
 

  

CotoRiku 
ペットのための無添加おや

 

「ひょうご二ホンジ

カ」をメインに地産

地消、無農薬・省農

薬・有機のこだわり

素 材 を 使 用 。    

シニアやアレルギー

の あ る 犬 た ち を  

サポートするおや

つ、躾やトレーニン

グ に 使 い や す い  

おやつを無添加で

手作りしています。 

 



CotoRiku（ことりく）では、天然・安全・国産素材

にこだわり、犬に優しく健康的なおやつだけを作って

います。保存料、香料、見た目をよくするものなど、

不要なものは一切加えていません。 

鹿を使ったおやつは「ひょうごニホンジカ」のみを100％

使用しています。手作業で各部位を切り出し、できる

だけ栄養素が壊れないように低温でゆっくり乾燥して

います。白っぽい粉のように見えるものがありますが

ミネラル分の結晶、黒い粉は血液ですので品質に問題

はございません。天然の物を使っておりますので、季

節や個体差によりサイズや色にばらつきがあります。 

 

「ひょうご二ホンジカ」とは… 

自然豊かな兵庫県で獲れ「ひょうご二ホンジカ活用ガ

イドライン」に沿って専用施設で衛生的に処理された、

安心＆安全な鹿肉です。 

レストラン等でジビエ料理に利用されています。 

鹿肉は高タンパク低脂肪で、他の肉類にはほとんど含

まれていない DHA（ドコサヘキサエン酸）やビタミン・

ミネラルが多く、必須脂肪酸、オメガ 3、オメガ 6、  

オメガ 9 などの不飽和脂肪酸、アセチルカルニチン、

鉄など、人や犬に必要な栄養素がたいへん豊富です。 

 

鹿肉をもっと身近に… 

鹿肉は殆どの犬がアレルギー反応を示さないお肉です。 

更に、野生動物ですので抗生物質やホルモン剤などの

心配もなく、犬の必要な栄養がバランスよく含まれて



おり、病気予防や体質改善などが期待できるお肉です。

東洋医学では「同物同治」という、体に不調が出た時

に同じ部位を薬膳に用い回復を図る考えがあります。 

また肉食動物は、仕留めた獲物の内臓を真っ先に食し

ます。それだけ栄養価が高く、体に必要だと本能が求

めている物なのですが、においが独特。 

独特なにおいが苦手な方も手軽にご利用頂けるように

CotoRikuでは４種の内臓ジャーキーを揃えましたので

パートナーの体調に適した部位をお選びいただけます。 

自然の恵みを余すとこなく活かし、嗜好性・栄養価が

高い「ひょうご二ホンジカ」を大切なパートナーの  

食育・療養に是非ご活用ください。 

 

《エナジープラス》 

 
低カロリーで高たんぱく栄養豊富な「ひょうご二ホ

ンジカ」の肉と内臓を何も引かずにミンチし、蒸か

したさつまいもを丸ごと足して、「牡蠣エキスパウダ

ー」、「モリンガ葉パウダー」、「オリーブ葉パウダ

ー」、「沖縄の海塩・ぬちまーす」を加えた総合栄養



補助食品です。 

肉の酸性を中和するためさつまいもを加え、体調不良

やアレルギー、シニア犬にも安心して与えられるトッ

ピングフードにしました。 

解毒作用を高め、老化防止と免疫力アップを促せるよ

う天然素材のみを用いて、亜鉛、タウリン、グリコー

ゲン、ポリフェノール、各種アミノ酸、各種ビタミン、

各種ミネラルをプラスしています。 

「ひょうご二ホンジカ」 

必須脂肪酸、オメガ 3、オメガ 6、オメガ 9などの不

飽和脂肪酸、アセチルカルニチン、鉄など犬に必要な

栄養が豊富なのに、低脂肪で高たんぱく質。 

また、野生であるため成長ホルモン剤や農薬の心配が

なく、低アレルゲンで犬には最適な肉。 

「さつまいも（国産有機栽培）」 

胃の粘膜を保護したり、腸の動きを促進したりする 

働きがある。抗酸化作用があるビタミン C、ビタミン

Ｅ、βカロテンや、酵素の働きを助けるモリブデンも

多く含まれている。 

「牡蠣エキスパウダー（国産）」 

牡蠣の主要成分を濃縮率５倍にし、乾燥させグリコー

ゲンを加えたパウダー。不飽和脂肪酸（オメガ3.6.9）

～ 原材料 ～ 

ひょうご二ホンジカ(肉、肝臓、肺、腎臓、心臓)、     

有機さつまいも、有機モリンガ葉パウダー、省農薬

オリーブ葉パウダー、牡蠣エキスパウダー、沖縄の

海塩ぬちまーす 



が多く含まれ、タウリン、ビタミン、ミネラルが豊富。 

「モリンガ葉パウダー（国産・有機栽培）」 

亜熱帯の国々では「奇跡の木」と呼ばれるメディカル

ハーブ。アミノ酸・ビタミン・ポリフェノールなど 90

種類以上の栄養素の中に、抗酸化物質が多く含まれて

おり、デトックスやアンチエイジングも期待できる。 

「オリーブ葉パウダー（静岡産・省農薬栽培）」 

地中海沿岸地域では、古来よりメディカルハーブとし

て日々の生活に取り入れられている。赤ワインや緑茶

より多く含まれるオレウロペインを始め、抗酸化作用

や抗菌・抗ウイルス作用、免疫力を高める成分が多い。 

「沖縄の海塩 ぬちまーす」 

一般的な食塩に比べ塩分が 25％低く、海洋成分が  

豊富な沖縄の海塩。 

ミネラルが 21種類も含まれており、腎臓でナトリウ

ムを排出するカリウムやマグネシウムも豊富。 

 

～ こんな時にエナジープラス ～ 

① 豊富なビタミン・ミネラルで、健康を維持し免疫力

を高めてやりたい 

② タウリンやミネラルにより排出機能を改善し、解毒

力を高めてやりたい 

③ 野性味あふれる匂いで、食欲不振の時や嗅覚が衰え

てきたシニアの食欲を増したい 

④ ミネラルの増強や高品質のタンパク質で、シニアの

衰えやすい筋肉や活力を維持してやりたい 

⑤ 好ましくない状態やアレルギーなどの改善に向けて

配慮してやりたい 



⑥ 「手作り食」のミネラルやビタミン不足の補助に 

安心できるサプリメントを探している 

～ 与え方 ～ 

① 毎日の食事に混ぜたり、そのままおやつとして与え

てください。 

② 基本的には、総食事量の 10％が目安です。 

エナジープラスと同量分のフードを減らすなどして、

肥満に気を付けてあげてください。 

③ 体調によっては量を増やしてあげてください。 

※ぬるま湯に浸すとドライフードよりも早く柔らかく

なります。浸したままにしますと血液や栄養成分が

溶け出し漬け汁が赤くなります。品質に問題はあり

ませんし、栄養豊富ですので汁ごと与えてください。 

 

 

《鹿肉ジャーキー》 

 
鹿肉の脂肪や筋を丁寧に切り取りスライス、乾燥した

ジャーキー。高品質のタンパク質ですので、健康志向

のおやつとして。また噛み応えもあるため、ストレス

解消のおやつとしてもおすすめです。  



《トリーツ》 

 
ジャーキーと同じ鹿肉を小さく切り出し乾燥しまた。

しつけのご褒美用に。また、スープの出汁として食欲

を促すことができますので、病気や老化で食欲が低下

したパートナーにもご利用いただけます。 

 

《ハート・ジャーキー》 

 

鹿の心臓は、鉄分が豊富で造血を助ける働きもあり、

カロリーと脂肪分が少ないため体重が気になるパート

ナー、コレステロールや中性脂肪が高いパートナーに

もおすすめです。 



《レバー・ジャーキー》 

 

鹿の肝臓は、ビタミンＡ・Ｂや鉄分が多く含まれま

す。独特の風味と味が食欲を高めます。 

貧血に悩まされているパートナーおすすめです。 

注意：長期の過剰摂取は中毒の心配があります。 

 

《キドニー・ジャーキー》 

 

腎臓は、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、ビ

タミン B12、葉酸、パントテン酸、鉄、銅などビタミ

ンやミネラルが豊富に含まれています。腎臓に問題を

抱えたパートナーにもおすすめです。 



《ラング・ジャーキー》 

 

鹿の肺はタンパク質とミネラルが多く、空気を多く含

み軽い食感でダイエット志向に。ミネラルも多いため

活発な運動をするパートナーにもおすすめです。 

 

《ジャーキー・バラエティーパック》 

 
鹿肉、レバー、ハート、ラング、キドニーのジャーキ

ー５種が入ったお楽しみパック。 

全種類を少しずつお試しいただけるパックです。 

鹿肉や内臓のジャーキーが初めての方やプレゼントに

おすすめです。 



《鹿肉スティック》 

 
鹿肉と有機さつまいもを丸ごとミンチにしてスティッ

ク状に仕上げました。好きなサイズに折りやすく、 

ご褒美やトレーニング時のトリーツにおすすめです。 

 

《ラングスティック》 

 
鹿の肺と有機さつまいもを丸ごとミンチにしてスティ

ック状に仕上げました。好きなサイズに折りやすく、

ご褒美やトレーニング時のトリーツにおすすめです。 

 

～原材料～ 

ひょうご二ホ

ンジカ肺、有

機さつまいも 

～原材料～ 

ひょうご二ホ

ンジカ肉、有機

さつまいも 



《熊本馬のアキレス》 

熊本県産馬のアキレス腱。安心してご利用ください。 

せんべいとハーフ以外は 30cmくらいの長さです。 

 

 
                 

 
 

 

アキレス腱の皮を薄く

広げ乾燥させました。

噛む力が弱くなったシ

ニアでもカミカミを楽

しめます。 

15ｃｍくらいでやや細

身ですが、しっかりと

した噛み応えがありま

す。 

*せんべい* 

*ハーフ* 

薄くて細身です。 

最後を丸のみしても胃

に負担がかかりにくい

です。 

*スリム* 



 

 

 

 

 

  

太い物と、うすめで幅

広の物とが混在し、少

し曲がった物もありま

す。十分な噛み応えが

あります。 

しっかりとした厚みと

太さがあります。 

たまに縮んで丸くなっ

た物もあります。 

アキレス腱の太い部

分をそのまま時間をか

けて乾燥しまた。 

大型犬におすすめで

す。 

*レギュラー* 

*ビッグ* 

*ワイルド* 



《 野菜クッキー 》 

*モリンガ＆さつまいも* 

 

モリンガ葉は栄養素が豊富で、抗酸化物質や病気の

予防、免疫機能を促す栄養成分も多い。さつまいも

は食物繊維やビタミン C、モリデブンが豊富。 

*オリーブ＆かぼちゃ* 

 
オリーブ葉の成分は高い抗酸化作用、免疫機能向上

が認められ、抗細菌性にも期待大。かぼちゃはβカ

ロチン・ビタミン類、食物繊維が豊富。 

～原材料～ 

有機さつまいも、

有機りんご、無農

薬米粉、有機モリ

ンガ葉パウダー、

オリーブ油 

～原材料～ 

国産かぼちゃ、有

機にんじん、無農

薬米粉、省農薬オ

リーブ葉パウダ

ー、オリーブ油 



Cotoriku 商品一覧 

  

商品名 内容量 価格 

ジャーキー/トリーツ・Ｓ 30ｇ 700 円 

ジャーキー/トリーツ・Ｍ 75ｇ 1,500 円 

ジャーキー/トリーツ・Ｌ 150ｇ 2,700 円 

ハート・Ｓ 30ｇ 600 円 

ハート・Ｍ 75ｇ 1,350 円 

ハート・Ｌ 150ｇ 2,550 円 

レバー/キドニー・Ｓ 30ｇ 500 円 

レバー/キドニー・Ｍ 75ｇ 1,200 円 

レバー/キドニー・Ｌ 150ｇ 2,250 円 

ラング・Ｓ 20ｇ 450 円 

ラング・Ｍ 40ｇ 870 円 

ラング・Ｌ 65ｇ 1,390 円 

バラエティーパック・Ｓ 30ｇ 600 円 

バラエティーパック・Ｍ 75ｇ 1,350 円 

バラエティーパック・Ｌ 150ｇ 2,550 円 

エナジープラス・Ｓ 30ｇ 600 円 

エナジープラス・Ｍ 75ｇ 1,350 円 

エナジープラス・Ｌ 150ｇ 2,500 円 

エナジープラス・ＬＬ 500ｇ 7,000 円 

エナジープラス・1ｋｇ 500ｇ×2 12,000 円 

（税別） 



 

鹿肉スティック・Ｓ 30ｇ 500 円 

鹿肉スティック・Ｍ 75ｇ 1,120 円 

鹿肉スティック・Ｌ 150ｇ 1,950 円 

ラングスティック・Ｓ 30ｇ 450 円 

ラングスティック・Ｍ 75ｇ 980 円 

ラングスティック・Ｌ 150ｇ 1,750 円 

アキレス せんべい・Ｓ 30ｇ 600 円 

アキレス せんべい・Ｌ 90ｇ 1,700 円 

アキレス ハーフ・Ｓ 50ｇ 850 円 

アキレス ハーフ・Ｌ 150ｇ 2,480 円 

アキレス スリム・Ｓ 100ｇ 1,800 円 

アキレス スリム・Ｌ 200ｇ 3,100 円 

アキレス レギュラー・Ｓ 100ｇ 1,600 円 

アキレス レギュラー・Ｌ 300ｇ 4,800 円 

アキレス ビッグ・Ｓ 100ｇ 1,600 円 

アキレス ビッグ・Ｌ 300ｇ 4,800 円 

野菜クッキー・Ｓ 30ｇ 520 円 

野菜クッキー・Ｍ 75ｇ 960 円 

野菜クッキー・Ⅼ 150ｇ 1,800 円 

   

   



ご利用ガイド 

～ご注文方法～ 
 ショップ Instagram・・・＠cotoriku2020 

 メール・・・・ご注文：order@cotoriku.jp 

お問合せ：info@cotoriku.jp 

 電 話・・・・080-3840-5106 

※リクコトパパのインスタＤＭ(@mtachi)でも 

受け付けております。 

 

～お支払い方法～ 

 ゆうちょ銀行振込み（後払い） 

・ゆうちょ銀行から…【記号】14320 

【番号】96988291 

・他金融機関から…【店名】四三八(ヨンサンハチ) 

【預金種目】貯蓄預金 【口座番号】9698829 

 

～送料・配送～ 

 実費となります。 

 ヤマト運輸・佐川急便にて発送します。 

 

～返品・交換～ 

 ご購入した商品がお客様のお手元に届いてから 

７日間以内にご連絡いただきましたら、返品・ 

交換の対応をさせていただいております。 

 万一お手元に届いた時に、破損や汚損、不良品、

ご注文内容と異なる等がありましたら速やかに 

対応いたします。まずはご一報ください。 

mailto:order@cotoriku.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CotoRiku 
 

 
 

 

 

 

 

ペットのための無添加おやつ 

株式会社ことりく 

〒673-1301 

兵庫県加東市黒谷 1197-474 

☎ 080-3840-5106 

202302 


