です。「犬心
低たんぱくバランス」では、心臓・腎臓、どちらにも万全の対応を
取っています。

発売前から、「犬心 低たんぱくバランス」が心臓に良いことはわかっていま
した。ただ、実際に心臓病のワンちゃんでのデータが十分に取れておらず、
発売時は対応疾患に加えずスタートしました。しかし、心臓病のワンちゃんに
続けてもらうケースがとても多く、基礎研究としても間違いないデータが出て
きたことから、自信を持って対応疾患に「心臓病」を加える流れとなりました。
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16 歳 6 ヶ月になるミニチュアダックスフンド
です。以前から食べ物には気を使っていて
ネット等で検索し、良いと言われている商品を
次々と与えていました。しかし年のせいもあり
病気のデパートのような我が子…。犬心に
出会う前は鶏肉や野菜を煮ただけの手作り食
を与えていました。手作り食は原料がわかって
いるので安心ではありますが、栄養バランスの
ことを考えると少し不安でした。犬心は “人間
も食べられる”というところに惹かれ試して
みたいと思いました。病気のことも含めどの
種類のフードが良いかメールで尋ねたところ、
丁寧なアドバイスを頂き「低たんぱくバランス」

を始めました。匂いを嗅ぐとドッグフード特有の
嫌な臭いが無く、試しに一粒私も食べてみた
ところ、優しい素材の味でした。愛犬も食事の
時間が楽しみのようで、今も全く飽きずに食べ
てくれています。
その後の経過については、嬉しくて思わず
マッシュルームデザインさんにメールで報告を
してしまいました。以前から薬の服用はして
いたので、今回のことで改めて食事の大切さを
学びました。年齢的に今後どれだけ一緒に
いられるかわかりませんが、これからもたっぷり
の愛情としっかりした栄養を与えていきたい
です。ありがとうございました♡

ララちゃん

お客様の声

(ミニチュアダックスフント)

2017 年の春に健康診断をしてもらったところ、
問題が見つかりました。
1ヶ月後の再検査でも状態は悪く、かなり落ち
込みました。薬が合えば長生きできる可能性
もあると言われたのですが、薬だけではなく
食事も重要だとわかり、たどり着いたのが犬心

でした。藁にもすがる思いで注文をし、その後
の経過については嬉しくて泣いたこともあり
ます。健康を維持できているのは犬心のおかげ
だと思っています。2020年現在、9 歳になった
ししまるは元気で生きてくれています。犬心と
出会えて本当によかったです。長生きして
ほしいのでこれからもずっと犬心は続けます。

改めて食事の大切さを学びました

健康を維持できているのは犬心の
おかげだと思っています

(犬心 低たんぱくバランス /  埼玉県 C.T. 様 )

( 犬心 糖&脂コントロール / 大阪府 M.A. 様 )

お客様の声を募集しています。

https://questant.jp/q/EXP0DB5V

Bib Present

はなちゃん (チワワ)
▶ ご応募はこちらから(犬心 お客様の声応募フォーム)

犬心の商品を継続的ご利用いただいている飼い主様から、「お声」と
「お写真」を募集しております。ご購入に至った経緯や、愛犬の変化
などについてお聞かせください。皆様からのお声を共有することで、
同じ悩みを持つ飼い主様の疑問やご不安を取り除ければと考えて
おります。毎月抽選で３名様に、愛犬のお名前入り特製ビブ（よだれ
かけ）をプレゼントいたします。ワンちゃんの肌に優しい国産の生地を
使用して、一つ一つハンドメイドで製作しています。ご応募は以下の
URL,QRコードから。皆様の「お声」を、お待ちしております！

犬心商品ラインナップ

「高血糖＆高脂血が関わる7つの病気（トラブル）」
に対応したナチュラル療法食。健康だけど太り
気味な子にもお勧めの低糖＆低脂肪フード。

糖＆脂コントロール
「がん・腫瘍性疾患」に対応した５つの臨床栄養を
満たすとともに、「人も食べられる」安全安心な
品質のナチュラル療法食。

元気キープ
高栄養・高消化性により「消化器トラブル」に
対応したナチュラル療法食。腸内善玉菌がアップ
し、健康なワンちゃんにもお勧めのフード。

消化器ケア

犬の皮膚トラブルの４大原因に配慮したナチュ
ラル療法食。健やかな皮膚・被毛をサポートする
栄養成分とともに、安全安心で「人も食べら
れる」品質にこだわっています。

皮膚サポート＋

「犬由来の３種・善玉菌」が生きた
まま腸に届くサプリメント。ワン
ちゃんの小腸＆大腸に定着し、相乗
作用を発揮する「乳酸菌」「ビフィ
ズス菌」「酪酸菌」を高濃度に配合
しています。

N3＋
犬の「免疫力」を維持するキノコ
「はなびらたけ」。昭和21年創業の
老舗キノコ工房より、どこよりも
お安く、製造直販でお届けします。

はなびらたけパウダー
最高級の和漢キノコ「冬虫夏草」を
自社製造。厳選した健康食材「五穀
八菜」で冬虫夏草を育てる（冬虫
夏草菌で五穀八菜を発酵させる）
新技術により、伝承の有用性を引き
だすと共にワンちゃんが不足しがち
な栄養を補えるサプリ。

五穀八菜育ちの冬虫夏草
歯周ケア２成分「マヌカハニー」と
「シクロデキストリン」を配合した
世界初の犬用歯磨きガム。おいしく
「噛む」ことで、簡単＆根本からの
「オーラルケア」が期待できます。

マヌカム
MANU-KAMU

シニア犬にとって「理想的な栄養バランス」を自然
原料で実現。「認知機能の低下（脳神経トラブル）」
「関節炎」「活力・免疫力の低下」という３大トラ
ブルに対応しました。

シニアサポート＋
腎臓病・尿路結石・肝臓病・心臓病の犬に配慮
した栄養調整。「低タンパク質」「ミネラル（リン・
ナトリウムなど）調整」を総合栄養バランスが
取れた内容で実現しました。安心して長く続け
られる、今までに無いタイプの「腎・尿・肝・心」
ケア用ナチュラル療法食です。

低たんぱくバランス

COMMING
SOON

FOOD

SAPURI / OYATSU

ししまるくん
(ミニチュアダックスフント)

1袋 (1.25kg )  ¥3,9001袋 (1kg )  ¥2,600

＊価格は全て税抜価格です。

1袋 (1.25kg )  ¥3,600

1袋 (1.25kg )  ¥3,9001袋 (1.3kg )  ¥3,700

30g(1g×30包 )  ¥6,300

45g ¥3,600
100g  ¥7,500 14本入り  ¥1,880

詳細未定

1袋 (1.3kg )  ¥3,700

東京都 H.O.様 東京都 Y.N.様
コアくん ミニチュア

ダックスフント


