
犬心商品ラインナップ
＊価格は全て税込価格です。

「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

1袋 (1kg )  ¥2,860

「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

COMMING
SOON

FOOD

SAPURI / OYATSU

45g ¥3,600  / 100g  ¥7,500

1袋 (1.25kg )  ¥4,290

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＋

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

1袋 (1.25kg )  ¥3,960 1袋 (1.3kg )  ¥4,070

「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

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。

MANU-KAMU
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

1袋 (1.3kg )  ¥3,960

1袋 (1.3kg )  ¥4,070

30g(1g×30包 )  ¥6,930

-マヌカム-

14 本入り ¥2,068 詳細未定

フードが合う / 合わないを
決める、 ３つのポイントとは？

特集

KOKORO TREATS  腎尿肝心ケア発売 / お客様の声
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フードが合う / 合わないを決める、2つめのポイント「胃・小腸・大腸への適性」についてご案内予定です。

「愛犬に合ったドッグフードをあげたい。」全ての飼い主さんが望まれていることだと思います。一方で、「フードが合う /合わない」
ということは、そもそも何によって決まるのでしょうか？私達は、長年の研究により「フード適性を決める 3つのポイント」を見出し
ました。今回は、そのうちの一つめの要素「アレルギー」についてご案内いたします。

Point 

3 Points 

フードに対するアレルギーの有無

「犬心フードに対するアレルギー」を生じています。

つまり、アレルギーを生じると、どんなに良いフードで
あっても「その子には合わない」ということになるのです。
そして、病気のワンちゃんでは、アレルギーが病態に関係
していることも少なくありません。

皮膚や消化器のトラブルは、比較的わかりやすいアレ
ルギー反応です。例えば、フード切り替え時に今まで
無かった「皮膚のかゆみ・赤み」「涙やけ・目やに」「下痢・
嘔吐」などが見られれば、アレルギーを生じているかも
しれません。（＊少し便がゆるくなるなどのケースは
フードを変えたことによる、好転プロセスの可能性も
あるため、1~2週間様子をみて下さい。）

目に見えるアレルギー反応

身体の内側で起こるアレルギー反応は、目に見えない
ことが多いため、判断が難しくなります。何となく
元気がない様子がサインになっていたり、血液検査
などの経過が芳しくない、といったこともアレルギーが
関係している可能性があります。

目に見えないアレルギー反応

また、アレルギー性の嘔吐については、食後4~6時間
程で生じることが一般的です。食べてすぐに吐き出す
ことや、空腹時に胃液などを吐く現象は、アレルギー
とは異なる可能性が高く、食後からの嘔吐時間帯が
見極めのポイントになります。

KOKORO TREATS

アレルゲンOFF

あげ方
・
内容量

体重10㎏以下の小型犬で「 1日 1粒」が目安です。
小型犬の1ヶ月分として、「1袋・約30粒（75g）入り」
となっています。

【  KOKORO TREATS詳細はコチラから  】

次号の特集コンテンツ

3

❶

Point ❷ Point ❸

「該当する対応疾患の犬心フードを続けているのに、
病気の状態が良くない方向に進んでいる」といった
ことがあれば、第一にアレルギーを疑った方が良い
かもしれません。

食事の中のアレルゲンを除去する / 少なくする

免疫力のバランスに配慮する

問題を起こす食材がわかっていれば、そのアレルゲンを食事から外すことが
無難です。もしくは、アレルゲンとなる食材の割合を少なくすることで、問題が
なくなることもあります。ただ、何に対してアレルギーを生じるのか、わかり
にくいケースも多いため、完璧な対策は難しい面があるかもしれません。

アレルギーは、免疫力のバランスが崩れることによって引き起こされます。
そのため、免疫力のバランスを適切にキープする対策がとれれば、アレルギーを
ケアすることにつながります。

アレルギー対策

アレルギー対策 ❶

アレルギー対策 ❷

アレルギー対応 療法食おやつ

Cut!

犬にとって主要なアレルゲンを除去。独自研究の3素材をブレンドし、
免疫力のバランスを適切にキープする高機能おやつです。

アレルゲンを除去
犬のアレルゲンとなりがちな食材を除去し、自然原料で仕上げて
います。

FEATURE 1

3素材で免疫力のバランスをキープ
βグルカン豊富な「はなびらたけ」、菌由来の免疫成分「LPS」、ポリ
フェノール豊富な「ブルーベリー茎」を適切な配合率でブレンド。
研究による独自技術により、免疫力のバランスをキープします。

FEATURE 2

安全安心の品質、自然な美味しさ

国内の製造工場にて「人も食べられる」品質で仕上げています。ワン
ちゃんが楽しみにしてくれる「自然な美味しさ」にもこだわりました。

FEATURE 3

フードが合う / 合わないを決める、 つのポイントとは？
特集

犬心シリーズのフードでは、「科学研究に基づく厳密な
栄養調整・機能性」とともに「長く続けて安心できる品質」
を両立させています。そのため、対応疾患のワンちゃん
達は、ほとんどのケースで良好な経過をたどります。
しかし、一部のワンちゃんにはフードが合わず、十分な
病気ケアができないこともあります。そういった合わない
反応を示すワンちゃんの状態を調べると、ほとんどの子が

?

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

https: // inukokoro.com/oyatsu/kokoro-
treats/ 

【 使用原料 】

税別1,380円[ 75g（約 30粒）入り / 1袋 ]



腎臓病・尿路結石・肝臓病・心臓病に対応した療法食おやつです。タンパク質やミネ
ラル等の栄養調整により、腎・尿・肝・心を全てケアすることができます。また、
「犬心 低たんぱくバランス」と同じく、特許申請の技術として、好相性の2素材 
「ブルーベリー茎」「冬虫夏草」を適切なバランスで配合。高機能サプリとしての
活用もお勧めです。

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

KOKORO TREATS�� ����
�� � � ��������

������

＊商品画像はイメージです。

アレルゲンOFF
アレルギー体質の犬のために、
アレルゲンになりやすい食材を
除去。更に、はなびらたけ・LPS・
ブルーベリー茎の共配合により
「免疫バランスの維持」にこだ
わりました。

【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、ブルーベリー茎エキス、冬虫夏草、紫蘇エキス

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

◀ 腎尿肝心ケア

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。

低脂肪サポート 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。

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です。

KOKORO  TREATS  L INE  UP

税込 1,518 円[ 75g（約 30粒）入り / 1袋 ]

＊全て税込1,518円 [ 75g（約 30粒）入り / 1袋 ]

【 1日の目安量】体重10 ㎏以下の小型犬で1日1粒（1ヶ月で1袋）

【 2021年 2・3 月発売予定  】【  好評発売中   】

NEW

2020年6月、（7ヶ月時）健康診断のレントゲン検査で
肝臓が小さめと診断されましたが血液検査の数値は
正常で元気そのものでした。 しかしながら小肝症と
なると将来的に症状がでるのではないかと心配で
たまりませんでした。 詳しい検査は、まだ先で良いと
言われましたが、肝臓が小さいのなら負担の少ない、
良質なフードをさがしてこちらの犬心さんを知り
ました。色々と相談にのって頂き、M ダックスには

シニアサポート＋が合っているとのことで定期注文
させて頂いています。食事にムラのある子で他の
フードは食べてくれず、犬心さんのフードは食べて
くれます。 そして、その経過に驚きました！こちらの
フードにして良かったです。良質な栄養をしっかりと
取ることは大切な事ですね。色々と相談にのって頂き
ありがとうございました。 これからもずっと続けて
いきたいと思います。

颯汰くん
(ミニチュアダックスフント)

これからもずっと続けていきたいと思います。

(犬心 シニアサポート＋ /  栃木県 R.U. 様 )

結石体質とアレルギーで、もうこの子に合うものは
ないのかと思っていた時に犬心さんを見つけました。
またダメかもと思いましたが購入し、定期検査で
「とてもphの数値がいいですね。何したの？ご飯
変えた？」と先生に驚かれました。やっと見つけた！
と嬉しくなりました。今回の定期検査も大丈夫でした。 

フードも素晴らしかったですが、スタッフの方の
対応がとても素晴らしいですね。 低タンパクから糖脂
コントロールに変更したり低タンパクに戻したりと
ワガママにも、迅速に対応していただきました。 
犬心さんに出会えて良かったです。

犬心さんに出会えて良かったです。

(犬心 低たんぱくバランス /  千葉県 S.M. 様 )

お客様の声

経ち、2度の手術と治療を続けながらもこの子は
本当に病気なのかと思うくらい見た目はとても元気
で毛艶も綺麗です。 少しでも元気に少しでも長く
生きてもらう為に日々の生活に気をつけている事も
沢山ありますが、元気キープのフードは私の心の
支えになってくれています。

レディちゃん (  MIX )

元気キープのフードは私の心の支えになってくれています。

(犬心 元気キープ /  愛媛県 M.K. 様 )

https://questant.jp/q/EXP0DB5V

▶ 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！

お客様の声を募集しています。Bib Present

チャコちゃん (  MIX )

9 歳半の時に知人から元気キープを教えていただき
ました。 知人のわんちゃんも同じ症状を患っており、
ステロイド治療と元気キープのフードに助けられた
とおっしゃっていました。残念なことに知人のわん
ちゃんは亡くなってしまいましたが未開封の元気
キープを譲ってくださり、レディに与えてみたところ
ペロリと完食してくれました。 発症から1年3ヶ月

トイプードル /
静岡県 R.K.様

ちゃいちゃん
マルチーズ /
大阪府 T.O.様

幸(ゆき )ちゃん


