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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

株式会社
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

特集

鹿児島県/神野様 ご愛犬 プリュちゃん表紙お写真
〒636-0216 奈良県磯城郡三宅町小柳 447
E-MAIL :  info@kinoko-design.com

0800-123-1556

「便回数が多い」「食糞がある」場合に
適した腸活とは？

犬心 犬種別フードシリーズ 「LOW FAT DOGS」発売



「便回数が多い」「食糞がある」
場合に適した腸活とは？

「小腸性下痢」と「大腸性下痢」の違い

ワンちゃんの下痢には、小腸にトラブルがある「小腸性」
タイプと大腸が問題になっている「大腸性」タイプがあります。
下痢が慢性化しているワンちゃんでは、これらのうち
どちらのタイプなのか、まずは見極めることが大切です。

1 大腸性下痢
便回数多め（ 1日あたり 3 回以上 ）
粘膜便やゼリー状の粘液便
赤色の血便 / 血液便が出ることもある

「便回数が多い（大腸性下痢）」「食糞がある」ワンちゃん達の腸活に多くの実績が
あるN3+。今までは30袋入り商品のみであったため、「小型犬に適した小サイズ
が欲しい。」というご要望を多数いただいていました。そんな飼い主さん達の声に
応えるため、N3+の「10袋入りパック」を発売します！

犬用善玉菌サプリ N3+ 小型犬用パック

小腸性下痢
便回数は少なめ（ 1日あたり1~ 3 回程 ）

軟便、場合によっては液状便 / 水下痢
血便がある場合はクリアな赤色ではなく黒っぽい便

もう一つ、犬の気になる習慣に「食糞」が挙げられます。なぜ犬は
食糞をするのか、はっきりとした理由が不明でしたが、弊社研究に
おいて謎が解明されてきました。食糞ワンちゃん達の腸内細菌を
調べると、「どの子にも共通の悪玉菌が存在する」ことがわかった
のです。つまり、食糞にも「腸内善玉菌を増やす」ことが対策
ポイントになります。

今回は、2種の下痢タイプのうち「大腸性下痢」の対策をご案内しま
す。大腸性下痢では、「腸内細菌バランスの悪化」が最も大きな課題
となります。そのため、「腸内の善玉菌を増やす」ことが大切です。

「大腸性下痢」の食事対策2

「食糞」の対策について3 ¥2,500(税込)単品
購入 ¥2,470(税込)定期

購入

TOPICS

▶N3+の詳しい
　　　情報はコチラから

通常サイズ (30g/1g×30袋 )

https://inukokoro.
com/sapuri/n3plus/¥6,930(税込) ¥6,820(税込)

大腸胃

小腸

New!

10袋入り
(1g×10袋 )

単品購入 定期購入



ロ ウ・フ ァット・ドッ グ ズ

LOW FAT DOGS

犬 種 別 フ ー ド シ リ ー ズ

Food Series by Dog’s Type

プードル・マルチーズ・シーズー・シュナウザー・ピンシャー・グレーハウンド・
ピーグル・ウィペット・サモエド・シェルティ・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

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、「低脂肪」および「特有ポリフェノールへの適性」です。これら犬種では、

生まれつき「脂肪代謝が苦手」という特徴と共に、「酸化ダメージを受けやすい」傾向があります。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。

対象
犬種

脂肪代謝ケア・3 つのポイント
特徴

1 特有ポリフェノールの補給
特徴

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
特徴

3

HIGH PROTEIN DOGS
対象犬種                   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

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)

1.3kg/袋ハイ・プロテイン・ドッグズ

肉食性が強い犬種用

新発想 “低脂肪が合う”犬種用

「対象犬種にとって最良の食事」を目指しながら

で仕上げた内容となっています。

「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」

で仕上げた内容となっています。

OMEGA3 SUPPORT DOGS
オメガ3・サポート・ドッグズ

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

好評
発売中

近日
発売

近日
発売

1月発売
2022年

「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」

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)

800g/袋
1kg/袋

JAPANESE DOGS 対象犬種                   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1袋単品       　3,600円(税込)

2袋まとめ買い  　6,900円(税込)

1.3kg/袋ジャパニーズ・ドッグズ

日本犬種用

!

「犬心 犬種別フード」LINE UP

ご購入や犬種別シリーズの詳しい情報はコチラから
▶ https://inukokoro.com/products/type/

生まれつき“ オメガ３の栄養不足が課題となる ” 犬種用



レイアはパピーの時からずっとお腹が弱く、度々
病院に行っては抗生物質を飲ませるという状態が
続いていました。その為保険も特約付きでないと
入ることが出来ず、ようやく今年になってから
特約付を外した保険に入ることが出来るように
なったほどです。しかし、今夏からまた度々お腹
を壊し始め、病院の先生に相談した処、「元々の
善玉菌が少ないのかもしれない。だから少しの菌
でもバランスを崩す。」と言われました。今まで、
薬で騙し騙し過ごしてきましたが、それもつかの
間。更には抗生物質によって、元々の善玉菌まで
殺してしまうと。そこで、本気で「腸内フローラを
整える＝腸活」する決意をしました。それから、様々
なサプリメントを探して探して、辿り着いたのが

この「Ｎ３+」でした。説明を読んで、「信じて
みよう」と藁をもすがる思いで注文しました。飲ま
せ初めて１週間は固めと緩いのとが混在していま
したが、ちょうど10日目頃からかりんとうのよう
な、ツヤっとしたうんちが出始めました！ 形だけで
なく、臭いもほとんどしないのには驚きと共に感動
しました。それから 1か月半経ちますが、一度も
お腹を壊していません！さきほど、ハナビラダケ
と共に「定期コース」に切替、購入いたしました。
同じ悩みを持つワンコのお友達にも勧めています。
「犬心」さんには感謝しかありません！犬の健康を
サポートする素晴らしい皆様、今後とも宜しく
お願いします。

レイアちゃん

同じ悩みを持つワンコのお友達にも勧めています (東京都 A.Y.様 )

N３＋

(  ボーダーコリー  )

お客様の声 Customer’s
     V�ce

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。

6ヶ月の時、避妊手術の為血液検査をしました。その
時、肝臓のトラブルが見つかりました。先天性かも
…との事。その為、年に 2回の血液検査と薬での
経過観察がずっと続きました。オヤツも与えず、
病院の先生の勧めてくれるフードや教えて頂いた
フード…何度変えても改善せず、何がいけないのか
…ずっとずっと悩んでました。 この犬心のフードを
見つけた時、半信半疑でした。またフードを変え
ても改善されなかったら、もう手作りにしようと
購入しました。6月から少しずつ「糖&脂コント

ロール」を混ぜて変えていった所、とても良い状態
がキープ出来ています。病院の先生もすごく驚いて
ました、私もフードを変えただけでこんなに変わる
なんて今までの 4年半の事を考えると涙が出ました。
本当にありがとうございます、感謝でいっぱいです、
これかもお世話になりたいと思います。

＊動物薬事法上、「食事による病気の改善」に関する表現が禁止さ
　れているため、一部ご本人に了承いただいた上で「健康維持」の
　ニュアンスに変更しています。

フードを変えただけでこんなに変わるなんて (北海道 K.E.様 )

犬心 糖&脂コントロール

すずちゃん (  チワワ  )

応募
方法

表紙お写真募集
KOKORO  NEWS

New Color

平素より、犬心療法食をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。この度、賞味期限に関して下記２点の変更を行うことと
なりましたのでご案内いたします。

賞味期限 掲載箇所の変更 賞味期限掲載箇所が、下記の通り変更となります。

パッケージ
裏面ラベルに記載

パッケージ裏面、
最上部に記載

＊変更後は、袋の最上部に記載となるため、開封後の切れ端に賞味期限が印字された形となります。必要に応じて袋
　本体に控えるなどしてご確認ください。

犬心フードシリーズは、発売当初より賞味期限を製造から「１年」としておりました。この期限については、実際に品質が保たれる期限
よりも厳密な設定をご案内させていただいておりました。その後の賞味期限テストを重ねた結果、より長期間における十分な品質
保持を確認できたため、賞味期限を製造から「１年半」に変更させていただくことといたしました。

＊移行期間は、掲載箇所・賞味期限共に新旧の表示商品が同梱となる場合がございますが、その旨ご了承ください。
＊ガイドブック、公式サイトの賞味期限表示につきましては、順次製造から1年半に変更予定です。

本件について、何かご不明な点がございましたら、本冊子裏面記載の連絡先までお問い合わせください。宜しくお願い申し上げます。

賞味期限に関する変更について重要 犬心フードシリーズ

1

2 賞味期限の延長

変更前

変更前

変更後

変更後製造から１年（12か月） 製造から１年半（18か月）


