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フードが合う / 合わないを
決める、 ３つのポイントとは？
KOKORO TREATS / ショッピングカートの変更について /

フード袋内 脱酸素シートの変更について

表紙：犬心スタッフ 中本 愛犬 あずきちゃん おもちくん

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



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」は免疫や
ホルモン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。

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

『おやつの袋を出した途端に「ちょうだい」とせがむほど大好きなおやつに』

あずきちゃん
犬心スタッフ 辻本 愛犬

( トイプードル )

犬心スタッフの声 INUKOKORO STAFF’ S VOICE

高温にさらされていないので、素材本来の風味や香り、栄養分や有効成分をそのまま
ワンちゃんへお届け。柔らかく、手でちぎって量を調節することもできるので、幼齢や
高齢の愛犬にも。

柔らかい半生タイプ

犬心フードをサポートする、病気ケア　　　　　　　　　シリーズ誕生

KOKORO TREATS�� ����
�� � � ��������

������

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。

アレルゲンOFF

アレルギー体質の子の
ために開発した一品
です。アレルゲンに
なりやすい食材を使っ
ていないことに加え、
免疫バランスを維持
する力に優れています。

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。
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▶ KOKORO TREATS LINE UP

ABOUT   KOKORO TREATS

▶ 1日あたり目安量 (＊1粒 = 約2.5g)

体重 目安量

10kg以下

10～ 20kg

1～3粒

２～５粒

体重 目安量

２0～30kg

30kg以上

３～８粒

4～10粒

＊かなり個体差があるため、上記はあくまで目安量になります。

オフィス犬
kokoroも
お気に入り

PLUS ALPHER

とても美味しかったようで尻尾をブンブン
振り、もっと食べたそうに袋のまわりをウロ
ウロしていました。
心配していたアレルギーも出ず、今ではおやつ
の袋を出した途端に「ちょうだい」とせがむ
ほど大好きなおやつになりました。

元々アレルギー体質の子で、おやつ選びに
悩んでいた頃「KOKORO TREATS アレルゲン
OFF」が発売されたので、早速試してみること
に。袋を開けた瞬間、かつお節の良い香りに
興味津々の様子で、1粒あげてみるとすぐに
パクっと食べてくれました！
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2

ワンちゃんが嫌がりがちな、お薬・サプリをあげる際の「投薬補助」としても活用
いただけます「KOKORO TREATS」を少し割いて、お薬などをくるんでもらえれば、
ストレスなく口にしてくれるようになります。

投薬サポート1

2



KOKORO NEWS 前号の特集で「アレルギーの有無」がフードの相性を決める1つめのポイントとして掲載させていただき
ました。今回は 2 つめのポイント、「3 大栄養のバランス」についてご案内いたします。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

＊KOKORO NEWS 前号では「胃・小腸・大腸への適性」について特集することを予告していましたが、テーマを変更させていただきます。

犬が必要とする栄養は様々ですが、その中でもタンパク質・脂肪・炭水化物の3大栄養のバランスを適正化することが
とても大切です。特に、病気のワンちゃんでは3大栄養のいずれかにおいて、消化吸収や代謝に問題を抱えていることが
多く、病状に合わせた栄養調整が必要となります。

3大栄養バランスの大切さ

タンパク質は、犬にとって身体を作る素となると共に、活力を
生む栄養素でもあります。適切な「量」を補給してあげると
共に、タンパク質の「質」にも配慮してあげなければなりません。

「質」を決める重要ポイントは、タンパク質の素となる
「アミノ酸のバランス」です。20 種類のアミノ酸のバランスが
取れたタンパク質を補うことがとても大切です。

犬の病気の中で、腎臓病・肝機能障害（高ALT）・尿路
結石を抱える子は、タンパク質代謝に滞りがある状態
です。そのため、これらの疾患ではタンパク質を少なめ
に調整してあげなければなりません。

そして、あらゆる疾患において、20 種類のアミノ酸
のどれかが不足しないように留意する必要があり
ます。アミノ酸の不足が原因となり、病気を生じてい
る場合があるためです。

タンパク質の代謝❶

病気の犬における、タンパク質の調整ポイント

脂肪は、貯蔵されるエネルギー源であると共に、各種の
組織やホルモン・神経系の機能を司る栄養素です。そして、
脂肪も「量」「質」の両面が大切です。

脂肪の「質」を決めるポイントは、「脂肪の種類・バランス」
と「酸化させない」ことが挙げられます。

脂肪の代謝❷

膵炎・高脂血症・クッシング症候群・甲状腺機能低下症・胆嚢
疾患・高ALP・低アルブミンなどの病気では、低脂肪食にして
あげる必要があります。また、これらの病気に限らず、炎症が
問題となっている症状では「オメガ 3 脂肪酸の不足」が関係
している可能性があります。そのため、低脂肪であると共に
酸化していないフレッシュなオメガ 3 脂肪酸を補給すること
も大切な要素です。

炭水化物は、犬にとってエネルギー源となる栄養です。「肉食性が
強い犬では、炭水化物はあまりあげない方が良い」と誤解される

傾向にありますが、病状に合わせて適切に補給することが大切です。

炭水化物の代謝❸

タンパク質

脂肪

炭水化物

犬心では、主食としての療法食シリーズにおいて、各病気に対応した 3 大栄養の
調整をしっかり行っています。それに加えて、新たに展開している療法食おやつ
「KOKORO TREATS」は、間食として 3 大栄養代謝をしっかりサポートする
内容に仕上げています。

「臨床栄養＋安全安心の両立」「病気対応の臨床栄養」と
「人も食べられる品質」を両立した、ナチュラル療法食。

病気の愛犬にも安心してあげられる「ナチュラル療法食
おやつ」シリーズ

●犬心シリーズ ●KOKORO TREATS シリーズ

病気の犬における、脂肪の調整ポイント

炭水化物には、「可消化性（消化されやすい）」と「難消化性
（消化されにくい）」の２種類があります。これらがそれぞれ
どれくらい含まれているのかが、病気の犬において重要な
ポイントになります。

まず、「可消化性・炭水化物」は、利用されやすくエネルギー
源になりやすい一方で、血糖値を高めやすいことに留意

しなければなりません。糖尿病や腫瘍性疾患などでは、
高血糖が問題になるため、「可消化・炭水化物」を少なめに
調整することが好ましいです。

「難消化性・炭水化物」は、食事全体の消化をゆっくり進める
と共に、善玉菌のエサになったり腸に良い刺激を与えるなど
腸にメリットを及ぼします。そのため、消化負担にならない
範囲で、適量の「難消化性・炭水化物」を補うことも大切な
要素です。

病気の犬における、炭水化物の調整ポイント

KRILL OIL

タンパク質バランス
脂質バランス 炭水化物バランス

タンパク質バランス
脂質バランス 炭水化物バランス

犬心における、3大栄養への配慮

●身体を作る
●活力を生む

●エネルギー源
●腸に良い刺激を
　与える

●エネルギー源
●  各種の組織や
   ホルモン・
   神経系の
   機能を司る

3大栄養



この度、ドッグフードの酸化防止のために使用している「脱酸素シート」を変更することとなりました。
変更に伴い、フード袋内の脱気状態が今までよりも余裕がある形状に変わります。

▶脱酸素シート変更の経緯

フード袋内 脱酸素シートの変更について
I N FOMAT ION

【  旧  脱酸素シート  】 【  新  脱酸素シート  】

イメージ写真撮影中の一幕。いつも写真撮影を始めるとどこからともなく
現れてモデルとして撮影に力を貸してくれるkokoroです。笑
▶ オフィス犬kokoroの日常や、犬心を愛用してくれているワンちゃん
   達の声、その他犬心の最新ニュースなどを instagram にて配信中。
   下記よりお気軽にフォローください。

品質保持の観点では、空気中に約 20％存在する酸素
を除去することが大切です。
一方で、従来弊社で使用していた脱酸素シートでは、
脱気能力が高すぎたため、酸素以外の空気成分も概ね
除去してしまい、フードの破損にもつながるケースが
ございました。

弊社としましては、他の要素も含めて、今まで以上にご安心いただけるフード作りを目指し、工夫と改善を進める所存
です。本件について、何かご不明な点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。宜しくお願い申し
上げます。

今後は、脱酸素シート製造メーカーとの共同研究を
踏まえ、最適な脱気状態となる「脱酸素シート」に順次
変更をいたします。そのため、袋の圧縮具合に違いのある
状態の商品がお届けとなる場合もございますが、いずれも
品質には問題ございませんので、安心してフードを
ご愛犬に与えていただければ幸いです。

ショッピングカートシステムの変更について
いつもナチュラル療法食「犬心」をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度「犬心」では、お客様により良い
サービスをご提供するため、2021年6月（予定）よりショッピングカートシステムを変更させていただきます。

システム変更に伴い、「パスワードの再設定」及び「クレジットカード情報の再登録」をお願いする予定です。お手数を
お掛けする事となり誠に恐縮ではございますが、詳細につきましては改めてご案内いたします。

新システムでは、お客様お一人に対し１つの ID（メール
アドレス）登録を基本とさせていただきます。よって、
現在複数の会員 ID をお持ちのお客様については、直近の
ご注文時にご利用の会員 ID 情報のみを新システムへ

移行させていただきます。その際マイページで過去の
ご注文履歴をご確認いただけないため、万が一不都合が
ある場合には、なるべくお早めにお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ

便利なマイページをご利用ください２回目以降のご注文は

購入ボタンクリック後、ご登録メールドレス・パスワード（ご登録お電話番号の
ハイフンなし）を入力してご注文画面にお進みください。

公式サイト▶「マイページ」にログインいただくと、パスワードやお支払い方法、
定期コースのお届け周期・お届け日などの各種変更を行っていただけます。

2回目以降のご注文時

マイページへのログイン

E-MAIL : info@kinoko-design.com [ 平日 10:00-16:00( 年末年始・夏季休業除く )]

複数の会員IDを発行されているお客様へ

TEL : 0800 -123 -1556 /  FAX : 0745 -44 -2282お問い
合わせ


