
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

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

「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
10g(1g×10包 )  ¥2,500

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

「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。

犬心 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。

犬心 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。

犬心 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。

犬心 皮膚サポート＋
1袋 (1.3kg )  ¥4,070

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。

犬心 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。

犬心 低たんぱくバランス
1袋 (1.3kg )  ¥4,070

【対象犬種】不足栄養犬種
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

1袋 (800g ) ¥2,600
【対象犬種】低脂肪が合う犬種
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/ビーグル/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

1袋 (1kg )  ¥2,800

【対象犬種】肉食性が強い犬種
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

犬心 HIGH PROTEIN DOGS
1袋 (1.3kg )  ¥3,600【対象犬種】日本犬種

柴犬/秋田犬/紀州犬/甲斐犬/北海道犬/四国犬/狆（チン）/ 
日本スピッツ/土佐犬/屋久島犬/日本テリア/川上犬

犬心 JAPANESE DOGS
1袋 (1.3kg )  ¥3,600

犬心 犬種別フードシリーズ 愛犬の生まれ持った栄養特性・食性に配慮した「犬種別ナチュラルフード」シリーズ

犬心 OMEGA3 SUPPORT DOGS
- 犬心 オメガ３・サポート・ドッグズ -

犬心 LOW FAT DOGS - 犬心 ロウ・ファット・ドッグズ -

- 犬心 ジャパニーズ・ドッグズ - - 犬心 ハイ・プロテイン・ドッグズ -

OYATSU SAPURI

(株)マッシュルーム・
デザイン・スタジオ 〒636-0216 奈良県磯城郡三宅町小柳 447

info@kinoko-design.com

0800-123-1556

Oyatsu and Sapuri

Inukokoro Food Series

KOKORO TREATS 病気の愛犬のための「ナチュラル療法食おやつ」シリーズ

犬心 療法食シリーズ 病気の愛犬のための「ナチュラル療法食」シリーズ
＊価格は全て税込み価格です。

1袋(75g / 約30粒入り ) ¥1,518 1袋(75g / 約30粒入り ) ¥1,518

1袋(75g / 約30粒入り ) ¥1,518 1袋(75g / 約30粒入り ) ¥1,518

1袋(75g / 約30粒入り ) ¥1,518

通常：¥2,068(1袋 ) 定期コース：¥2,013

● KOKORO TREATS

通常：¥6,204(3袋 ) まとめ買い:¥6,030 定期コース：¥6,010

通常：¥1,518(1袋 ) 定期コース：¥1,496 通常：¥6,072(4袋 ) まとめ買い:¥5,980 定期コース：¥5,960
＊ MANU-KAMU ３袋以上ご購入で送料・手数料無料● MANU-KAMU

KOKORO TREATS、MANU-KAMUご購入時はまとめ買い・定期コースがおすすめ
＊KOKORO TREATS 4袋以上ご購入で送料・手数料無料

KOKORO NEWS
犬心の最新ニュースをお届け

inukokoro.com

表紙お写真：埼玉県/山下様 ご愛犬 内蔵助くん

犬心 犬種別フードシリーズ
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 「犬心 JAPANESE DOGS」発売

ー洋犬との違いとは？

「日本犬」の
独自食性をひも解く

特集

お得!



「和の食性（雑食性）」「免疫・腸内細菌の特徴」に着目！

ジャパニーズ・ドッグズ

日本犬にぴったり合うプレミアムフードの登場です！

日本犬の食性とは？ なぜ、雑食性なのか？

雑食性に
適した「1.4倍長い腸」 免疫や腸内細菌

バランスにも違いがある！

私たちのオフィスで共に暮らす「柴犬・こころ」は、3年前にブリーダーさんからもらい受けた当初、下痢が
続き痩せ気味でした。ブリーダーさんお勧めフードを科学的にチェックしたところ、そのフードが合って
いない。さらに詳しく調査を進めると、腸内細菌バランスが悪い・寄生虫もいることがわかりました。もち
ろん、「ワンちゃん達の食・生涯サポート」を目指す私たちが、愛犬の不調を見過ごす訳にはいきません！
日 「々こころ」の栄養状態・腸内細菌バランス・その他の微生物感染の影響などを科学的にチェックし、
適した食事を調整していきました。程なく、「こころ」の健康課題は全て解消。毛並・便質が良くなると
共に、生まれ持った天真爛漫さ・フィジカル能力も開花し、スタッフはもちろん、訪問されるお客様にも

愛想をふりまくようになっています。そんな「こころ」の食研究から得られた成果は、他の柴犬、
そして全ての日本犬にも共通することが判明しました。「こころ」と共に私たちが実感した「日本
犬にぴったり合う食事」を、全国の“和のワンちゃん達”にお届けできればと思っています。

こころ Now!
When she was
        a pu�y...

犬心 JAPANESE DOGS

KOKORO
やんちゃで天真爛漫、人懐っこい性格、抜群の身体能力

柴犬をはじめとする「日本犬」は、生まれ持った食性・栄養特性が「洋犬」と全く
異なります。日本犬本来のたくましさ・愛らしさを引き立たせるために、この食性
を知ることが大切です。世界で初めて、弊社研究により明らかになった日本犬の
食性。まずは、その背景から見ていきましょう！

洋犬との違いとは？

PROFILE
[ 柴犬・メス 3歳 ]

「日本犬」の独自食性をひも解く特
集

柴犬・秋田犬・紀州犬・甲斐犬・北海道犬・
四国犬・狆（チン）・日本スピッツ・土佐犬・
屋久島犬・日本テリア・川上犬

対象
犬種

愛犬 こころの食事
研究から

犬心
JAPANESE DOGSStory

JAPANESE DOGS 3つの特徴生まれ持った
食性に対応

1.3kg/袋

動物性食品が苦手 炭水化物・
食物繊維が得意

日本犬は、牛肉・乳製品をほとんど利用
できません。豚肉もあまり得意ではなく、
鶏肉・大豆食品などが適したタンパク
源です。また、脂肪量が多くなるとお腹を
壊しやすいです。この点は、江戸時代まで
の日本食を反映した特性と考えられます。

穀物・イモ類などが合うことも日本犬
ならではの特性です。炭水化物をしっ
かり消化し、エネルギーに変えること
が出来ると共に、長い腸が食物繊維
への耐性を高めています。

まず、免疫素材として「冬虫夏草」と
いう和漢キノコが適していることが
弊社研究で判明しました。また、「乳
酸菌スポロゲネス」「ビフィズス菌イン
ファンティス」「酪酸菌」の3種善玉菌
が日本犬に共通して不足しやすいこ
ともわかっています。これら免疫と腸
内細菌バランスも、食事でコントロー
ルできる要素です。

免疫＆腸内細菌
バランスの共通ポイント

食性

01
食性

02
食性

03

洋犬の

1.4倍

日本犬の食性キーワードは「雑食性」。洋犬と比べて、
動物性食品が苦手な傾向です。その一方で、
炭水化物・食物繊維をうまく利用する
ことができ、穀物・イモ類などは

比較的適しています。

日本犬のルーツをたどると、縄文時代には既に日本
人のパートナーであったことがわかっています。
つまり、日本人と長年共生し、独自の進化を遂
げた犬種達であり、古代からの「和の食
生活＝雑食」に適応したと考え

られます。

日本犬は、同じ体格の洋犬に比べて「約1.4倍長い
腸」を持っています。私たち日本人も、雑食性に
適応するために欧米人と比べて長い腸を
持っていますが、日本犬も同じ

特徴を備えています。

日本犬と洋犬の違いは、食性・栄養特性だけでは
ありません。「免疫機能」や「腸内細菌バラ
ンス」の違いも、弊社研究でわかっ

てきたポイントです。

ぴったり合う

鶏肉・魚・馬肉・
大豆食品

タンパク質
ブレンド 低脂肪

特徴 01 特徴 02 特徴 03

食物繊維
穀物・イモ類など
炭水化物

バランス最適化

冬虫夏草
免疫素材 不足傾向

3種善玉菌

日本犬に適した

高 配 合



数年前から腎臓ケアのための高脂肪のドライフード
を食べていましたが、ある日、膵臓のトラブルを
発症し、その入院中に平衡感覚や足が麻痺して起き
上がれない状態になりました。 病院で懸命に治療
していただいたおかげでなんとか退院できました
が、再発させないためにこれまでの高脂肪のフード
以外のものを食べることになり、なかなか食べた
がるフードが見つからず途方に暮れていたときに、
検索で低たんぱくバランスの存在を知りました。 
送っていただいたサンプルを食べさせると、思いの
ほか食いつきがよく、慌てて通常の量をお願いしま

した。急なお願いにもかかわらず、迅速にご対応
くださりとても助かりました。始めはドライのまま
試し、少し水を加えたり色々してみましたが、半分
くらい砕いて水で和えた状態が我が家の犬には一番
ハマり、食欲が戻りました。食欲が戻るとともに、
体力も回復してきたのか、本人 ( 犬 )が勝手にリハ
ビリをし始め、発病後約 2か月で、よろけながらも
自力で立って動き回れる状態をキープ出来ています。 
両方がケアされたフードを探すのは難しいといわ
れる病気を抱えつつも、また喜んで食べてくれる
フードが見つかって、本当に感謝しています。

ワトソンくん

両方がケアされたフードを探すのは難しいといわれる病気を抱えつつも、
また喜んで食べてくれるフードが見つかって、本当に感謝しています

(神奈川県 M.T. 様 )

犬心  低たんぱくバランス

(  MIX  )

(  ミニチュアダックスフント )

繁殖引退犬で、保護時は様々なトラブルがありボロ
ボロの状態。引き取ってからはストレスからなのか
1ヶ月に1回は消化器トラブルがありました。病院
でもらう薬も効かずネットで調べまくってこちらの
犬心さんを発見し、これでもうダメなら絶望的…と
思い気合いを入れて購入しました。 そしたらなんと
もう3ヶ月も良い状態をキープ出来ています！ 感動
です！！ 乳癌はもう手術して再発もしていませんが、

念の為に元気キープも一緒に食べさせています。 
毎日本当に元気に過ごしてくれるようになって
嬉しい限りで…犬心さんを発見した自分を褒めたい
のと（笑）、このような素晴らしいドッグフードを
作ってくださる犬心さんに感謝をしたいです。本当に
ありがとうございました m(_ _)m これからもよろ
しくお願いします！

あんずちゃん

毎日本当に元気に過ごしてくれるようになって嬉しい限りで …
(大阪府 A.I.様 )

犬心  消化器ケア

お客様の声

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。

2年前、愛息あずきがお水を1日1リットル以上ガブ
ガブと飲み、そうかと思えばジャージャーとおしっこ
シートに間に合わないくらいおしっこを所かまわず
漏らすようになり、これはおかしいと思い病院へ。
肝臓が悪いのかも…としばらく服薬し、それでも
血液検査の数値が変わり映えしないので半日つぶ
れる検査を受け、副腎のトラブルと診断されまし
た。私はショックで病院で人目も憚らず号泣しま
した。「もしかしたらあと 2年の寿命かも…」と
医師にいわれ、自分が何をこの子にしてあげられ

るのか。と考えて、やはり体内から改善、食事だっ！
と思ってネットで探して、いきついたのが犬心 糖&脂
コントロールでした。どう注文をすれば良いのかわか
らなくてお電話をし、担当の女性の方に優しくお話し
していただきホッとしました。それからは安心して犬
心のご飯をお湯でふやかして、あずきにあげています。
しっかりと食べてくれます。おかげさまで良い状態
がキープできており、元気に過ごしています。余命
2年か、といわれましたが、来年も再来年も側にいて
くれると信じています。ありがとうございます。

体内から改善、食事だっ！と、いきついたのが犬心でした
(大阪府 Y.K. 様 )

犬心 糖&脂コントロール

あずきくん
(  ビションフリーゼ  ) (  フレンチブルドッグ   )

応募
方法

表紙お写真募集
KOKORO  NEWS

New Color

Customer’s
     V�ce

フレンチブルドックのもりおに令和 3 年 5 月、脳
トラブルが見つかりました。余命は数日かもしれ
ないが、3ヶ月くらい、どんなに長くても半年と宣告
されました。手の施しようはありませんと言われ
ました。ネットで見つけた「犬心」を早速注文して、
まずは食事を変えました。３ヶ月後の８月に１０才
の誕生日を迎えることができ、６ヶ月を乗り越えて、
クリスマス、お正月も迎えることができました。

寝たきりも長かったのですが、先生にはいつも
奇跡だと言われていました。私も限りなく愛情
を注ぎましだが、彼の生命は令和４年２月１３日
に尽きました。最後の日の朝もフードを注入する
と、上手に飲み込むことができました。
「犬心」さんのフードに出会えてもりおも私も幸せ
な時間を延ばすことができたのだと思っています。
本当にありがとうございました。

もりおも私も幸せな時間を延ばすことができたのだと思っています
(岡山県 Y.M. 様 )

犬心 元気キープ

もりおくん


