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２０１５年８月２６日 

日清ペットフード ２０１５年秋 新製品 
～「いぬのしあわせ」全面刷新、飼い主目線のわかりやすいパッケージに～ 

 
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、「いぬのしあわ

せ」シリーズ全面刷新によるドッグフード新製品２１品目、特別な日に与えたいウェット

缶などキャットフード新製品１４品目の合計３５品目を、本年９月１日（火）から全国で

新発売します。 

■「いぬのしあわせ」シリーズを全面刷新し、飼い主が選びやすいパッケージに     

これまで犬の大きさ別に製品を展開していた「いぬのしあわせ」

（『中型犬』、『小型犬』）および「いぬのしあわせ プッチーヌ」（『超

小型犬』）は、飼っている犬種や愛犬が好む粒サイズで選びやすいよ

う、パッケージを全面刷新します。 

新パッケージでは、人気犬種を２頭ずつ採用し、粒サイズをわか

りやすい位置に記載しました。「いぬのしあわせ」は『中粒』と『小

粒』の２種類での展開、「いぬのしあわせ プッチーヌ」は『超小粒』

で展開します。飼い主が店頭で選びやすいデザインで、トライアルを

獲得していきます。 

■愛猫の特別な日に。贅沢な国産素材を大きめカットで仕上げた“お祝い缶”登場！          

おいしさと上質な素材を追求した「懐石ｚｅｐｐｉｎ」シリーズ 

から、愛猫やご家族のお誕生日やお給料日、プレゼントなど、特別 

な日がもっと特別な時間になる“お祝い缶”４品目を新発売。厳選 

された国産の魚や肉を贅沢な大きめカットに仕上げた、きらびやか 

な箱入りのウェット缶タイプ。愛猫だけでなく、飼い主もプチ贅沢 

気分にさせてくれるハレの日にふさわしい“お祝い缶”です。 

■「懐石 贅の滴“炙り”」シリーズ誕生！新鮮素材を丁寧に炙って仕上げた上質な逸品        

「懐石 贅の滴」シリーズから、愛猫の好む食材の中でも“炙り”調理に

適した「まぐろ」「サーモン」を丁寧に炙って香ばしく仕上げ、旨みあふれ

る魚介だしに浮かべた風味豊かな「懐石 贅の滴“炙り”」シリーズから新製

品 5品目を発売します。 

素材だけでなく、手間暇かけた“炙り”調理仕立てで、贅を尽くしたレト

ルトスープタイプの「懐石 贅の滴“炙り”」シリーズ。愛猫が毎日のお食事

を飽きずに楽しむための、食事レパートリーの１つに最適な逸品です。 

 

 

 

 

 

 

 

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：山口・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 
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「いぬのしあわせ」シリーズ共通ポイント 

①着色料無添加…着色料を使用せず、良質な原料が持つ自然な色合いに仕上げました。 

②国産…日本の飼育環境に合わせて国内で研究・開発・製造しています。 

③分包…いつでも開封したての風味を味わえる小分けパック 

④おいしさ…練り込みチーズパウダーとまぶしミルクパウダーのＷパウダー 

⑤健康機能…ＬＩＦＥ２０に基づいたカラダ全体の栄養バランスと年代ごとの健康に 

必要な成分を配合 

～さらに朗報！嬉しい成分が約１．５倍に！～ 

■小粒：グルコサミン     ■中粒：米胚芽油 

 ドッグフード「いぬのしあわせ」「いぬのしあわせ プッチーヌ」  

「いぬのしあわせ」全面リニューアル！ 
～人気犬種の写真と粒サイズ表記で飼い主が選びやすいパッケージに～ 

“安全・安心”と“健康”、“おいしさ”にこだわった着色料無添加の国産ドッグフード

「いぬのしあわせ」と「いぬのしあわせ プッチーヌ」は、飼い主が自分の飼っている愛犬

の種類や愛犬の好みの粒サイズによって選びやすいパッケージに全面リニューアルします。 

多くの飼い主が購入重視点として挙げている“愛犬が好む粒の大きさ”を表記（『中粒』、

『小粒』、『超小粒』）するとともに、粒の大きさに合わせた人気犬種２頭をパッケージ写真

に採用し、飼い主が店頭で選びやすいデザインに変更しました。“国産”や“着色料無添加”

などの特長も分かりやすく記載しています。 

また、『中粒』は皮膚と毛並みの健康維持に配慮し米胚芽油を約１．５倍（従来比）、『小

粒』は骨や関節の健康維持に配慮しグルコサミンを約１．５倍（従来比）配合しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「いぬのしあわせ プッチーヌ」≫ 

 

 

 

 

 

 

 

ドライタイプ セミモイストタイプ 

≪「いぬのしあわせ」『中粒』≫ ≪「いぬのしあわせ」『小粒』≫ 

・柴犬とフレンチブルドック

をパッケージ写真に採用 

・米胚芽油を約１．５倍 

（従来比）配合 

・ミニチュアダックスフンド

とシーズーをパッケージ

写真に採用 

・グルコサミンを約１．５倍

（従来比）配合 

・トイプードルとチワワをパッケージ写真に 

採用 

・味や粒の物性が分かりやすいように目立 

つ位置にアイコンで明記 

・おいしさのポイントであるトッピングが 

分かりやすいデザイン 
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≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 いぬのしあわせ 中粒 １歳～６歳までの成犬用 １．５ｋｇ ６７０円 

新製品 同 ７歳からの高齢犬用 １．５ｋｇ ６７０円 

新製品 同 １１歳からの高齢犬用 １．５ｋｇ ６７０円 

新製品 
いぬのしあわせ 小粒 １歳～６歳までの成犬用 

２．６ｋｇ １，２３０円 

新製品 １．３ｋｇ ６７０円 

新製品 
同 １歳～６歳までの成犬用 脂肪控えめタイプ 

２．６ｋｇ １，２３０円 

新製品 １．３ｋｇ ６７０円 

新製品 
同 ７歳からの高齢犬用 

２．６ｋｇ １，２３０円 

新製品 １．３ｋｇ ６７０円 

新製品 
同 １１歳からの高齢犬用 

２．６ｋｇ １，２３０円 

新製品 １．３ｋｇ ６７０円 

新製品 
いぬのしあわせ プッチーヌ １歳～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 

新製品 
同 １歳～６歳までの成犬用 

 黒豚タン練り込み粒入り（ドライタイプ） 
２７０ｇ ５７０円 

新製品 
同 １歳～６歳までの成犬用 

 まぐろ練り込み粒入り（ドライタイプ） 
２７０ｇ ５７０円 

新製品 同 ７歳からの高齢犬用（ドライタイプ） ３００ｇ ５７０円 

新製品 同 １１歳からの高齢犬用（ドライタイプ） ３００ｇ ５７０円 

新製品 
いぬのしあわせ プッチーヌ １歳～６歳までの成犬用 

 牛肉入り（セミモイストタイプ） 
２００ｇ ５７０円 

新製品 
同 １歳～６歳までの成犬用 

 黒豚タン入り（セミモイストタイプ） 
２００ｇ ５７０円 

新製品 
同 １歳～６歳までの成犬用 

 低脂肪タイプまぐろ入り（セミモイストタイプ） 
２００ｇ ５７０円 

新製品 同 ７歳からの高齢犬用（セミモイストタイプ） ２００ｇ ５７０円 

新製品 同 １１歳からの高齢犬用（セミモイストタイプ） ２００ｇ ５７０円 
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 キャットフード「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」（お祝い缶）  

愛猫の特別な日にぴったりの“お祝い缶”新発売 
～贅沢な大きめカットの国産素材、きらびやかな箱入り缶詰～ 

おいしさと上質な素材を追求した「懐石ｚｅｐｐｉｎ」シリーズから、愛猫やご家族の

お誕生日やお給料日、クリスマスやお正月などの季節イベント、プレゼントなど、特別な

日がもっと特別な時間になる“お祝い缶”４品目を新発売します。 

厳選された国産の魚や肉を、特別な日にふさわしく大きめカットに仕上げた、きらびや

かな箱入りの贅沢な気分になれるウェット缶タイプの製品です。 

『国産まぐろの祝い肴』、『国産かつおの祝い肴』、『国産ささみの祝い肴』、『国産ぶり・

かつおの祝い肴』の４種のラインアップを展開します。 

特別な日には特別なお食事で愛猫とのかけがえのないひとときを祝いたい・・・ 

そんな想いを形にした“懐石ｚｅｐｐｉｎお祝い缶”シリーズ。愛猫だけでなく、飼い主

も贅沢で特別な気分になれるハレの日にふさわしい“お祝い缶”です。 

 

≪製品ラインアップ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 懐石 ｚｅｐｐｉｎ 国産まぐろの祝い肴 ６０ｇ缶 ２５０円 

新製品 同         国産かつおの祝い肴 ６０ｇ缶 ２５０円 

新製品 同                国産ささみの祝い肴 ６０ｇ缶 ２５０円 

新製品 同                国産ぶり・かつおの祝い肴 ６０ｇ缶 ２５０円 
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 キャットフード「懐石 贅の滴」「懐石ｚｅｐｐｉｎ」  

新調理法“炙り”具材を浮かべた上質なスープ製品 
～毎日のお食事がもっと楽しくなる”炙り”調理～ 

愛猫の好む食材の中から、“炙り”調理に適した「まぐろ」

「サーモン」を丁寧に炙って香ばしく仕上げ、旨みあふれ

る魚介だしに浮かべた「懐石 贅の滴“炙り”」シリーズを

立ち上げ、新製品 5 品目を投入します。『炙りまぐろ』と

『炙りサーモン』の 2種の具材をベースに、愛猫の好む 

「しらす」「かにかま」「ささみ」いずれかのトッピングを添え、

琥珀色の魚介だしスープまたは魚介の白だしスープを組み合わせ

ました。愛猫のお好みやその日の気分で、楽しんでお選びいただ

けるラインアップで展開します。 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 懐石 贅の滴 炙りまぐろ ４０ｇ １３４円 

新製品 同          炙りまぐろ しらす添え ４０ｇ １３４円 

新製品 同          炙りまぐろ かにかま添え ４０ｇ １３４円 

新製品 同          炙りサーモン ４０ｇ １３４円 

新製品 同          炙りサーモン ささみ添え ４０ｇ １３４円 

 

本物のおいしさを求める１１歳以上の高齢猫に 
～「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」シリーズに新製品２品を投入～ 

 おいしさと上質な素材を追求した「懐石ｚｅｐｐｉｎ」シリーズ

から、１１歳以上の高齢猫用のドライキャットフード２品を新発売

します。食が細くなった、味へのこだわりが強くなったなど、加齢

に伴う愛猫の変化に、11 歳以上の高齢猫の飼い主の約３３％が、

“食べてくれること”を優先にフードを選ぶようになったと回答し

ています※１。高齢の愛猫にも食事を楽しんでもらえるよう、旨みあ

ふれる本物のフリーズドライチーズを、まぐろ節やかつお節で包み、嗜好性の高い粒に添

えました。                                   

※１…キャットフードユーザー調査、全国 女性 20-69歳 N=2000（２０１５年、当社調べ） 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
懐石 ｚｅｐｐｉｎ 本物のおいしさを知る１１歳以上用 

 まぐろ節で包んだ旨みチーズ添え 
２５０ｇ ６３０円 

新製品 
同 本物のおいしさを知る１１歳以上用 

 かつお節で包んだ旨みチーズ添え 
２５０ｇ ６３０円 
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 キャットフード「キャラット とびきりテイスト」  

鶏肉を“ギュッ”と練り込んだ旨みあふれる粒 

愛猫用ドライフード「キャラット とびきりテイスト」 

 発売以来、多くの愛猫と飼い主に愛され続けてきた「キャラット」シリーズ

に、鶏肉を粒の中に“ギュッ”と練り込み、旨みと製法にこだわった 

「キャラット とびきりテイスト」シリーズを立ち上げ、3品を新発売します。 

愛猫の好きな食材である鶏肉をドライ粒の中に練り込むことで、旨みを閉じ

込めました。“ツナ味”、“お魚味”、“野菜味”といった３種の粒の味わいのハ

ーモニーで、飽きのこないおいしさを実現しました。 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 キャラット とびきりテイスト ツナ味＆野菜味ミックス ８００ｇ ６０５円 

新製品 同             お魚味＆野菜粒ミックス ８００ｇ ６０５円 

新製品 同             ツナ味＆お魚味ミックス ８００ｇ ６０５円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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別紙：２０１５年秋 新製品・リニューアル品 一覧） 

ＪＰスタイル 

和の究み 

（ドッグフード、 

 キャットフード） 

ミネラルサプリ 

（ゼリー・パウダー） 

初のサプリメント機能製品（電解質・水分補給） 

 
          

 

レトルト健康維持サポート 

（下部尿路・腎臓） 

 

初の猫用レトルト健康維持サポート製品 

 

 

 

 

セレクトヘルスケア 

下部尿路の健康維持サポート 

  

 

 

ゴールド 

（ペット専門店用） 

 

ＪＰスタイル 

ベーシックケア 

（ドッグフード） 

 

 

 

 

 

 
特定の食物アレルギーに配慮した新製品 

いぬのしあわせ 

（ドッグフード） 

いぬのしあわせ／ 

いぬのしあわせ  

プッチーヌ 

 

 

パッケージリニューアル（＊一部、シリーズを除く） 

 

 

 

 

 

懐石Ｚｅｐｐｉｎ 

（キャットフード： 

ウェット） 

“お祝い缶” 贅沢な愛猫用ウェット缶新製品 

 

 
 
 
 

懐石Ｚｅｐｐｉｎ 

（キャットフード：

ドライ） 

本物のおいしさを求める

11歳以上の愛猫用 

 

懐石 贅の滴 

（キャットフード：

ウェット） 

“炙り”シリーズ “炙り”調理のレトルトシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 

キャラット 

（キャットフード：

ドライ） 

とびきりテイスト      
 

 

 


