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サプリとも違う!! コンプリメントという新発想！  

体のバランスを司る腸内細菌叢のバランスを改善 

～タフロックのメカニズム（例タフロック GI）～ 

不要な物を吸着して排泄させるだけ！なので、与えすぎても危険がなく、安心して腸内細

菌叢のバランスが調整できる 



 

タフロックの秘密 



注意１）容器を必ず良く振って

からご利用下さい 

注意 2）凍結しないように保管

して下さい。 

 

生後 6 カ月未満の幼駒や老齢馬のために 

フォール・プラス 

1ℓ \8,500 (税込￥９１８０) 

カルシウム吸収とコラーゲンの生成 

健康な骨格筋、消化吸収に 

フォール・プラスに含まれる 3 次元多孔性構造の火山ミネラル

には食物に含まれる重金属、毒素や病原ウイルスを吸着する

働きが有ります。吸着された危険物は自然に排泄されます。 

フォール・プラスは亜鉛やカルシウム等のミネラルも含まれて

いますので老馬の健康な関節のために利用することも出来ま

す。 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF タフロック HD 

利用方法 

フォール・プラスは液状で容易に日々使用

することが出来ます。 

自然ミネラルの為、仔馬は自然にフォール・

プラスを気に入り食するようになります。シ

リンジや注入器で口へ直接与える方法が無

駄なく効率的に利用できます。 

♢生後 6時間後 １０ｍｌ 

♢生後 1日より 7日まで １０ｍｌ/日 

♢生後 7日以上の場合は 

 体重１０ｋｇにつき １ｍｌを 2回/日 

♢高齢馬の場合は２０ｍｌを朝夕 2回/日 

実績は？ 特徴は？ 

フォール・プラスはオーストラリア

や日本の有名サラブレッド生産・

育成牧場で利用されてきまし

た。成長した若駒はセリで良い

結果を残しています 

フォール・プラスは天然１００％製品

であり薬品、化学製剤、バクテリア

や酵素及び重金属は一切含まれて

いません。動物性のグルコサミンや

コンドロイチン、抽出油や昆虫の分

泌物も一切含まれていません。アレ

ルギーや副作用を心配することなく

安心して利用できます。 

～豪州の大地が生んだゼオライトの進化系～ 



 

 

未熟？高齢？年齢であきらめないで!! 

・基礎代謝をしっかりさせたい 

・発育が普通より遅い 

・頻繁に下痢をする 

 
健康な体を維持したい、正常な発育を促したい、そう願わない人はいないのではないでしょうか？ 

それには基礎代謝がきちんとしなければならないのは言うまでもありませんが、それにはどうしたらよ

いのでしょう？ 

 健康な体、正常な基礎代謝に腸内フローラ（腸内細菌叢・マクロバイオーム）が密接に関係しているこ

とが最近知られるようになりました。 

 動物（例：哺乳類）は離乳期を過ぎ青年期になると健康な個体では、腸内の善玉菌と悪玉菌のバランス

が保たれ、安定した栄養の消化吸収が行われ基礎代謝もしっかりしています。このような時期は抵抗力や

免疫力も比較的高く、いわゆる体の丈夫な時期を過ごします。 

ところが生まれて間もない出生期や老年期はどうでしょう？ 

生まれて間もない時期の腸内はバランスが不安定で、当然のことながら免疫力も低いです。馬の場合で

言えば、生後に母馬の糞を食べて母馬の免疫をもらうのは有名です。そうしなければ抵抗力が得られない

程、未熟な訳です。白痢と呼ばれる下痢に感染しやすいのも仔馬の時期が殆どです。また、老齢期になる

と、やはり年齢からくる衰えで腸内のバランスは崩れていきます。当然、栄養の消化吸収効率は低下する

一方ですし、下痢も起こりやすくなります。 

これまでにも腸内細菌を改善しようという試みはされてきました。ヨーグルト等の乳製品の摂取によ

り、善玉菌を体内に取り込んでバランスを改善しようというのは代表的な例ではないでしょうか？体に必

要な善玉を取り込む飼料添加剤も多く存在します。しかしながら、腸内環境は苛酷で同じ環境というのは

２人と存在しないとさえいわれています。他の動物由来の腸内菌では生きて腸に届いたとしてもその環境

に適応し悪玉と戦うのは非常に酷なことです。 

そこで、新たに考えられているのが活性炭やゼオライト（人工的に合成されることもあるが、天然の鉱

物）の吸着力を用いて悪玉菌を便とともに体外に排泄させる方法です。体内から悪玉菌が減少すれば、微

弱な善玉菌であっても充分に機能を発揮できるからです。これまで活性炭やゼオライトは吸着力が安定せ

ず、吸着する物質との相性もまちまちという課題もありました。しかしながら、単に不要な物質を体外に

排泄させるだけという安全性は大きな魅力です。今後、良いものを摂取するだけでなく、不要な物質を排

泄させることが脚光を浴びる時代が来るのかもしれません。 

＜コラム＞ 



タフロック G.I.  

1ℓ \12,000 (税込￥12,960)  

4ℓ \42,000 (税込￥45,360) 

健康な消化や代謝、発育の維持に 

タフロック G.I.に含まれるオーストラリア・ピンク凝灰岩には放射性金

属元素や有害重金属の固定をする働きが有ると言われているアル

ミノ・ケイ塩酸（モンモリナイトという層状構造）を多く含んでいます。 

タフロック G.I.は健康な消化吸収を維持する為の製品として開発され

ました。抗潰瘍剤を多用している競走馬業界での実績を誇ります 

 

食欲と健康な消化吸収のために 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF タフロック HD 

競走馬理化学研究所 

禁止薬物検査 

合格品 

利用方法 ストレスで胃潰瘍？ アレルギーや副作用は？ 

タフロック G.I.は液状で容易に日々使用す

ることが出来ます。 

よく容器を振ってからご使用下さい。EJF と

併用することを推奨します。 

餌に混ぜて与えることも出来ますが、シリ

ンジや注入器などで、餌の 30分くらい前に

口へ直接与える方法が効率的です。 

♢競走馬 ５０ｍｌ/日 

♢若駒(明け２歳) GI25ｍｌ/日 + EJF40ｇ/日 

♢高齢馬・繁殖馬 ５０ｍｌ/日 

 

♢高齢馬の場合は２０ｍｌを朝夕 2回/日 

JRA競走馬総合研究所が96年に行

った調査では、日本の競走馬の８

４．５％が胃潰瘍という数字が出て

います。この数字は欧米でもほぼ同

じとのことです。原因トレーニングや

輸送、環境そして胃の形状に起因す

ると一般的に言われています。 

タフロック G.I.は天然１００％製品で

あり薬品、化学製剤、バクテリアや

酵素及び重金属は一切含まれてい

ません。動物性のグルコサミンやコ

ンドロイチン、抽出油や昆虫の分泌

物も一切含まれていません。アレル

ギーや副作用を心配することなく安

心して利用できます。 

～従来のコンディショナープラスが更に進化～ 



 

 

馬を飼えば誰もが悩む！あなたは大丈夫？ 

馬を飼っていれば誰もが 1度や 2度は上記のような問題に悩んだことがあるのではないでしょうか？ 

原因は何でしょうか？ストレスや疲労？胃酸の過剰？等など色々考えることが出来ます。馬を飼って

いく上で、環境や運動の工夫でストレスや疲労を軽減することは出来ますが、全くない状態にするとい

うのは無理な話ではないでしょうか？だからこそ悩むところなのです。 

ところで、なぜ疲労やストレスが溜まると体調に異変が起こるのでしょうか？ 

その要因の一つに腸内細菌叢（マクロバイオーム）の変化があると考えられます。あまり聞きなれな

い言葉ですが、要するに体内に住んでいる微生物の生態系のようなものだと考えると理解しやすいかと

思います。膨大な数の細菌が動物の体内には棲んでいて中には体に有害な菌も存在するものの、その菌

を捕食？する菌もいたりしてバランスが保たれ、動物の細胞とやり取りすることで正常な生理機能がコ

ントロールされているのだと言います。この腸内細菌叢などの構成パターンは個体によって千差万別

で、１人として同じものはないと言われています。体に個体差があるのもそのためかも知れません。 

非常に微妙なバランスで成り立っている腸内細菌叢がストレスや疲労、病気や治療のための投薬によ

ってバランスに変化が起こった時、抵抗力が奪われたり、体調に異変が起こりやすくなるのです。 

人の世界でも細菌の状態が、健康にとどまらず心や精神の状態にも影響を与えているらしいことが、

わかってきています。 

健全な体をつくる為には、腸内細菌叢を健全にするのが近道かもしれません。 

 

＜コラム＞ 



タフロック EJF  

2.5ｋｇ \14,000 (税込￥15,120)     

５ｋｇ   \22,000 (税込￥23,760)     

幼駒の健康な骨や関節の成長 

蹄の健康、関節を酷使する競技馬の脚腰 

高齢馬のアクティブな馬ライフの維持に 

EJF は競技馬用飼料添加製品です。タフロック社が世界で初めて３次元

と 3 次元構造を持つユニークな豪州の火山岩ミネラルを活性化し競技馬

用に仕上げた製品です。ミネラルが馬体の健康な基礎代謝やグルコサミ

ンの生成を維持します。 

 

アクティブな動きを求める蹄や関節に 

合格品 

禁止薬物検査 

競走馬理化学研究所 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック G.I. フォール・プラス タフロック HD 

利用方法 

タフロック EJFは 1日 1回約７５ｇを飼料に

混ぜて与えるか、そのまま与えて下さい。 

♢競走馬 1 回７５ｇｌ/日(目安体重４７０ｋｇ) 

適用：1 歳未満の若駒から高齢馬まで 

G.I.やフォールプラスを併用することで効果

的に利用することが出来ます。 

注１）凍結しないように保管して下さい。 

注２）開封後は湿気を吸収しない様に保管

して下さい。 

注３）容器の蓋はパチンと音が出るまで必

ず四隅を押して外気が入らないように蓋を

して下さい。 

実績は？ 

EJFは 2008 年に開発され 2年間改

良を重ね 2010 年 6 月より豪州で正

式出荷開始されました。開始直後よ

り豪州国内有数の生産牧場で着実

な販売実績を上げています。 

特徴は？ 

１． 嗜好性が良い 

２． 少量与えるだけ 

３． 簡単で手間いらず 

付属のカップ1杯で約75g(180cc) 

～健康な蹄や関節の成長と維持～ 



 

 

万全のつもりが・・・関節の意外な盲点？ 

・様々な関節系サプリを試したが効果がいまひとつ 

・関節を形成する軟骨面だけでなく靭帯や周囲の 

腱にも心配 

・関節用飼料製品の安全面が心配 

 競走や競技を続けている馬にとって、関節の問題は決して無くなることの無い問題なの

ではないでしょうか？ 勿論、現役の競走・競技世代だけでなく育成段階や老齢馬にとって

も関節が健康であることは重要です。 

 このことは何も馬に限った話ではなく人間社会においても、グルコサミンやコンドロイ

チン、MSMといった成分を含んだ製品のテレビ CMもたくさん放映され、ビタミンやアミ

ノ酸と同様に、誰もが聞いたことのある単語になっているのではないでしょうか？それだ

け関節面の軟骨形成成分として重要だということがわかります。 

 しかしながら、これらの製品を実際に購入し使ってみたら「あれっ？」「あまり効果が無

いぞ？」ということも珍しくありません。実際にこれらの成分が入っていない悪質な製品は

最近ではあまり見かけなくなりましたが、「よく効いた」という人と、そうでない人との個

体差があるのは事実です。 

 それでは何故？この個体差が起こるのでしょう？ 

 その要因の一つに胃腸での分解と消化吸収の能力の問題があります。いくらコンドロイ

チンやグルコサミンと言えども、口から食べて胃に入れば、他の食物同様に胃腸で分解、消

化吸収されます。本来であれば、あえてグルコサミンやコンドロイチンを直接食べなくて

も、普通の食事の中から他の栄養素とともに分解・吸収されながら生成されるものです。 

体に本来の分解・吸収・生成の機能を発揮させることこそが、実は重要だったのです。 

このことは関節軟骨だけの問題ではなく、腱や靭帯を形成するコラーゲンにも当てはま

ります。また、他の動物由来の成分に頼れば分解や吸収も容易ではなく、原材料となる動物

によっては一昔前に問題となった牛の肉骨粉による BSEのような病気も怖いです。 

 やはり体が本来の機能を持つことに敵うものはありません。疲労・病気・年齢等様々な要

因で体の機能は低下しがちですが、分解・吸収力が本来の働きをしていれば、色々な飼料製

品も効率よく使うことが出来るようになり、コストパフォーマンスまで良い個体になるこ

とが出来るかもしれません。 

＜コラム＞ 



タフロック H.D.  

1.8kg  \4,700  (税込￥5,076)       

8kg   \14,000 (税込￥15,120) 

18kg  \26,000 (税込￥28,080)2017年春頃発売開始      

健康な脚・腰・皮膚・筋肉に 

タフロック H.D.はオーストラリア原産の火山岩ミネラルクレイです。このユ

ニークな火山ミネラルクレイは馬体の健康維持をサポートします。2006 年

に発売を開始し以来、世界中の多くの有名厩舎やトレーナーで利用され

続けているタフロックのベストセラー製品です。 

 

 

脚部や馬体の冷却と皮膚のお手入れに 

競走馬理化学研究所 

禁止薬物検査 

合格品 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF フォール・プラス タフロック G.I. 

利用方法 

利用者のアイディアによりいろいろ適用で

きます。 

１． 利用前に手やヘラで掻き回しなめら

かにして下さい。 

２． 適量を手やヘラで抄い利用します。 

３． 利用後は水分が蒸発しない様、蓋を

きちんとして下さい。 

４． 水分が蒸発してしまった場合はほん

の少量きれいな水を垂らして下さい。 

５． 凍結しないように保管して下さい。 

簡単に利用できますか？ 

粘土状でヘラや手で適量を抄い利

用できます。また、衣類やラグに付

着しても染みになりません。水で簡

単に洗い流せます。 

天然１００％製品であり薬品、化学

製剤、バクテリアや酵素及び重金属

は一切含まれていません。動物性

のグルコサミンやコンドロイチン、抽

出油や昆虫の分泌物も一切含まれ

ていません。アレルギーや副作用を

心配することなく安心して利用でき

ます。 

アレルギーや副作用は？ 

～薬品を使用しない１００％天然の製品～ 



 

 

冷却用クレイでの こんな不安ありませんか？ 

・ 傷や皮膚炎に塗って悪化しないかどうか心配 

・ 眼に入ってしまった際、痛がって擦りつけて 

しまい怪我をするのが怖い 

・ クレイを舐めたり、食べてしまっても大丈夫？ 

最近では、冷却を目的とした湿布のような製品が珍しいものではなくなり、各メーカーが競うよう

に多くの製品を生産するようになりました。 

そこには当然のことながら、冷却をしたいという需要があるからこそ多くの製品が生まれているの

ですが、反面上記のような心配も増えています。冷却効果を出すためや皮膚に浸透させるため、ある

いは製造コストを抑えるための添加材や薬品を含んだ製品が多いですから、当然の心配といえます。 

体のどこかに不要な熱を持つ、腫れるといった状況になれば治療したいと思うのは当然のことで、

治療の為に必要な薬を探し、患部に使用するということは今も昔も誰もが行う当たり前の行為です。 

ところで、現代のように薬が発展していなかった時代には、どのように対処していたのでしょうか？ 

傷ついた野生動物が温泉で傷を癒す姿は、現代でも見かけることは出来ますが、その昔「戦で傷を

負った武将が、温泉に入って傷を癒した」という言い伝えは日本各地の温泉地に残っていたりもしま

す。その土地の泉質によって火傷や皮膚病に良いと伝えられる温泉も存在します。薬の無い時代に結

果を残してきたからこそ、現代でも湯治の為に温泉を訪れる人が多くいるのです。その他にも美肌を

目的に温泉に入る人も多いですし、実際に温泉に行ってみると泉質によって様々な効果効能が謳われ

ています。この地球の大地の下の深いところで活動しているマグマが土地に含まれる鉱物や地下水源

と合わさって、色んな恩恵をもたらしてくれます。温泉にばかりふれてしまいましたが、野草や普通

の食材にも体の調子を整えるものも多く存在します。自然の力は侮れません。 

ついつい便利なものに頼りたくなるものですが、もう一度、大自然の持つ力に目を向けてみるのも

良いのかもしれません。 

＜コラム＞ 



 

エクエストリアン 

EQUESTRIAN 

２０ｋｇ/袋 \3,800 (税込￥4140) 

 

エクエストリアンはエレクトロライト（電解質）、微量元素ミネラル

を含みトウモロコシや米等の堅い穀粒は含まない栄養バラン

スのとれたペレット化飼料です。このペレット飼料は「発熱」や

「消化器系の問題」を招くと言われている堅い穀粒（特に燕麦）

を一切含みません。 

 

オーストラリアの最先端の低粒飼料のパイオニアとして競技馬

の為に製品化しました。バランスの良い飼いは普段の落着きを

維持しライダーに自信と結果を与えます。 

 

理想の栄養バランスと消化吸収を両立 
～オールインワンの馬用飼料ペレット～ 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF タフロック HD タフロック GI フォールプラス 

馬場競技馬が必要とするミネラルと栄養を補給する為に毎日最小 2.5Kg のエクエストリアンと切乾草

（みじん切りにした乾燥ナガハグサ又はクローバー又はルーサン）と Hay（乾燥されたライムギ又はアル

ファルファ）を与えて下さい。エクエストリアンはエレクトロライト（電解質）、微量元素、ミネラル、小麦ブラ

ン・ポラードから作られています。 

 

利用方法例：馬場馬術馬、障害馬術競技馬、総合馬術馬、競走馬 

 

エクエストリアン ２－６Ｋｇ 

乾草（乾燥されたライムギ又

はアルファルファ）と切乾草

（みじん切りにした乾燥ナガ

ハグサ又はクローバー又は

ルーサン） 計３－４Ｋｇ 

* 馬体重により必要量を 

調整して下さい。 

 



 

使い方いろいろ！ アイディア次第で広がる活用法 !! 

★運動量の多い日！いつもの飼葉に追加して 

週末の練習馬、競技前の競技馬、追い切りやレース時の競走馬等、 

普段よりも栄養が多く必要な場合に・・・ 

普段の 

運動量 

普段の 

運動量 

普段の 

飼い葉 

普段の 

飼い葉 

増えた 

運動量 

エクエス

トリアン 

飼い付けの不安ありませんか？ 

・飼い葉を増やしたいが、増やした際の疝痛が心配 

・栄養の良いものを与えたいが、馬がイライラしないか？心配 

・現在の飼い葉が理想的な栄養バランスなのか？心配 

★手間がかからない！牧草とエクエストリアンだけで 

複雑な配合を考えたり、複数の飼料を混ぜたりする手間も時間もかからない 

人手不足でも、飼い付初心者でも簡単で安全に飼い付けしたい 

イネ科の牧草 

チモシー、イタリアン等 
１ｋｇ 

マメ科の牧草 

ルーサン、ヘイキューブ等 
１ｋｇ 

エクエストリアン １ｋｇ 

例） 体重５００ｋｇ乗用馬 

飼い葉の回数、1日 3回 

日量：イネ科牧草３ｋｇ 

    マメ科牧草３ｋｇ 

    エクエストリアン３ｋｇの場合 

これを 1日 3回 

※上記の例のマメ科の牧草にはヘイキューブも記載しておりますが、なるべくヘイキューブ以外の牧草を推奨します 



 

しなやかな筋肉と理想のトップラインを目指して 
～従来の飼い葉にプラスアルファ！ ワンランク上の馬用飼料ペレット～ 

トップアップ 

TOP UP 

２０ｋｇ/袋 \7,500 (税込￥8100) 

 

天然の米糠油の優れた点を活かし、高嗜好性、高品質のユニークな馬用飼料

補助製品です。 

TOP UPは、消化性の良いクール油脂や高品質のタンパクを含んだ成分を配合

し除脂肪筋肉や理想のトップラインを目指します。 

また、その働きの一つとして筋肉力維持が証明されている米糠油も配合された

製品で、更に、ビタミンEも添加され、酸化防止効果の増大も図られています。 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF タフロック GI フォールプラス タフロック HD 

＜利用方法＞ 

幼馬（離乳後）   ５００ｇ/日      

成馬（通常時）  １ｋｇ/日 

幼馬（明け 2 歳）１～２ｋｇ/日    

成馬（体重増強） ２ｋｇ/日 

※通常の飼い葉に添加して与えて下さい 

可消化エネルギー４０６０Kcal、祖タンパク１３％、リジン 0.7％ 

カルシウム 2.2%、リン 1.2%、塩 5g、マグネシウム 0.3%、 

鉄 160mg/kg、亜鉛 140mg/kg、銅 15mg/kg、マンガン 190mg、 

セレニウム 1mg、ビタミンＡ8000IU、ビタミンＥ650mg、 

ビタミン D３ 2000IU、ビタミンＢ２ 4mg、ビタミンＢ３ 60mg、 

ビタミンＢ５ 5mg、ビタミンＫ３ 1mg、葉酸 1mg、でんぷん 14.5%、 

脂肪 20%、繊維 9% 

 

利用対象例：競走馬、育成馬、馬場馬術馬、障害馬術競技馬、総合馬術馬 

 



 

競走馬や競技馬に必要なエネルギーをバランス良く配合 

スウィートフィード No.４ 

SWEETEFEED No.4 

２０ｋｇ/袋 \4,500 (税込￥4,860) 

 

スウィート・フィード No4 は、えん麦を含まない競走馬や競技馬

の為に作られた配合飼料です。 競走馬や競技馬に必要とされ

る全てのミネラル、ビタミン、ビタミン E、電解質、鉄、油、タンパ

ク質、およびエネルギーを含んでいます。 

更に自然のセレニウムも添加されています。 

併用すると 

良 い 製 品 

タフロック EJF タフロック GI フォールプラス タフロック HD 

利用対象例：競走馬、馬場馬術馬、障害馬術競技馬、総合馬術馬 

 

使用量の目安 

 

競走馬・競技馬 

３～７ｋｇ／日 

 

育成馬 

３～５ｋｇ／日 

 

※チャフや牧草と一緒

に与えてください。 



 

 愛犬にもタフロック！  ～犬用製品のご案内～ 

愛犬の健康なお腹と皮膚のメンテナンス 

タフロック K9 G I (ｹｰﾅｲﾝｼﾞｰｱｲ) 

５００ｍｌ \6,000（税込\6480） 

３００ｍｌ \4,500（税込\4860） 

タフロック火山石ミネラルと水から作られた 100%オーガニック製品 

タフロック ケーナイン ジーアイはオーストラリアの３億年前の天然

火山石から作られた 100%オーガニックの犬用ミネラル製品です。 

このタフロックの火山ミネラルはマイクロバイオーム（細菌叢）のバ

ランス維持をサポートします。バランスの良い腸内細菌叢環境は

消化吸収や 皮膚の健康維持に重要と言われています 

ミネラルの過剰摂取やアレルギーが心配です？  

K9 G.I.の火山石ミネラルは非吸収構造の為、腸管内で ほとんど吸収する事が出来ません。吸収されずに便と 

一緒に安全に排出されます 

高齢犬や幼犬でも 

利用できますか？ 

添加物など一切含まれていません 

ので体力や抵抗力の弱い高齢犬 

や幼犬でも安心して利用できます。 

朝と夕方のご飯に混ぜていつも 

の様に与 えてください 

手作りのご飯に混ぜ 

て利用できますか？ 

 K9 G.I.は液状で無味無臭に近いた

めどの様なご飯に混ぜてもわんちゃ

んはいつもの様に食べてくれます。 

液状ですので容易にご飯へ混ぜる

事ができます 

どのくらいの間利用す 

れば良いのですか？ 

個体差が有りますので少なくとも

皮膚が入れ替わる約 21 日以上

をお奨めします。 

３ヶ月間ぐらい様子を見る感じで

気長に取り組んで下さい。 



 

 愛犬にもタフロック！  ～犬用製品のご案内～ 

愛犬の健康で綺麗な目の周囲を目指して 

タフロック K9 C E (ｹｰﾅｲﾝｼｰｲｰ) 

３００ｍｌ \4,400（税込\4752） 

タフロック火山石ミネラルと水から作られた 100%オーガニック製品 

タフロック ケーナイン シーイーはオーストラリアの３億年前の天然

火山石から作られた 100%オーガニックの犬用ミネラル製品です。 

このタフロックの火山ミネラルはマイクロバイオーム（細菌叢）のバ

ランス 維持をサポートします。健常な免疫・代謝機能は健康で澄

んだ目と毛艶の維持に重要です 

K９CEは K9GI同様に非吸収構造の為、腸管内でほとんど吸収する事が出来ません

ので、吸収されずに便と一緒に安全に排出されます。ミネラルの過剰摂取やアレル

ギーの心配なくご利用いただけます。 

K9 G.I.の火山石ミネラルは非吸収構造の為、腸管内で ほとんど吸収する事が出来ません。吸収されずに便と 

一緒に安全に排出されます 高齢犬や幼犬でも 

利用できますか？ 

添加物など一切含まれていません 

ので体力や抵抗力の弱い高齢犬 

や幼犬でも安心して利用できます。 

朝と夕方のご飯に混ぜていつも 

の様に与 えてください 

手作りのご飯に混ぜ 

て利用できますか？ 

 K9 CE.は液状で無味無臭に近いた

めどの様なご飯に混ぜてもわんちゃ

んはいつもの様に食べてくれます。 

液状ですので容易にご飯へ混ぜる

事ができます 

どのくらいの間利用す 

れば良いのですか？ 

個体差が有りますので３週間以

上利用して様子 を見て下さい。

目や毛づやの健康維持のため、 

長期にわたり利用される事をお

勧めします。 



 

 愛犬にもタフロック！  ～犬用製品のご案内～ 

愛犬の健康な皮膚と綺麗な毛並みの為に 

タフロック K9 MUD (ｹｰﾅｲﾝﾏｯﾄﾞ) 

６００ｇ  \3,800 （税込\4104） 

１． ８ｋｇ  \5,700 （税込\6156） 

８ｋｇ     \16,000（税込\17280） 

タフロック火山石ミネラルと水から作られた 100%オーガニック製品 

タフロックケーナインマッドはオーストラリアの３億年前の天然火山石と

清水から作られた 100%オーガニックの犬用泥パック製品です。     

このタフロックの火山ミネラルはマイクロバイオーム（細菌叢）のバランス

維持をサポートします。バランスの良い細菌叢環境は皮膚や被毛 の健

康維持に重要と言われています 

衣服やタオルに付いた場合のシミになりますか？  

この製品の火山石ミネラルは最小 20 ミクロン程度の大きさですので衣服 やタオルに付着してもシミになる事

は有りません。K9 MUDがタオル等に 付着した場合、水ですすぎするだけで簡単に洗い流す事ができます 

高齢犬や幼犬でも 

利用できますか？ 

化学薬品や沈殿泥、精油など一切含

まれていま せん。食べても安全なオ

ーガニック 100%の材料 で作られて

いますので安心して泥パックとして 

利用出来ます。 

泥パックとして全身 

に使用出来ますか？ 

食べても安全なオーガニック 100%

の材料で作 られています。口に入

ったりなめたりしても安 全ですので

全身の泥パックとして安心して利用 

できます。 

どのくらい放置して  

おけば良いですか？ 

塗布後、3-5分程度パックした

ままで放置して下さい。 

ラップやレインコートは特に必

要有りません 



 

 愛犬にもタフロック！  ～犬用製品のご案内～ 

愛犬の健康な関節とアクティブな動きを求めて 

タフロック K9 JF (ｹｰﾅｲﾝｼﾞｪｲｴﾌ) 

５００ｇ  \7,500 （税込\8100） 

 

 

タフロック火山石ミネラルと水から作られた 100%オーガニック製品 

タフロック ケーナイン ジェーエフはオーストラリアの３億年前の天然 

火山石と小麦ブラン/ポラードから作られた犬用ミネラル製品です。  

このタフロックの火山ミネラルはマイクロバイオーム（細菌叢）のバランス

維持や基礎代謝機能維持をサポートします。 この基礎代謝機能は愛

犬の健康な関節と筋肉の維持に重要です。 

 

ミネラルの過剰摂取やアレルギーが心配です？ 

 K9 J.F.の火山石ミネラルは非吸収構造の為、腸管内でほとんど吸収する事が出来ませんが小麦ブラン/ポラード（ふ

すま）が含まれていますので小麦アレルギーの場合は利用を控えるか又は専門家の指示に従い利用して下さい。 

高齢犬や幼犬でも 

利用できますか？ 

 防腐剤など一切含まれていません

ので体力や抵抗力の弱い高齢犬や

幼犬でも安心して利用できます。 

 朝や夕方のご飯に混ぜていつもの

様に与 えてください 

手作りのご飯に混ぜ 

て利用できますか？ 

 K9 J.F.はパンくず状で「ふりかけ」

の様に餌の上からふりかけて簡単に

混ぜて与える事ができます。 

ふりかけの要領で簡単にご飯へまぜ

て与えて下さい。 

どのくらいの間利用す

れば良いのですか？ 

個体差が有りますので３週間以

上利用して様子を見て下さい。

関節や筋肉の健康維持の為、長 

期にわたり利用される事をお勧

めします。 

ご利用方法：ご飯にまぜて利用 

種類    小型犬   中型犬   大型犬 

目安分量   ５ｇ/回   ７ｇ/回   10ｇ/回 

頻度／日   1～2回   1～2回   1～2回 



 

 ウサギ用製品のご案内 

ウサギの健康なお腹と皮膚のために 

タフロックラビットコンディショナー 

５００ｇ  \7,500 （税込\8100） 

 

 

タフロック火山石ミネラルと水から作られた 100%オーガニック製品 

✦タフロック・ラビット・コンディショナーは、オーストラリアで産出される３億年前の天然火山石ミネラル

粉末とオーストラリア産の良質小麦ブラン/ポラードから作られたウサギ用ミネラル製品です。 

✦ウサギは、終生完全草食動物と言われ、繊維質を消化する為に、咀嚼し発酵吸収と食糞と言う二

重消化機能をもちます。何れも腸内細菌叢が繊維質の分解、発酵を行い消化吸収を助けています。 

✦消化管機能が低下すると被毛や食物を消化管内に停滞させ消化管 うっ滞（毛球症）の原因、毒素

や有害ガスの発生につながります 

タフロック・ラビット・コンディショナーは、パン屑状のため、直接与えることも、餌に混ぜて与えることもできます。    

この製品に含まれている火山石ミネラルは無臭に近く、他方、小麦ブラン/ポラードは、自然な小麦の香りを 

保持するため、匂いに敏感な子でも無理なく与えることができます。 

✦タフロックの火山ミネラルは、マイクロバイオーム（腸内細菌叢）のバランス維持をサポートしま

す。バランスの良い腸内細菌叢環境は、健康なウサギの腸管機能維持に大変重要と言われてい

ます。 

✦タフロックの火山ミネラルは、腸内で吸収する事ができない非吸収構造を持ち体外に自然に排

泄されます。したがいカルシウム等のミネラルの過剰摂取を心配せずに利用することができます。 

✦タフロック・ラビット・コンディショナーには、防腐剤や添加物など一切含まれていませんので高齢

ウサギでも安心して利用することができます 

ご利用方法：ご飯にまぜて利用 

体重    1kg以下   2～4ｋｇ   5kg以上 

目安分量   ５ｇ/回   ７ｇ/回   10ｇ/回 

頻度／日   1～2回   1～2回   1～2回 

小さじ一杯 

約 5g 

小さじ山盛り１杯 

約 7g 

 



 

ウサギは食べ物の好き嫌いが多いのが当たり前？ 

ウサギを飼育されている方なら、誰でもウサギに食べ物の好き嫌いが多いという話は耳にされたこと

があると思います。もはやそれが常識と思っている方も多いのではないでしょうか？ 

勿論、なんでもよく食べるウサギもいるのですが、確かにある一つの味の食べ物しか食べないという

話はよく聞きます。それと並んで「うちのウサギは食が細くて・・・」なんて話もこれまた多く耳にします。 

グルメで食べ物にうるさい！確かにそういうウサギもたくさんいますが、本当にすべてのウサギがグ

ルメなのでしょうか？ 

実は食が細かったり、口にする食べ物が限られていたり、こんな場合「胃腸に問題を抱えている」とい

うと少し大袈裟ですが、胃腸が弱いという可能性もあるのではないでしょうか？人間でいう胃もたれや

胸やけを想像すると何となくわかる気がしますが、食べたくないけど食べなきゃ死んじゃうから・・・仕方

ないからせめて好きな味の食べ物を・・・とウサギは思っているのかもしれません。 

その好きな味の食べ物が栄養バランスの良いものならいいのですが、そうでなかったら困りもので

す。人間の子供なら、好きなファーストフードやお菓子だけを食べて、ちゃんとした食事をとらなかった

ら、食生活の改善が必要なのはあきらかです。 

栄養のバランスを無視して「食べるから・・・」といって偏った食生活にならないよう注意は必要です。

そして、ウサギの飼い主にとってはうっ滞も非常に怖いものではないでしょうか？日頃からバランスの良

い食事と胃腸を健全にしておくことはウサギだけでなく我々人間にも必要なことなのかもしれません。 

 

 

＜コラム＞ 

ラビットペレットでウサギの手作りおやつ  推奨：生後 6か月～ 

用意するもの： タフロックラビットペレット．   野菜→大根の葉・小松菜・人参・ブロッコリー・ 

セロリの葉・大根菜など (人参は糖分が高いので少量で)  果物→リンゴ・パパイヤ・パイナップル等 

（果物は１００％のリンゴやパイン、人参ジュースで代用も OK。缶詰は NG） 

① ラビットペレットの粉を粉末状にする為に、ミキサーやすり鉢などで細かな粉末状にします。 

② 野菜や果物をミキサーに入れて①と混ぜます。 

すり鉢がなければ、おろしがねで擦っても okです。 

混ぜた時の水分量は握ってみて水分が滴り落ちない位にします。 

※ペレットに 100%のジュースに浸して柔らかくして作っても okです。 

③  クッキングシートを用意して、その上にうさぎさんが数口 

で食べきれる大きさにしていきます。 

④   クッキングペーパーを敷いて冷蔵庫で乾燥させたら「クッキーの出来上がり」 

  



◆ウサギの繁殖や授乳、成長のための栄養バランスを考慮した栄養ペレットです  

◆ペットとして飼われているウサギに最適です  

◆食欲をそそる新鮮なオーストラリア産ルーサンと栄養価の高い穀物類をバランス良く配合  

◆関節や健康な消化吸収を維持するために重要な TuffRock のオーストラリア 

火山石ミネラルやビタミンなど配合  

◆IS09001 規格 HACCP(総合衛生管理製造過程承認制度)の認証を取得  

している工場で生産されているため、安心して与えることが出来ます。 

 

 

 ウサギ用製品のご案内 

ウサギのためのメンテナンスフード 

タフロックラビットペレット 

３ｋｇ/袋 ￥３，０００（税込￥３，２４０）   

２０ｋｇ/ ￥１６，０００（税込￥１７，２８０ 

 

 

ルーサンを主体としたラビットフードにタフロック GIを配合しました 

利 用 方 法 

ウサギの餌は、徐々に変える事が大切です。 

突然の給餌内容を変えるのは避けましょう。ラビット・ペレットの給与は、７～１０日ぐらい掛け徐々に変

えて下さい。また新鮮な乾草や切り乾草などと共に給餌するのも大切です。  

  

嗜好性の高いルーサン使用 

内容成分 

小麦、カノーラ粉、ふすま、大豆皮  

ルーサン・ミール、炭酸カルシウム、塩  

塩化コリン、メチオニン、ビタミン E、  

リン酸カルシウム、防腐剤、賦形剤 

成分分析 

粗タンパク 16.5%、粗脂肪 3%、粗繊維 21% 

塩 0.3%、銅 8mg/kg、セレニウム 0.1mg/kg 

カルシウム 1.0%、リン 0.7%、ビタミン A  

12,000IU/kg、ビタミン D3,500IU/kg、  

ビタミン E150mg/kg 

成長期のウサギ 

離乳前２週間ぐらいから 

給与を初めて下さい。 

その後は、食欲に応じて

給与して下さい。  

 

  

妊娠中のウサギ 

飼料摂取量は妊娠中に増加 

します。  

１日１羽辺り 160グラムまで 

供給することができます。 

授乳/繁殖のウサギ 

授乳の場合は、おおよそ 350gm 程度を

目安として食欲に応じて給与。 

その他、アダルト、中高齢ウサギは、１日 100gm 

ぐらいを目安として食欲 

に応じて給与して下さい。 

 



 

～よくある質問～ 

Q１．保存はどのようにしたらよいですか？ 

A１．容器のキャップをしっかり締めて下さい。 

温度は常温がお勧めです。ある程度の暑さは問題ありませんが、凍結させてしまうと 

粒子の構造が壊れてしまいますので、冷凍庫や冬季の屋外での保管はお控え下さい。 

Q２．原材料や成分は何ですか？ 

A１．オーストラリアのピンク凝灰岩（火山岩です） 

この岩は天然のナトリウムやアルミノ珪酸塩、微量のリンやカリウムやその他のミネ

ラルで出来ています。このミネラルは体に吸収されず自然に排泄されます 

Q３．どのようにして製品ごとに違いを出しているのですか？ 

A３．ひとつの原料から異なる形状の粒子が出来るからです。 

同一の原材料からいくつもの形状の 

孔を持つ粒子が出来ます 

だから成分は全て同じ!! 

 粒子 A    粒子 B    粒子 C     粒子 D    粒子 E 

これらの粒子の組み合わせで、異なる酵素を刺激したり細菌を吸着させたりして各製品の用途に合

わせた成果が出せるよう工夫しています  

例えば・・・粒子 A と B と Cで「GI」を  粒子 C と Eで「EJF」を 粒子 D と Eで「HD」を作る 

といったイメージですが実際にはもっと多くの粒子や組み合わせが複雑に構成されています。 

更に各粒子にマイナスイオンをチャージしたり、一部の製品には小麦ポラード等を添加して製品化しています。 

Q４．獣医師から薬を処方されています。併用しても大丈夫ですか？ 

A４．併用しても体に害になることはありませんが、薬の成分をタフロックが吸着・排泄させて

しまう可能性があります。同時に胃や腸に入らないように併用する場合には時間差を設

けて与えて下さい。（例：薬が夜 1回の場合にはタフロックを朝や昼に与える） 


