
 

２０１５年２月２６日 

プレミアムペットフード「ＪＰスタイル」を一新 

～新ブランド「ＪＰスタイル 和の究み」誕生～ 

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、安全・健康・   

おいしさにこだわった国内製造のプレミアムペットフードブランド「ＪＰスタイル」を  

一新し、「ＪＰスタイル 和の究み」を新たに立ち上げます。同ブランドよりドッグフード

２７品目、キャットフード７品目を、本年３月１日（日）から全国で新発売します。 

■“日本”のペットのライフスタイルを究めた「ＪＰスタイル 和の究み」のこだわり         

ポイント①：国内で研究・開発 

那須研究所（栃木県）で、日本で暮らすペットのための研究・開発を行っています。 

ポイント②：国内で製造 

鶴見工場（神奈川県）で製造し、つくりたてのおいしさをお届けします。 

ポイント③：主原料国産 

 主な原料は国産のものを使用しています。 

ポイント④：日本の飼育環境に配慮 

 小型化・室内飼育化など、日本特有の飼育環境を考慮した商品開発を行っています。 

ポイント⑤：日本の気候に配慮 

 湿度の高い日本の気候に配慮し、小分け包装・脱酸素剤入りで鮮度に配慮しています。 

■ドッグフードでは３シリーズを展開し、愛犬の一生涯の健康をトータルサポート    

 

 

 

 

 

 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

≪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 担当：堀野・寺岡 

東京都千代田区神田錦町１－２５ 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

 

≪製品に関する一般の方々のお問合せ先≫ 

日清ペットフード株式会社 

お客様相談室 

東京都千代田区神田錦町１－２５ 

電話：０１２０－２２－１１２４ 

 

③ベーシックケア ①トータルボディケア ②セレクトヘルスケア 

健康面で気になる“体重管理”

“おなかの健康維持”をサポー

トするシリーズ 

愛犬の一生涯の健康を見据えて

体全体の健康維持をサポートす

るシリーズ 

“スリムな体型維持”または

“皮膚・被毛の健康維持”に配

慮したシリーズ 
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 ドッグフード①「ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア」  

「ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア」シリーズ 

～愛犬の一生涯の健康を見据えて栄養成分を配合～ 

これまで「ＪＰスタイル」のスタンダードタイプとして展開していた製品を、「ＪＰスタ

イル 和の究み トータルボディケア」シリーズとして刷新します。“日本”や“和”を想起

させ、店頭でより目を引くようなパッケージデザインにリニューアルし、引き続き、日本

で暮らす愛犬の一生涯の健康を見据えて、体全体の健康維持を４つのライフステージにわ

けてサポートします。 

 

 

 

 

 

 

≪製品特長≫ 

ポイント①：体重の維持管理に配慮 

 食物繊維の豊富な小麦全粒粉を使用 

ポイント②：骨・関節の健康維持に配慮 

天然原料由来のＮ-アセチルグルコサミンを配合 

ポイント③：おなかの健康維持に配慮 

 消化性に優れた「微粉砕原料」を使用するとともに、有胞子性乳酸菌・オリゴ糖を配合。 

≪新製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア 

離乳期～１歳までの幼犬用 ８００ｇ 
１００ｇ×８袋 １,２８５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 1～６歳までの成犬用 ９００ｇ １００ｇ×９袋 １,２８５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 1～６歳までの成犬用 １．８ｋｇ ３００ｇ×６袋 ２,０７６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 1～６歳までの成犬用 ３．６ｋｇ ６００ｇ×６袋 ２,７４３円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 1～６歳までの成犬用 ５．４ｋｇ ６００ｇ×９袋 ３,６９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア犬用  ９００ｇ １００ｇ×９袋 １,２８５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア犬用 １．８ｋｇ ３００ｇ×６袋 ２,０７６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア犬用 ３．６ｋｇ ６００ｇ×６袋 ２,７４３円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア犬用 ５．４ｋｇ ６００ｇ×９袋 ３,６９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア犬用 ９００ｇ １００ｇ×９袋 １,２８５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア犬用 １．８ｋｇ ３００ｇ×６袋 ２,０７６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア犬用 ３．６ｋｇ ６００ｇ×６袋 ２,７４３円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア犬用 ５．４ｋｇ ６００ｇ×９袋 ３,６９５円 
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 ドッグフード②「ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア」  

「ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア」シリーズ 

～“スリムな体型維持”or“皮膚・被毛の健康維持”をサポート～ 

「ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア」シリーズは、“スリムな体型維持”また

は“皮膚・被毛の健康維持”をサポートする製品です。健康面で気になることに対して、

愛犬が元気なときからケアできるシリーズです。 

≪製品特長：スリムな体型維持サポート≫ 

ポイント①：低脂肪・低カロリー設計 

 小麦全粒粉・おから・粉末セルロースの配合により食物繊維を強化する

ことで満腹感を維持させ、低脂肪・低カロリー設計を実現。 

ポイント②：食欲低下に配慮 

嗜好性の高いチキンレバーパウダーを配合するとともに、脱酸素剤入り

の小分け包装にすることで、つくりたてのおいしさを維持。 

 

≪製品特長：皮膚・被毛の健康維持サポート≫ 

ポイント①：アレルゲンセレクトカット 

 食物アレルギーに配慮し、主なアレルゲン６原料（鶏・牛・羊・小麦・

乳・卵）に加えて、牛・鶏由来の油脂も不使用。 

また、皮膚の健康維持に配慮し、γ-オリザノールを含む米胚芽油を配合。 

ポイント②：食欲低下に配慮 

嗜好性の高いお魚パウダーを配合するとともに、脱酸素剤入りの小分け

包装にすることで、つくりたてのおいしさを維持。 

 

≪新製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア 

スリムな体型維持サポート 1～６歳までの成犬用 ７００ｇ 
１００ｇ×７袋 １,２８５円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 ７００ｇ １００ｇ×７袋 １,２８５円 

新製品 同 1～６歳までの成犬用 １．４ｋｇ ２３３ｇ×６袋 ２,０７６円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 １．４ｋｇ ２３３ｇ×６袋 ２,０７６円 

新製品 
ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア 

皮膚・被毛の健康維持サポート 1～６歳までの成犬用 ７００ｇ 
１００ｇ×７袋 １,２８５円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 ７００ｇ １００ｇ×７袋 １,２８５円 

新製品 同 1～６歳までの成犬用 １．４ｋｇ ２３３ｇ×６袋 ２,０７６円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 １．４ｋｇ ２３３ｇ×６袋 ２,０７６円 
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 ドッグフード③「ＪＰスタイル ベーシックケア」  

「ＪＰスタイル ベーシックケア」シリーズ 

～“体重管理”と“おなかの健康維持”に配慮～ 

「ＪＰスタイル ベーシックケア」シリーズは、“体重管理”と“おなかの健康維持”に

配慮した製品です。２つのベーシックな機能をわかりやすく訴求したシリーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品特長≫ 

ポイント①：体重管理に配慮 

 食物繊維が豊富で通常の小麦粉に比べ、栄養価も高い小麦全粒粉を使用。カロリー制限

しながら、しっかり栄養がとれる商品設計です。 

ポイント②：おなかの健康維持に配慮 

通常の粒子の約３分の１までの細かさにすりつぶした「微粉砕原料」を使用することで

消化酵素が働きやすく、消化吸収率がアップ。便量が減少し便臭も低減させます。 

ポイント③：脱酸素剤入りの小分け包装 

 ２５０ｇずつの小分け包装にすることで、飼い主にとっての使いやすさに配慮しました。

また、脱酸素剤入りの小分け包装にすることで、つくりたてのおいしさを維持します。 

≪新製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
ＪＰスタイル ベーシックケア 

1～６歳までの成犬用 １ｋｇ 
２５０ｇ×４袋 ９５０円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 １ｋｇ ２５０ｇ×４袋 ９５０円 

新製品 同 １１歳以上のシニア犬用 １ｋｇ ２５０ｇ×４袋 ９５０円 

新製品 同 1～６歳までの成犬用 ３ｋｇ ２５０ｇ×１２袋 ２,０２０円 

新製品 同 ７歳以上のシニア犬用 ３ｋｇ ２５０ｇ×１２袋 ２,０２０円 

新製品 同 １１歳以上のシニア犬用 ３ｋｇ ２５０ｇ×１２袋 ２,０２０円 
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 キャットフード「トータルボディケア」  

「ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア」シリーズ 

～キャットフードが装い新たに新登場～ 

これまで「ＪＰスタイル」のスタンダードタイプとして展開していたキャットフードを、

「ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア」シリーズとして刷新します。“日本”や“和”

を想起させ、店頭でより目を引くようなパッケージデザインにリニューアルし、日本で暮

らす愛猫の一生涯の健康を見据えて、体全体の健康維持を４つのライフステージにわけて

サポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品特長：１歳までの幼猫用≫ 

ポイント①：おなかの健康維持に配慮 

 おなかの健康維持に配慮した、カルピス株式会社の「活性菌」を配合 

ポイント②：使いやすい分包タイプ 

 つくりたてのおいしさを維持する、１００ｇずつの小分け分包タイプ 

≪製品特長：１～６歳までの成猫用・７歳以上のシニア猫用・１１歳以上のシニア猫用≫ 

ポイント①：FLUT（猫下部尿路）の健康維持に配慮 

 低マグネシウム設計で、特にお悩みの多いＦＬＵＴに対応 

ポイント②：使いやすい分包タイプ 

つくりたてのおいしさを維持する、２５０ｇずつの小分け分包タイプ 

≪新製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア 

 １歳までの幼猫用 ７００ｇ 
１００ｇ×７袋 ９３４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １～６歳までの成猫用 １ｋｇ ２５０ｇ×４袋 ９３４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １～６歳までの成猫用 ２．５ｋｇ ２５０ｇ×１０袋 １,９８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア猫用 １ｋｇ ２５０ｇ×４袋 ９３４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 ７歳以上のシニア猫用 ２．５ｋｇ ２５０ｇ×１０袋 １,９８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア猫用 １ｋｇ ２５０ｇ×４袋 ９３４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳以上のシニア猫用 ２．５ｋｇ ２５０ｇ×１０袋 １,９８０円 

 
以上 
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