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２０１４年７月２５日 

 

日清ペットフード ドッグフード１３品目、キャットフード８品目を新発売 

～当社独自の“やわらか練り込み粒”配合のドッグフードなど、 
昨今の飼育環境や飼い主のニーズに合致する新製品を投入～ 

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

フードの新製品１３品目と、キャットフードの新製品８品目の合計２１品目を、本年

９月１日（月）から全国で発売します。 

 

■ 飼い主のニーズに対応した超小型・小型・高齢犬用フードを投入 

近年、超小型・小型犬の飼育比率は全体の６９．６％※１に達しており、今後も伸張

すると予測されます。また、飼育犬の高齢化も進行しており、１３歳以上の割合は  

１３．３％※１に達しています。 

これらを背景に、超小型・小型犬向けでは、嗜好性の高い製品を求める飼い主の声

に応え、当社独自の“やわらか練り込み粒”、“やわらか粒”の配合や嗜好性の高いチ

キンレバーパウダーの添加により、おいしさに徹底的にこだわった新製品を投入しま

す。また、歯に関する悩みの多い高齢犬向けには、粒を食べやすい硬さにし、かむこ

とで歯垢・歯石の沈着を抑えて、お口の健康維持をサポートするオーラルケアの新製

品を追加します。 

※１･･･２０１３年、ペットフード協会調べ 

 

■ 猫の“多頭飼育”向けの大容量タイプの製品やリーズナブルな猫用ツナ缶を投入 

猫の飼育環境においては、１家庭で複数頭を飼育する“多頭飼育”が増加していま

す。その割合は４１．８％※２であり、今後も伸張すると予測されます。そこで、おい

しさへのこだわりはもちろん、お買い得感のある容量を求める“多頭飼育”の飼い主

に向け、２種類のトッピングで好評をいただいている「懐石２ｄｉｓｈ」シリーズに

お得感のある大容量タイプの新製品を追加します。 

また、原料価格高騰などを背景に、値上げ傾向にある猫用ツナ缶市場に、リーズナ

ブルでバラエティ豊かな新製品を投入し、シェア拡大を図ります。 

※２･･･２０１４年、当社調べ 

 

製品に関するお問合せ先 

日清ペットフード株式会社 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い合わせ先 

株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：佐々井・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 

製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜） 

いぬのしあわせ プッチーヌ 超小型犬専用 

いぬのしあわせ プッチーヌ 超小型犬専用 

 １～６歳までの成犬用 ビーフ練り込み粒入り（ドライタイプ）
２７０ｇ ５７０円 

同 黒豚タン練り込み粒入り（ドライタイプ） ２７０ｇ ５７０円 

同 まぐろ練り込み粒入り（ドライタイプ） ２７０ｇ ５７０円 

いぬのしあわせ 贅沢ブレンド小型犬 

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 ビーフ味粒入り 
４００ｇ ５７０円 

同 ささみ味粒入り ４００ｇ ５７０円 

同 ささみ野菜味粒入り ４００ｇ ５７０円 

同 ビーフ味粒入り ８００ｇ ９５０円 

同 ささみ味粒入り ８００ｇ ９５０円 

同 ささみ野菜味粒入り ８００ｇ ９５０円 

いぬのしあわせ 高齢犬のためのオーラルケア   

いぬのしあわせ 高齢犬のためのオーラルケア 

 ７歳からの高齢犬用 
１．０ｋｇ ６７０円 

同 １１歳からの高齢犬用 １．０ｋｇ ６７０円 

同 ７歳からの高齢犬用 ２．０ｋｇ １，２３０円

同 １１歳からの高齢犬用 ２．０ｋｇ １，２３０円

懐石２ｄｉｓｈ 

懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ ８００ｇ ８１０円 

同 海のおいしさ 毛玉のおそうじ （７歳からの高齢猫用） ８００ｇ ８１０円 

同 海のぜいたく 毛玉のおそうじ ８００ｇ ８１０円 

キャラット 海の幸   

キャラット 海の幸 ツナ＆しらす入り ８０ｇ １１０円 

同 ツナ＆ささみ入り ８０ｇ １１０円 

同 ツナ＆カニカマ入り ８０ｇ １１０円 

同 ツナ＆おかか入り ８０ｇ １１０円 

同 ツナ＆小魚入り ８０ｇ １１０円 

 

～新製品の概要は次頁以降をご参照ください～ 



 
3

ドッグフード 

 

当社独自の“やわらか練り込み粒”×チキンレバーパウダー 

おいしさを追求した超小型犬向け「いぬのしあわせ プッチーヌ」 

 

体重５ｋｇ以下の超小型犬向けドッグフード「いぬのしあわせ プッチーヌ」から、

おいしさを追求した当社独自の“やわらか練り込み粒”を配合した新製品３品を発売

します。 

当社アンケート調査によると、超小型犬の食事について、「食が細い」、「好き嫌い

が多い」、「偏食が多い」などの悩みが多いことが分かりました。中でも成犬期（１～

６歳）は食べ飽きが多いため、味のバリエーションが必要とされるとともに、食事量

にあわせた容量の製品が求められています。そこで、当社独自の“やわらか練り込み

粒”を配合するとともに、うまみたっぷりのチキンレバーパウダーを添加することで、

おいしさを追求した３種類の成犬（１～６歳）向けフードを新たに開発しました。 

この“やわらか練りこみ粒”は、水分値の調整により実現した粒のやわらかさに加

え、それぞれの素材（ビーフ・黒豚タン・まぐろ）を練り込むことで、嗜好性を高め

ていることが特長です。また、超小型犬の食事量に適した少量パックで、おいしさを

キープするとともに、飼い主の使いやすさにも配慮しています。 

■ “やわらか練り込み粒”配合・チキンレバーパウダー添加で嗜好性を追求 

 新製品  「いぬのしあわせ プッチーヌ 超小型犬専用 

 １～６歳までの成犬用 ビーフ練り込み粒入り」 

 新製品  「同 黒豚タン練り込み粒入り」 

 新製品  「同 まぐろ練り込み粒入り」 

内容量：２７０ｇ（４５ｇ×６パック）、希望小売価格（税抜）：５７０円 

・おいしさを徹底的に追求した当社独自の“やわらか練り込み粒”を配合 

・うまみたっぷりのチキンレバーパウダー添加（当社従来品と比べ含有量５倍）で高

い嗜好性を実現 

・食べ飽きしないよう、２つのレシピ（味）入り 

ビーフ練り込み粒入り ：チーズ／キャベツ 

黒豚タン練り込み粒入り：いりこ／かぼちゃ 

まぐろ練り込み粒入り ：いりこ／キャベツ 

・超小型犬の食事量に適した脱酸素剤入りの少量（４５ｇ）パック 

 

＜イメージ図＞ 

やわらか練り込み粒 
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ドッグフード 

 

当社独自の“やわらか粒”×チキンレバーパウダー 

おいしさにこだわった「いぬのしあわせ 贅沢ブレンド小型犬」 

 

小型犬向けドッグフード「いぬのしあわせ 贅沢ブレンド小型犬」から、水分値を

調整することで嗜好性を高めた当社独自の“やわらか粒”を配合するとともに、チキ

ンレバーパウダーを添加することで、おいしさにこだわった新製品６品を発売します。 

また、当社アンケート調査結果より、小型犬の飼い主は、超小型犬の飼い主に比べ

て容量と価格に対する意識が高いことが分かりました。そこで４００ｇサイズに加え、

お得感のある８００ｇサイズもラインアップしました。 

 

■ お得感のある８００ｇサイズもラインアップ 

 新製品  「いぬのしあわせ 贅沢ブレンド小型犬 

 １～６歳までの成犬用 ビーフ味粒入り」（４００ｇ／８００ｇ） 

 新製品  「同 １～６歳までの成犬用 ささみ味粒入り」（４００ｇ／８００ｇ） 

 新製品  「同 １～６歳までの成犬用 ささみ野菜味粒入り」（４００ｇ／８００ｇ） 

内容量：４００ｇ（２００ｇ×２パック）、希望小売価格（税抜）：５７０円 

内容量：８００ｇ（２００ｇ×４パック）、希望小売価格（税抜）：９５０円 

・嗜好性を高めた当社独自の“やわらか粒”を配合 

・うまみたっぷりのチキンレバーパウダー添加で高い嗜好性を実現 

・食べ飽きしないよう、１袋に２つのレシピ（味）入り 

ビーフ味粒入り ：チーズ／いりこ 

ささみ粒入り  ：いりこ／キャベツ 

ささみ野菜粒入り：かぼちゃ／キャベツ 

・使いやすいジッパー付きの２００ｇパック（脱酸素剤入り） 

 

＜イメージ図＞ 

やわらか粒 



 
5

ドッグフード 

 

“２分の１”※３の硬さとブラッシング（歯みがき）効果 

「いぬのしあわせ 高齢犬のためのオーラルケア」 

 

歯の悩みが多く、かむ力が弱りがちな高齢犬向けに、「いぬのしあわせ 高齢犬の

ためのオーラルケア」４品を新発売します。 

通常のドライ粒の“２分の１”※３の硬さで、高齢犬でも食べやすく、かむことで歯

垢・歯石の沈着を抑える歯みがき効果があります。いつもの食事でお手軽にお口の健

康維持をサポートします（イメージ図参照）。 

※３･･･当社実施の「いぬのしあわせ 小型犬 １～６歳までの成犬用」との硬度測定結果の 

平均値に基づく 

■ 高齢犬のお口の健康をサポート 

 新製品  「いぬのしあわせ 高齢犬のためのオーラルケア 

 ７歳からの高齢犬用」 

 新製品  「同 １１歳からの高齢犬用」 

内容量：１ｋｇ（２５０ｇ×４パック）、希望小売価格（税抜）：    ６７０円 

内容量：２ｋｇ（２５０ｇ×８パック）、希望小売価格（税抜）：１，２３０円 

・かむことで歯垢・歯石の沈着を抑え、お口の健康維持をサポート 

・通常のドライ粒の“２分の１”※３の硬さで高齢犬でもかみやすい 

   

＜歯磨き効果イメージ図＞ 



 
6

キャットフード 

 

１袋で２つの味が楽しめる「懐石２ｄｉｓｈ」に 

“多頭飼育”に適したお得感のある大容量タイプを追加 

 

１袋に２種類のトッピングが入っており、猫の食べ飽きを気にする飼い主に好評を

いただいている「懐石２ｄｉｓｈ」シリーズから、“多頭飼育”に適した８００ｇ（４

００ｇ×２パック）の大容量タイプ３品を新発売します。 

現在、約４割の方が猫の“多頭飼育”をしており、“多頭飼育”の飼い主は、キャ

ットフードに味のバリエーションやお買い得感のある容量を求める傾向が見られま

す。グルメブランドとして認知が高く、１袋で２種類のトッピングを楽しめる「懐石

２ｄｉｓｈ」シリーズから大容量タイプ製品を発売し、“多頭飼育”の飼い主のニー

ズに応えます。大容量タイプでお買い得感があるため、従来、当シリーズをご愛顧い

ただいている単頭飼育の飼い主にもおすすめです。 

■ 使いやすい４００ｇ×２パックタイプを追加 

 新製品 「懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ」 

 新製品 「同 海のおいしさ 毛玉のおそうじ （７歳からの高齢猫用）」 

 新製品 「同 海のぜいたく 毛玉のおそうじ」 

内容量：８００ｇ（４００ｇ×２パック）、希望小売価格（税抜）：８１０円 

・食べ飽きしないよう、１袋に２種類のトッピング入り 

海のおいしさ：小魚とかつお節添え／小魚とかにかま添え 

海のおいしさ 毛玉のおそうじ （７歳からの高齢猫用） 

：まぐろ節としらす添え／まぐろ節とかにかま添え 

海のぜいたく 毛玉のおそうじ：小魚とかつお節添え／小魚と小えび添え 

・お買い得感のある８００ｇの大容量タイプ 

・使いやすいジッパー付き４００ｇパック（脱酸素剤入り）で、できたてのおいしさ

をキープ 
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キャットフード 

 

猫の大好きな素材をトッピングしたリーズナブルなツナ缶 

「キャラット 海の幸」 

 

原料価格の高騰などを背景に値上げ傾向にある猫用ツナ缶市場に、リーズナブルな

「キャラット 海の幸」５品を新発売します。それぞれ、しらす、ささみ、カニカマ、

おかか、小魚をトッピングしており、好みに応じて選べるラインアップを揃えました。 

■ リーズナブルでバラエティ豊かな味わい 

 新製品 「キャラット 海の幸 ツナ＆しらす入り」 

 新製品 「同 ツナ＆ささみ入り」 

 新製品 「同 ツナ＆カニカマ入り」 

 新製品 「同 ツナ＆おかか入り」 

 新製品 「同 ツナ＆小魚入り」 

内容量：８０ｇ、希望小売価格（税抜）：１１０円 

・ツナをベースにそれぞれ、しらす、ささみ、カニカマ、おかか、小魚をトッピング 

・お求めやすい価格設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


