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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

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

1袋 (1.25kg )  ¥3,960

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＋

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。
「乳酸菌」「ビフィズス菌」「酪酸
菌」を高濃度に配合。

N3＋

30g(1g×30包 )  ¥6,930

犬の「免疫力」を維持するキノコ
「はなびらたけ」。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

100g ¥7,500
45g ¥3,600

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。

MANU-KAMU

14 本入り ¥2,068

【 各 1袋 (75g)  ¥1,518 】

脂肪代謝トラブルに配慮した
療法食おやつ。「犬心 糖＆脂
コントロール」など、低脂肪食と
の併用がお勧め。

低脂肪サポート
「犬心 元気キープ」との併用や
免疫力を維持したい全ての
ワンちゃんにお勧め。

元気プラス
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、「冬虫夏草」
を含んでいることも特徴です。

脳＆関節サポート

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。

シニアサポート＋

1袋 (1.3kg )  ¥3,960

「低蛋白質」「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。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。

低たんぱくバランス

1袋 (1.3kg )  ¥4,070

FOOD

SAPURI / OYATSU

KOKORO TREATS

蛋白質やミネラルを調整し、腎
臓・結石・肝臓・心臓に配慮。
「犬心 低たんぱくバランス」
とも好相性です。

腎尿肝心ケア
アレルギー体質の子のために。
アレルゲンになりやすい食材を
使わず、免疫バランスを維持する
力に優れています。

アレルゲンOFF

(株)マッシュルーム・デザイン・スタジオ

KOKORO TREATSシリーズ

＊4袋以上ご購入で送料・手数料無料 ＊３袋以上ご購入で送料・手数料無料

通常価格 定期コース

1,518円

6,072円 5,980円
1,496円
5,960円

まとめ買い
１
袋
４
袋

MANU-KAMU
通常価格 定期コース

2,068円

6,204円 6,030円
2,013円
6,010円

まとめ買い
１
袋
３
袋

KOKORO TREATS、MANU-KAMUをお買い求めの際はお得なまとめ買い・定期コースをご利用ください

さらに
お求めやすく
なりました！

KOKORO NEWS
犬心の最新ニュースをお届け

inukokoro.com

犬心 犬種別フードシリーズ
「OMEGA3 SUPPORT DOGS」発売

特集

鹿児島県/神野様 ご愛犬 プリュちゃん表紙お写真



で仕上げた内容となっています。

JAPANESE DOGS
ジャパニーズ・ドッグズ

LOW FAT DOGS HIGH PROTEIN DOGS

OMEGA3 SUPPORT DOGS
オメガ3・サポート・ドッグズ

11月発売犬心 犬種別フードシリーズ

一見、全く違うタイプの犬種達。でも、弊社の詳細な研究により、生まれ持った栄養特性に
共通要素が見つかりました。世界的にも知られていなかった重要ポイントは、必須栄養素
「オメガ 3脂肪酸」の不足です。これら犬種では、ほぼ例外がないと言って差し支えないくらい、
どの子も「オメガ3脂肪酸」が不足している傾向です。この新発見は、5年間・5,000 頭以上に
のぼるワンちゃん達の食生活サポートと、個々に最適な食事の研究を続けた私達だから見出せた
ポイントと自負しています。対象犬種においては、健康生活を続けるカギと言える栄養
ポイントを凝縮したフードとなっており、「食・生涯サポート」ができればと思っています。

ダックス /チワワ /ポメラニアン /ヨークシャーテリア /パピヨン /パグ /

フレンチブルドッグ /ブルドッグ /ジャックラッセル /ワイマラナー

2021年

対象犬種 対象犬種 対象犬種

「対象犬種にとって最良の
 食事」を目指しながら、

「各犬種にぴったりの栄養バランス」
「犬種ごとに適した機能性」

「人も食べられるナチュラル品質」

プードル（トイプードル）/マルチーズ/
シーズー/ミニチュアシュナウザー/
ミニチュアピンシャー /イタリアン
グレーハウンド/ピーグル /ウィ
ペット /サモエド /シェットランド
シープドッグ / ダルメシアン /
ビションフリーゼ / ペキニーズ /
ボストンテリア / ドーベルマン

ラブラドールレトリバー / ゴール

デンレトリバー / シベリアンハス

キー /ジャーマンシェパード /アメ

リカンコッカースパニエル/ウェ

ルシュコーギー /ボーダーコリー

柴犬 / 秋田犬 / 紀州犬 / 甲斐犬 /

北海道犬 / 四国犬 / 朕（チン）/ 

日本スピッツ /土佐犬 /屋久島犬 /

日本テリア / 川上犬

4商品のラインナップで誕生！

Concept

Dedut!

それぞれの犬種は、別の動物と言えるような異なる栄養特性を持っています。「犬心 犬種
別シリーズ」では、生まれ持った栄養特性・食性を細かく研究し、各犬種に本質的に合った
食事に仕上げています。

各犬種に最良の栄養
バランス＆原材料1

ワンちゃん達は、人と共生しながら生活環境に適応し進化してきました。一方で、急速に
変化する現代社会により、本来の「犬種らしさ」を十分に発揮しきれていない面もあると
感じています。「犬心 犬種別シリーズ」では、それぞれの「犬種らしさ」を引き出すために、
各犬種ごとにプラスαの機能性を付与しています。

犬種ごとに適した
機能性をプラス

2

犬と人は、食性が全く異なりますが、「食の安全安心」については同じレベルの品質基準が
望ましいと考えています。犬心・全商品の共通コンセプトとして、残留農薬・重金属・放射
能・合成保存料・添加物・脂質の酸化・タンパク質の過剰変性などを極力排除し、「人も食べ
られる」品質で仕上げています。

人も食べられる、
安全安心の品質3

現代科学により、犬の味覚・嗅覚の研究が進み、食いつきが良いドッグフードが増えてい
ます。一方で、人工的な香料・風味素材により、健康面よりも食いつきの良さを重視した
フードも散見されます。犬心では、食材の味・香りを引き出し、「自然な美味しさ」でワン
ちゃん達に喜んでもらえるように工夫してしています。

自然な手作りの
美味しさ

4

犬心  犬種別フード

そのことを突き詰めた研究を続け、私たちが出した結論が「犬種別の先天的な
栄養特性に配慮した食事」です。その研究成果を凝縮させた、新シリーズの

「犬心  犬種別フード」が誕生します！

“ 健康なワンちゃん達にとって、最良のフードとは何か？ ”

1
不足栄養・オメガ 3 脂肪
酸を補う3 つの工夫 2

対象犬種に合った、タンパク質・脂肪・
炭水化物・食物繊維のバランス 3 ポリフェノールの補給

特徴 特徴 特徴

対象
犬種

1袋単品      2,600円(税込)
2袋まとめ買い  4,900円(税込)

1袋単品       　3,600円(税込)
2袋まとめ買い  　6,900円(税込)

1袋単品       　2,800円(税込)
2袋まとめ買い  　5,300円(税込)

1袋単品       　3,600円(税込)
2袋まとめ買い  　6,900円(税込)

800g/袋

1.3kg/袋 1.3kg/袋ロウ・ファット・ドッグズ 1kg/袋 ハイ・プロテイン・ドッグズ

日本犬種

その他、近日発売予定の「犬心 犬種別フード」ラインナップ

低脂肪が合う犬種 肉食性が強い犬種

!



Customer’s
     V�ce去年、命の危険がありすぐに入院しました。無事

退院してすぐに犬心さんの糖コントロールを用意
していました。いつも残さず食べてくれて食欲
旺盛。安定しない時期もあったりと不安がちょく
ちょくありましたが、犬心さんに相談すると直ぐに
対応してくれてアドバイスして頂けるので安心
しています。また、的確にアドバイスして頂けるので
更に安心しています。いつも私の犬愛が強く、
お忙しいのに相談ばかりして申し訳ないばかりです。
そんな誠実な対応をしていただける犬心さんは名前の
通り犬の心を大切に想っているんだなと実感しました。
もう 1 匹お腹の弱い子を飼っていますが、相談時

シニアサポート＋が良いとの事で食べさせています
が、それからお腹も良好なのか元気いっぱいです！
最近 2 匹病院に連れて行く時、かかりつけの先生も
検査結果にびっくりしていたので、犬心さんの免疫
フードのおかげだと思います。体は体内からですし、
悩んでいた歯石も落ちついたことに驚きです。犬心
さんにはいつも感謝ばかりで、長生きしてもらい
たい愛犬家の方には私はおすすめです！これからも
ずっと犬心さんと付き合っていきたいと思います。
ずっと元気いっぱいで入れるように今後とも宜しく
お願いします。

きなみちゃん (  Mix  )

犬の心を大切に想っているんだなと実感 (福岡県 Y.S. 様 )

犬心 シニアサポート+

犬心 糖 &脂コントロール

数年前までは病気など一切せず、特段フードにも
気を付けておりませんでした。肥満には気を付けて
いましたが、おやつも普通にあげて、一応保存料とか
着色料等の添加物には気を付けていました。ある日
自宅でシャンプーをしていたら左足に小さなぶよ
ぶよしたしこりが…。はじめはそんなに気にしま
せんでしたが、数日でみるみる大きくなり、急いで
動物病院に駆け込みました。取り切れれば大丈夫
との事で、その時に術前の血液検査したのですが、
結果を見てびっくりで、結果、膵臓のトラブルと
診断されました。完全に取り切れずに、これからも
様子を見ていこうという判断でした。膵臓トラブル
に関しては当面点滴してある一定まで数値は下がり
ましたが、獣医からは特効薬はないので食事療法
しかないと言われ、療養食を色々試しましたが、全く
食べず…。それからも足のしこりの手術は 3 回目と

なります。断脚も選択肢として進められましたが、
高齢であることもそうですが、なかなか判断できず
…。とにかく何とか食事で安定させてあげたいとの
一心で、いろいろサンプルを貰い、試しましたが
頑なに食べず…。ネットでも色々サンプル取り寄せ
ましたが、唯一食いついてくれたのが、この犬心
でした。一か月ぐらいこのフードを食べさせ、
おやつはサツマイモのみ。その後良い状態がキープ
できており、獣医の先生も驚く始末。もう我が家の
ワンコには欠かせないフードになりました。決して
お安くないフードとは思いますが、犬心以外は考え
られません。相変わらず足のしこりには悩まされて
いますが、膵臓のトラブルをコントロールできて
いるだけでも本当にラッキーです。いいフードに
巡り合いました！

りおんちゃん

我が家のワンコには欠かせないフードになりました (徳島県 T.N. 様 )

犬心 糖 &脂コントロール

(  ミニチアスナウザー  )

我が家の愛犬こまち君は安楽死も選択肢にと言わ
れてショックで頭が真っ白に。何もできないので
あれば食事療法で頑張るしかない、そう思って、
食事を調べていくと、犬心に目が止まりました。毎日
野菜たっぷり、鶏肉などの煮込みを作りミキサーで
スープにして、これを犬心にかけてふやかせば、よく
食べてくれます。柔らかいご飯でないと便がでない

こまちくん (  トイプードル  )

食事療法だけで寿命のある限り戦います (大阪府 C.N. 様 )

犬心 元気キープ

Customer’s
     V�ce

お客様の声❷

お客様の声を募集しています。

https://inukokoro.com/voice-form/犬心 お客様の声応募フォーム

Bib Present

▶ ご応募はこちらから

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！

犬心では[ KOKORO NEWS ]の表紙を飾って
いただけるご愛犬のお写真を募集しています!

I n s t a g r amにて「＃koko r onews表紙写真」を付けて、
ご愛犬のお写真を投稿ください。当選者には、担当者から
直接ご連絡を差し上げます。

＊応募写真は応募者自身が撮影したもので、写真に被写体が写り込んでいる
　場合には撮影者本人で被写体に肖像権の許諾を得てからご応募ください。

＊必要に応じて投稿されたお写真に加工(明るさ調整など)を施す場合がござい
　ますので、あらかじめご了承ください。

当初は出来る範囲での食事改善を目標に食材や
フードを選びブラスで冬虫夏草やオメガ３などを
与えていました。（人間用のものを体重に合わせて）
幸い抗がん剤服用の副作用も大きくは出ず状態を
キープしていましたが、この先も続く治療に耐える
ためにもドッグフードも更に良さそうな物がないか
と探し 11 月より元気キープに切り替えました。気に
なる油っぽさもなく味も自然でお湯で柔らかくしても
香りも優しい感じでしたので特に問題なく切り替えが

出来ました。ワンも初めから警戒する事なく美味し
そうにいただいてました。私も味見しましたが自然な
味で美味しいと思いました。免疫力を保つには人も
ワンも食事が大切なのだと改めて実感しました。
これからも元気キープと当初からあげていた補助
食品とを続けて寿命まで苦しまず少しでも元気を
キープし続けて欲しいと願ってます。次の注文も
出来たら幸いです。これからもよろしくお願い
いたします。

イヴちゃん

免疫力を保つには人もワンも食事が大切 (東京都 匿名希望様 )

犬心 元気キープ

(  ロングコートチワワ  )

応募
方法

表紙お写真募集
KOKORO  NEWS

New Color

お客様の声❶

のです。体調崩して病院に行ったときは、腸が便で
詰まってしまっていました。下剤で、とりあえず
処置してもらい一命を取り留めましてが、危険な
状態です。しかしながら、犬心のおかげで診断
から、ひと月経ちますが、前と変わらず元気で過ご
せています。ありがとうございます。食事療法だけで
寿命のある限り戦います。あきらめてないです。


