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２０１４年２月２１日 

日清ペットフード プレミアムペットフード「ジェーピースタイル」に 

ドッグフード１５品目とキャットフード４品目を新発売 

～離乳食や幼犬用、“スープタイプ”、複数飼育向けの“大容量タイプ”等を投入～ 

 

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、国内製造

のプレミアムペットフード「ジェーピースタイル」より、ドックフードの新製品     

１５品目と、キャットフードの新製品４品目の合計１９品目を本年３月１日（土）   

から全国で新発売します。 

 

■離乳～幼齢期飼育に対応したラインアップを強化し、全年齢帯をカバー 

近年、体重５ｋｇ以下の超小型犬の飼育率が増加していることから、超小型犬の  

幼齢期の成長段階に合った給餌・栄養設計を考慮した離乳食「幼犬用離乳食」と     

幼犬用ドライフード「離乳期～１歳未満の幼犬用」を新たにラインアップします。   

ジェーピースタイル初の離乳食である「幼犬用離乳食」は、温湯に混ぜることで     

柔らかさを調整しやすい粉末タイプを採用し、与えやすさと切り替えやすさを重視  

した設計にしました。「離乳期～１歳未満の幼犬用」は食べやすい薄型粒で、お湯や

水にふやかしやすく、離乳食からの切り替えにも適した設計です。今回の離乳期～  

幼犬期のラインアップ追加により、「ジェーピースタイル」は離乳期からハイシニア

までの全年齢帯に対応可能となります。キャットフードでも、今回「幼猫用離乳食」

を追加することで、既に発売済みの「離乳期～１歳未満の幼猫用」と合わせ、同様に

全年齢帯への対応が可能となります。 

 

■“レトルトパックスープタイプ”や、“ドライフード大容量タイプ”を追加 

嗜好性にこだわり、ドライフードにトッピングを行う飼い主が増えていることから、

ドライフードに混ぜやすいスープタイプのレトルトパック４品を新たに投入します。 

また、拡大傾向にある単身世帯および夫婦のみの２人世帯では、日中は仕事により

留守がちなため、「留守中の遊び相手として複数飼育をする」（８７％：当社調べ    

「複数飼育の理由」より）方が増えてきています。この傾向は今後も高まると予測   

されることから、「犬種群用」および「キャットドライタイプ」に複数飼育に対応     

した大容量タイプを投入します。 

 

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） 

ジェーピースタイル 離乳食 

新製品 ジェーピースタイル 幼犬用離乳食 ４２０ｇ １，５８０円

新製品 ジェーピースタイル 幼猫用離乳食 ４２０ｇ １，５８０円

ジェーピースタイル 離乳期～１歳未満の幼犬用 

新製品 ジェーピースタイル 離乳期～１歳未満の幼犬用 ８００ｇ １，２８５円

ジェーピースタイル ウエット 

新製品 
ジェーピースタイル ウエット 

国産鶏ささみフレーク さつまいも・人参入り 
６０ｇ １７８円 

新製品 同 国産鶏ささみフレーク＆国産牛肉 さつまいも・人参入り ６０ｇ １７８円 

新製品 同 国産鶏ささみそぼろ さつまいも・人参入り ６０ｇ １７８円 

新製品 同 国産鶏ささみそぼろ＆国産牛肉 さつまいも・人参入り ６０ｇ １７８円 

ジェーピースタイル 犬種群用 ドライタイプ 

新製品 
ジェーピースタイル  

体重管理に配慮したい犬種群用  １～６歳までの成犬用 
３．６ｋｇ ２，７４３円

新製品 同 体重管理に配慮したい犬種群用 ７歳以上のシニア犬用 ３．６ｋｇ ２，７４３円

新製品 同 体重管理に配慮したい犬種群用 １１歳以上のシニア犬用 ３．６ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 

１～６歳までの成犬用 
３ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 

７歳以上のシニア犬用 
３ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 

１１歳以上のシニア犬用 
３ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 

１～６歳までの成犬用 
３．６ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 

７歳以上のシニア犬用 
３．６ｋｇ ２，７４３円

新製品 
同 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 

１１歳以上のシニア犬用 
３．６ｋｇ ２，７４３円

ジェーピースタイル キャット ドライタイプ 

新製品 ジェーピースタイル １～６歳までの成猫用 ２．５ｋｇ １，９８０円

新製品 同 ７歳以上のシニア猫用 ２．５ｋｇ １，９８０円

新製品 同 １１歳以上のシニア猫用 ２．５ｋｇ １，９８０円

※新製品の概要は次頁以降をご参照ください。 
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ジェーピースタイル 離乳食 

 

 

幼犬・幼猫用離乳食が新登場 

～超小型犬の栄養、安全・安心に配慮した初の離乳食～ 

 

 

ジェーピースタイル初となる「幼犬・幼猫用離乳食」は、与えやすさと“授乳期     

から離乳期”、“離乳期から幼齢期”の各ステージでの切り替えやすさを重視し、温湯

に混ぜることで柔らかさを調整しやすい粉末タイプを採用しました。“授乳期から  

離乳期”では、ゆるめに混ぜて飼い主が指などで直接口へ運び、口の周りにつけて   

自分で舐めさせたり、“離乳期から幼齢期”では固めに混ぜて咀しゃくの練習を     

させたりするなど、用途に応じた使用が可能です。さらに、高カロリー設計ですので、

成年期以降の食欲不振時、産前・産後などの栄養補強食としても利用できます。 

 

■成長段階に合わせた給餌・栄養設計を考慮した離乳食 

 新製品 「ジェーピースタイル 幼犬用離乳食」 

 新製品 「ジェーピースタイル 幼猫用離乳食」 

希望小売価格（税抜）：各１，５８０円、内容量：各４２０ｇ 

・生後２０日から６０日までの超小型の幼犬および幼猫に適した高カロリー設計で、 

バチルスサブチルス（活性菌）、ビフィズス菌、カルシウム、ビタミンＥを配合 

・お湯で柔らかさを調整しやすい粉末タイプを採用 

・成年期以降の食欲不振時、産前・産後などの栄養補強食としても利用可能 

 

 

離乳期

飲むから舐めるへ
（液状からペースト状へ）

舐めるから噛むへ
（ペースト状からドライへ）

幼齢期授乳期 離乳期

飲むから舐めるへ
（液状からペースト状へ）

舐めるから噛むへ
（ペースト状からドライへ）

幼齢期授乳期

＜各ステージでのフードの切り替え＞ 
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ジェーピースタイル 離乳期～１歳未満の幼犬用 

 

 

幼犬が食べやすい薄型粒で、必要な栄養をバランス良く配合した 

幼犬用（離乳期～１歳未満）ドライタイプをラインアップ 

 

 

「ジェーピースタイル」では離乳食の新発売に加え、今回、幼犬用のドライフード

を投入し、全年齢帯に対応するラインアップを提供します。「ジェーピースタイル  

離乳期～１歳未満の幼犬用」は、幼犬期の健康的な発育に必要な栄養をバランス良く

配合。幼犬が食べやすい薄型粒で、お湯や水にふやかしやすく、離乳食からの       

切り替えにも適しています。 

 

■幼犬の食べやすさ・栄養バランス・安全安心に配慮 

 新製品 「ジェーピースタイル 離乳期～１歳未満の幼犬用」 

希望小売価格（税抜）：１，２８５円、内容量：８００ｇ 

・離乳期から１歳未満の幼犬の健康的な発育に必要な栄養素をバランス良く配合 

・食べやすい薄型粒で、お湯や水にふやかしやすく、離乳食からの切り替えにも 

使用可能 

・小分けパックに脱酸素剤を入れ、フードの美味しさを維持
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ジェーピースタイル ウエット 

 

 

～国産のお肉と野菜にこだわった、新シリーズ～ 

ドライフードと混ぜやすいスープタイプのレトルトパックを新発売 

 

 

ドライフードユーザーのウエットフードの使用目的は、「主食のトッピングとして

利用」が も多い（６２．３％：当社調べ「ウエットフード併用理由」より）こと       

から、ドライフードに具材が均一に混ざりやすく、手軽に美味しさが加えられる    

スープタイプのレトルトパックを新発売します。しっかりとした食感のフレーク   

タイプ２種と、小さな口でも食べやすいそぼろタイプ２種の合計４種をラインアップ。

４種全てに契約農場で飼育した「国産森林どり」を使用するほか、牛肉と野菜も国産

にこだわりました。低脂肪なささみを使用した低カロリー設計で、β-カロチンを   

豊富に含む人参と、食物繊維を豊富に含むさつまいもをトッピングするなど、健康面

にも配慮しています。 

 

■国産原料にこだわった、ドライに絡みやすいスープタイプ 

＜製品特長（共通）＞ 

・契約農場で飼育した「国産森林どり」を使用 

・低脂肪であるささみを使用し、β-カロチンを豊富に含む人参と食物繊維を豊富に 

含むさつまいもをトッピング 

 新製品 「ジェーピースタイル ウエット 

国産鶏ささみフレーク さつまいも・人参入り」 

 新製品 「同 国産鶏ささみフレーク＆国産牛肉 さつまいも・人参入り」 

希望小売価格（税抜）：各１７８円、内容量：各６０ｇ 

・ドライフードに絡みやすいスープタイプで、しっかりとした食感のフレークタイプ 

 

 新製品 「同 国産鶏ささみそぼろ さつまいも・人参入り」 

 新製品 「同 国産鶏ささみそぼろ＆国産牛肉 さつまいも・人参入り」 

希望小売価格（税抜）：各１７８円、内容量：各６０ｇ 

・ドライフードに絡みやすいスープタイプで、小さな口でも食べやすいそぼろタイプ 
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ジェーピースタイル 犬種群用 ドライタイプ／ジェーピースタイル キャット 

ドライタイプ 

 

 

人気の犬種群用シリーズとキャットフードドライタイプに 

複数飼育にも便利な大容量タイプを投入 

 

 

日本のペットの飼育環境において複数飼育は拡大しており、今後も増加すると予測

されることから、今回、「ジェーピースタイル 犬種群用」と「ジェーピースタイル 

キャットドライタイプ」に複数飼育用の大容量タイプを追加投入します。２頭を飼育

している方の月あたりの平均給与量は、犬が約７ｋｇ、猫が約５ｋｇであることから、

２週に１回の購入頻度に適した容量として、ドッグフードは３．６ｋｇ（超小型犬用

は３ｋｇ）、キャットフードは２．５ｋｇに設定。また、２～３日で使い切れる量に

小分け包装し、脱酸素剤を入れ、作りたての風味を保つ工夫をしています。 

 

■犬種別の健康管理に適した原料や機能性素材を配合したドッグフード 

＜製品特長（共通）＞ 

・多くの犬種を健康管理のための代表的な３つのニーズ（体重管理、骨・関節の健康

維持、皮膚・被毛の健康維持）によって分類し、それぞれの健康管理に適した原料

や機能性素材を配合した新提案のドッグフード 

・ジッパーつき小分け分包タイプ 

 

 新製品 「ジェーピースタイル 体重管理に配慮したい犬種群用 １～６歳までの成犬用」 

 新製品 「同 体重管理に配慮したい犬種群用 ７歳以上のシニア犬用」 

 新製品 「同 体重管理に配慮したい犬種群用 １１歳以上のシニア犬用」 

希望小売価格（税抜）：各２，７４３円、内容量：各３．６ｋｇ 

・食欲旺盛でカロリーオーバーになりがちな犬種群に配慮し、低カロリー・低脂肪で

適正な体重維持をサポート 

 

 新製品 「ジェーピースタイル 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 

１～６歳までの成犬用」 

 新製品 「同 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 ７歳以上のシニア犬用」 

 新製品 「同 骨・関節の健康維持に配慮したい犬種群用 １１歳以上のシニア犬用」 

希望小売価格（税抜）：各２，７４３円、内容量：各３ｋｇ 

・体格が小さな犬種群に配慮した栄養バランスで、骨・関節とそれらを支える筋肉の

健康維持に配慮 

・動物の筋肉を構成する必須アミノ酸であるＢＣＡＡ（分岐鎖アミノ酸）を配合 
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 新製品 「ジェーピースタイル 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 

１～６歳までの成犬用」 

 新製品 「同 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 ７歳以上のシニア犬用」 

 新製品 「同 皮膚・被毛の健康維持に配慮したい犬種群用 １１歳以上のシニア犬用」 

希望小売価格（税抜）：各２，７４３円、内容量：各３．６ｋｇ 

・皮膚・被毛の健康を維持したい犬種群に配慮した栄養バランスで、健康な美しい皮

膚・被毛の維持をサポート 

・国産の“馬鈴薯でんぷん”と国産の削り節ミールを使用 

・γ（ガンマ）－オリザノールを含む米胚芽油を配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■愛猫の一生涯の健康を見据えて栄養成分を配合したキャットフード 

 新製品 「ジェーピースタイル １～６歳までの成猫用」 

 新製品 「ジェーピースタイル ７歳以上のシニア猫用」 

 新製品 「ジェーピースタイル １１歳以上のシニア猫用」 

希望小売価格（税抜）：各１，９８０円、内容量：各２．５ｋｇ 

・削り節ミール、でんぷん、小麦全粒粉は国産の原料を使用 

・香料・着色料不使用、また天然由来の酸化防止剤を使用 

・ＦＬＵＴ（猫下部尿路）や皮膚・被毛、おなかなどの健康維持に配慮した栄養成分

を配合 

・２５０ｇずつの分包タイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


