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２０１４年２月２１日 

日清ペットフード ドッグフード１２品目、キャットフード１６品目を新発売 

～業界初の飼い主にとっての価値にも配慮したペットフードを新発売～ 

日清製粉グループの日清ペットフード株式会社（社長：増井 隆夫）は、           

ドッグフードの新製品２品目・リニューアル品１０品目と、キャットフードの新製品

８品目・リニューアル品８品目の合計２８品目を本年３月１日（土）から順次、全国

で新発売します。（各製品の発売日は２頁目の一覧表をご参照ください。） 

■飼育環境の変化により顕在化してきた新たなニーズに対応 

近年の犬の飼育構成を見ると、体重５ｋｇ以下の超小型犬の飼育率が全体の４割 

近くまで達しています（※１）。一方、猫は、純血化が年々進行しています（※２）。

大半が室内飼育である超小型犬や猫の純血種の増加により、ペットの室内飼育率は 

今後も伸長することが予測されます。 

このような飼育環境の変化の進行により、飼い主がペットフードに対しても高い 

関心を求める傾向が見られ、“飼い主のライフスタイルや志向にも配慮した     

ペットフード”という新たなニーズが生まれてきています。 

当社ではこのニーズを捉え、業界で初めて、“オーナーケア”という考え方を      

取り入れた新シリーズ「ファインアロマプラス」をドッグフードとキャットフードに  

投入します。ペットはもちろんのこと、ペットフードを与える飼い主のニーズに着目

して、ペットフードの匂い、ペットの美容、パッケージの使いやすさにもこだわり   

ました。 

※１…２０１２年は３９．５％（ペットフード協会調べ） 

※２…２０１２年は１９．５％が純血（ペットフード協会調べ） 

■成長カテゴリーへの進出とグルメカテゴリーの強化 

猫用のレトルト市場は伸長しており、中でもスープタイプがその伸びを牽引して 

います（※３）。この成長カテゴリーに、嗜好性の高さが好評の「懐石」ブランドから

猫が好きな素材をこだわりのスープで調理したスープレトルトを投入します。 

さらに、グルメカテゴリーの強化として、ドッグフードの「いぬのしあわせ      

贅沢ブレンド」、「同 ジューシーキューブ」、キャットフードの「懐石デリシオーレ」、

「懐石ｚｅｐｐｉｎ」を、おいしさや製品特長がより飼い主に伝わりやすい        

パッケージにリニューアルします。 

※３…２０１２年の市場規模は前年比１３９％で約３３億円（当社調べ） 

製品に関するお問合せ先 

日清ペットフード㈱お客様相談室 電話０１２０－２２－１１２４ 

この件に関する報道関係者の方々のお問合せ先 

株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 西室・堀野 

東京都千代田区神田錦町１－２５ 電話０３－５２８２－６６５０ 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
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■新製品・リニューアル品一覧表 

新製品／ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 
製品名 内容量 

希望小売価格

（税抜） 

プッチーヌ ファインアロマプラス  【３月１７日（月）発売】 

新製品 プッチーヌ ファインアロマプラス イベリコ豚のグリル風味 ２００ｇ ６３０円 

新製品  同 合鴨肉の炭火焼風味 ２００ｇ ６３０円 

懐石 ファインアロマプラス 【３月１７日（月）発売】 

新製品 懐石 ファインアロマプラス 

  イベリコ豚とシーフードの炭火焼ＢＢＱ風味 
２００ｇ ６３０円 

新製品 同 サーモン入りパエリア風味 ２００ｇ ６３０円 

懐石 贅の滴 【４月１日（火）発売】 

新製品 懐石 贅の滴 お魚フレーク ささみ＆味わいしらす添え ４０ｇ ９８円 

新製品 同 お魚フレーク ささみ＆香り立つおかか添え ４０ｇ ９８円 

新製品 同 お魚フレーク ささみ＆やわらかカニカマ添え ４０ｇ ９８円 

新製品 同 お魚フレーク 色鮮やかなサーモン添え ４０ｇ ９８円 

新製品 同 ササミフレーク 香り立つおかか添え ４０ｇ ９８円 

新製品 同 ササミフレーク 色鮮やかなサーモン添え ４０ｇ ９８円 

懐石デリシオーレ 【３月１日（土）発売】 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 懐石デリシオーレ ＲＯＳＡ ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ＢＩＡＮＣＯ ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ＣＥＬＥＳＴＥ ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ＢＲＩＬＬＩＯ ２５０ｇ ６３０円 

懐石ｚｅｐｐｉｎ 【３月１日（土）発売】 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 懐石ｚｅｐｐｉｎ 香ばしかつお節練り込み粒入り しらすを添えて ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 香ばしかつお節練り込み粒入り 貝柱を添えて ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 香ばしまぐろ節練り込み粒入り 本枯れ節を添えて ２５０ｇ ６３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 香ばしまぐろ節練り込み粒入り 合鴨うすぎりを添えて ２５０ｇ ６３０円 

いぬのしあわせ ジューシーキューブ 【３月１日（土）発売】 

ﾘﾆｭｰｱﾙ いぬのしあわせ ジューシーキューブ 小型犬 

  １歳～６歳までの成犬用（半生タイプ） 
３００ｇ ５７０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳からの高齢犬用（半生タイプ） ３００ｇ ５７０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳からの高齢犬用（半生タイプ） ３００ｇ ５７０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １歳～６歳までの成犬用（半生タイプ） ６００ｇ ９５０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳からの高齢犬用（半生タイプ） ６００ｇ ９５０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳からの高齢犬用（半生タイプ） ６００ｇ ９５０円 

いぬのしあわせ 贅沢ブレンド 【３月１日（土）発売】 

ﾘﾆｭｰｱﾙ いぬのしあわせ 贅沢ブレンド 小型犬  

１歳～６歳までの成犬用 
４００ｇ ５７０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳からの高齢犬用 ４００ｇ ５７０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １歳～６歳までの成犬用 ８００ｇ ９５０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳からの高齢犬用 ８００ｇ ９５０円 

※新製品の概要は次頁以降をご参照ください。 
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ファインアロマプラス シリーズ 

 

業界初！ペットだけでなく飼い主のことも考えたペットフード 

“オーナーケア”という新しいニーズに対応した「ファインアロマプラス」 

 

「ファインアロマプラス」は、業界で初めて、ペットだけでなく飼い主のライフス

タイルや志向にも配慮して開発したペットフードです。ペットだけでなく、飼い主も        

おいしそうと感じる香りを付加したほか、ペットの美容のケアにも配慮しました。  

さらに、内袋にジッパー付きスタンディングパウチを採用するなど、使いやすさも  

追求しました。超小型犬専用ドッグフードの「プッチーヌ」ブランドと、キャット      

フードの「懐石」ブランドから各２品ずつを新発売します。 

ペットの室内飼育化の進行により、ペットと飼い主の距離が近くなることで、    

ペットフードは飼い主にとって身近なものとなっています。当社の調査では、   

ペットフードのにおいが気になる飼い主は、犬で５１％、猫で４８％と約半数に上る

ことが分かりました。飼い主へも配慮する“オーナーケア”というこれまでの     

ペットフードにない新しい付加価値をつけることで、新しいカテゴリーの創出を実現

します。 

 

■おいしく・美しく・使いやすく 

＜製品特長（共通）＞ 

・ペットの食欲をそそるだけでなく、飼い主もおいしそうと感じる本格料理の香り 

・こだわりの食材をトッピング 

・食物繊維を配合して体重維持に配慮 

・歯磨き粒を配合し、かむことで歯垢の蓄積を抑制し口臭を低減 

・微粉砕原料を使用することで、消化吸収を高め、排泄物を低減 

・オリゴ糖配合により腸内の善玉菌が増加し、排泄物のいやな臭いを低減 

・いつでも作りたての風味を味わえる５０ｇの少量包装（脱酸素剤入り） 

・保存性に優れたジッパー付きのスタンディングパウチを採用 

 

新製品「プッチーヌ ファインアロマプラス イベリコ豚のグリル風味」 

希望小売価格（税抜）：６３０円、内容量：２００ｇ 

・おいしさ香るイベリコ豚のグリル風味 

・イベリコ豚をトッピング 

・米胚芽油を配合し、健康で美しい皮膚・被毛を維持 
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新製品「プッチーヌ ファインアロマプラス 合鴨肉の炭火焼風味」 

希望小売価格（税抜）：６３０円、内容量：２００ｇ 

・おいしさ香る合鴨肉の炭火焼風味 

・合鴨肉をトッピング 

・米胚芽油を配合し、健康で美しい皮膚・被毛を維持 

 

 

 

 

 

新製品「懐石 ファインアロマプラス イベリコ豚とシーフードの炭火焼ＢＢＱ風味」 

希望小売価格（税抜）：６３０円、内容量：２００ｇ 

・おいしさ香るイベリコ豚とシーフードの炭火焼ＢＢＱ風味 

・イベリコ豚をトッピング 

・米胚芽油とフィッシュオイルを配合し、健康で美しい皮膚・ 

被毛を維持 

 

 

 

 

新製品「懐石 ファインアロマプラス サーモン入りパエリア風味」 

希望小売価格（税抜）：６３０円、内容量：２００ｇ 

・おいしさ香るパエリア風味 

・サーモンをトッピング 

・米胚芽油とフィッシュオイルを配合し、健康で美しい皮膚・ 

被毛を維持 
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懐石 贅の滴 

 

「懐石」ブランドにスープレトルトが新登場 

贅沢なおもてなし「贅の滴（ぜいのしずく）」新発売 

 

「贅の滴」は、贅沢な素材の旨みを生かして丁寧に作り上げたスープタイプの    

レトルトキャットフードです。魚フレークをメインとした４品と、ササミフレークを

メインとした２品の、合計６品を新発売します。 

ペットフード市場全体の売り上げが微減傾向にある中、猫用のレトルト市場は伸長

しており、中でもスープタイプがその伸びを牽引しています（※）。グルメブランド

として認知の高い「懐石」ブランドからこの成長カテゴリーに新商品を投入すること

で、キャットフード全体の底上げを図ります。 

※２０１２年の市場規模は前年比１３９％で約３３億円（当社調べ） 

 

■贅沢素材の旨みを生かし、贅沢素材をトッピング 

新製品「懐石 贅の滴 お魚フレーク ささみ＆味わいしらす添え」 

新製品「同 お魚フレーク ささみ＆香り立つおかか添え」 

新製品「同 お魚フレーク ささみ＆やわらかカニカマ添え」 

新製品「同 お魚フレーク 色鮮やかなサーモン添え」 

新製品「同 ササミフレーク 香り立つおかか添え」 

新製品「同 ササミフレーク 色鮮やかなサーモン添え」 

希望小売価格（税抜）：各９８円、内容量：各４０ｇ 

・猫が好きな素材を使用し、その旨みを生かしてていねいに作り上げたスープタイプ

のレトルトフード 

・食べきりにちょうど良い４０ｇサイズ 

・高級感、贅沢感、グルメ感があふれるパッケージデザイン 
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懐石デリシオーレ ／ 懐石ｚｅｐｐｉｎ 

 

他にはないおいしさの理由をパッケージで訴求 

「懐石デリシオーレ」と「懐石ｚｅｐｐｉｎ」をパッケージリニューアル 

 

「懐石デリシオーレ」は、４つの旨みを重ねたカリカリ食感の４層の           

“グルメボール”が特長のキャットフードです。「懐石ｚｅｐｐｉｎ」は、香り       

豊かなかつお節やまぐろ節を練り込んだ香ばしかつお節・まぐろ節練り込み粒が    

特長で、高級なトッピングが魅力のキャットフードです。ともに他にはない当社独自

開発の粒による嗜好性の高さが好評ですが、このたびその特長がより伝わりやすい     

パッケージデザインにリニューアルします。 

 

■独自製法の“４層のグルメボール”による他にはないおいしさ 

＜製品特長（共通）＞ 

・独自製法の“４層のグルメボール”による、４つの旨みが重なったカリカリ食感の

キャットフードに、こだわりのトッピング 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「懐石デリシオーレ ＲＯＳＡ」 

希望小売価格（税抜）：各６３０円、内容量：各２５０ｇ 

・焙煎玄米にタラ、かつお節、チダイの旨みの層を重ねた 

“グルメボール” 

・シュリンプをトッピング 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 ＢＩＡＮＣＯ」 

希望小売価格（税抜）：各６３０円、内容量：各２５０ｇ 

・焙煎玄米にホタテ、かつお節、サケの旨みの層を重ねた 

“グルメボール”  

・チーズをトッピング 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 ＣＥＬＥＳＴＥ」 

希望小売価格（税抜）：各６３０円、内容量：各２５０ｇ 

・焙煎玄米にロブスター、チキン、まぐろ節の旨みの層を重ねた 

“グルメボール”  

・アンチョビをトッピング 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 ＢＲＩＬＬＩＯ」 

希望小売価格（税抜）：各６３０円、内容量：各２５０ｇ 

・焙煎玄米にかに、チキン、まぐろ節の旨みの層を重ねた 

“グルメボール” 

・イベリコ豚チップをトッピング 
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■独自製法の香ばしかつお節・まぐろ節練り込み粒による他にはないおいしさ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「懐石ｚｅｐｐｉｎ 香ばしかつお節練り込み粒入り しらすを添えて」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 香ばしかつお節練り込み粒入り 貝柱を添えて」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 香ばしまぐろ節練り込み粒入り 本枯れ節を添えて」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 香ばしまぐろ節練り込み粒入り 合鴨うすぎりを添えて」 

希望小売価格（税抜）：各６３０円、内容量：各２５０ｇ 

・香り豊かなかつお節やまぐろ節をていねいに練り込んだ独自製法の

“香ばしかつお節・まぐろ節練り込み粒” 

・本枯れ節や合鴨うすぎりなどの贅沢素材をトッピング 
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いぬのしあわせ ジューシーキューブ ／ いぬのしあわせ 贅沢ブレンド 

 

２種類の味で愛犬も満足 

「いぬのしあわせ ジューシーキューブ」と「同 贅沢ブレンド」を 

パッケージリニューアル 

 

 

２種類の味で飽きないおいしさの小型犬用セミモイストタイプドッグフード   

「いぬのしあわせ ジューシーキューブ」と、同じくドライタイプドッグフード「同 

贅沢ブレンド」は、おいしさや製品特長がより伝わりやすいパッケージデザインに 

リニューアルします。 

１袋で２種類のグルメフードをお楽しみいただけることを分かりやすく伝える  

ため、“２つのレシピ”というコピーを大きく配するとともに、お皿に盛り付け      

られたフードの写真を大きくすることで、製品特長の更なる訴求を図ります。 

 

■２種類の味で愛犬も満足のクオリティをパッケージで訴求 

＜製品特長（共通）＞ 

・２つの味の組み合わせで飽きないおいしさ 

・ジッパー付き小分けパックで、使いやすい設計 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「いぬのしあわせ ジューシーキューブ 小型犬  

１歳～６歳までの成犬用（半生タイプ）」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 ７歳からの高齢犬用（半生タイプ）」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 １１歳からの高齢犬用（半生タイプ）」 

希望小売価格（税抜）：各５７０円、内容量：各３００ｇ 

希望小売価格（税抜）：各９５０円、内容量：各６００ｇ 

・グルメな小型犬も食べやすいしっとりセミモイスト粒を採用 

・内容量３００ｇと６００ｇの２つのサイズをラインアップ 

 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「いぬのしあわせ 贅沢ブレンド 小型犬 

１歳～６歳までの成犬用」 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「同 ７歳からの高齢犬用」 

希望小売価格（税抜）：各５７０円、内容量：各４００ｇ 

希望小売価格（税抜）：各９５０円、内容量：各８００ｇ 

・グルメな小型犬も食べやすい小粒を採用 

・内容量４００ｇと８００ｇの２つのサイズをラインアップ 

 

 

以上 


