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２０１６年２月２６日 

日清ペットフード ２０１６年春 新製品 
～キャットフード「懐石」全面刷新など、グルメ志向ユーザー向け製品拡充～ 
 
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、「懐石」ドライ

シリーズの全面リニューアルと新製品投入などキャットフード新製品１１品目、リニュー

アル品８品目、「いぬのしあわせ」新シリーズ立ち上げによるドッグフード新製品６品目の

合計２５品目を、本年３月１日（火）から全国で新発売します。 

■「懐石」シリーズ全面刷新～グルメ志向ユーザーにより支持されるブランドへ～      

嗜好性を追求したドライタイプキャットフード「懐石」ドライシリーズは、ねこちゃん

においしい食事を与えたいと考えるお客様に、より選ばれ、支持されるブランドを目指し、

ドライシリーズ全体をリニューアルします。また、「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」や「懐石４ｄｉ

ｓｈ」に新製品を投入し、ラインアップの拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

■「ねこ福」シリーズに“和スイーツ”風味 3 品を投入！                              

２０１５年３月の発売以来、好調に推移しているねこちゃん用おやつ「ねこ

福」シリーズに、キャットフードでは珍しい“和スイーツ”の味わいを採用し

た３品を追加し、ラインアップを拡充します。高い嗜好性でご好評いただいて

いる既存品と同等のおいしさを実現した新製品です。おやつとして与えやすい

３ｇの小袋タイプで、おやつによるお客様とねこちゃんのコミュニケーション

の活性化をお手伝いします。 

■「いぬのしあわせ」に新シリーズ「ゴロッと具ルメ」が登場！                  

“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」シリーズに、人気の

素材が大きめカットでトッピングされた「いぬのしあわせ ゴロッ

と具ルメ」シリーズを立ち上げます。粒サイズ、年齢、トッピン

グのお好みで選べる６品を新発売します。

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：松本・寺岡 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

メール：mailbox@mail.nisshin.com 

 

≪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 

 

mailto:mailbox@mail.nisshin.com
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 キャットフード 「懐石」  

グルメ志向ユーザーにもっと愛される「懐石」に 
至福のおいしさを実現、もっと楽しく、使いやすく！ 

「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」「懐石 ４ｄｉｓｈ」で新製品も登場 

ドライタイプキャットフード「懐石」シリーズは、さらにおいしく高い嗜好性を実現し

たほか、選ぶ楽しさ、使いやすさなど様々なポイントで、ねこちゃんと飼い主様のニーズ

や使用シーンを分析した上で、より選ばれ、支持されるブランドを目指し、同シリーズ全

体をリニューアルします。 

≪リニューアルのポイント≫ 

①さらにおいしく、至福の美味に 

嗜好性の高さと厳選されたトッピングによる飽きないおいしさが、多くの飼い主様に好評

をいただいている「懐石」ドライシリーズ。今回、“旨みパウダー”のブレンドや量を見直

し、さらにおいしく、噛む度に至福の美味を体験いただけるように仕上げました。 

 

②さらに楽しく 

外箱の側面に製品ごとに異なるねこちゃんの写真を使用し、見る度に楽しく、癒されるデ

ザインにしました。ねこちゃん好きなら思わず買い集めたくなるかわいいねこちゃん達の

表情や仕草に注目です。 

 

 

 

 

 

 

③さらに使いやすく 

外箱の側面と上部を簡単に取り去ることができ、中の分包を取り出しやすい仕様にしまし

た（※１）。さらに「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」は使いやすいスティック包装に仕様を変更しました。

お買い得サイズの「懐石 ２ｄｉｓｈ」８００ｇは、「１００ｇ以下」の小分け分包を求め

る約８割の飼い主様（※２）の声に応え、３２０ｇタイプと同じ８０ｇの分包へと変更しまし

た。ねこちゃんだけでなく、飼い主様にも嬉しい、使いやすい仕様に生まれ変わりました。 

※１：「使いやすそう」（８３％）、「取り出しやすそう」（７７％）、「保管しやすそう」（９８％）と好評。 

２０１５年、当社調べ。会場調査／Ｎ＝４７（猫の飼い主／２０～４０代女性） 

※２：２０１５年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝６００ 

（猫グルメドライユーザー／２０～５０代女性） 
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≪新製品≫ 

「懐石４ｄｉｓｈ」、「懐石 ｚｅｐｐｉｎ」に新アイテム登場 

「懐石４ｄｉｓｈ 焼津のまぐろバラエティ」は、焼津産のまぐろに、

しらす、かにかま、有明のり、小えびという４種類の厳選トッピング

を組み合わせたバラエティパックです。 

「懐石 ｚｅｐｐｉｎ ５つのごちそう」は豚の燻製、本枯れ節、かに

かま、かつお節で包んだチーズ、薄切りまぐろという５種類、「同 ５

つの楽しみ」は本枯れ節、しらす、サーモン、まぐろ節で包んだチー

ズ、砂肝という５種類の厳選トッピングを組み合わせたバラエティパ

ックです。 

「懐石４ｄｉｓｈ 焼津のまぐろバラエティ」、「懐石 ｚｅｐｐｉｎ ５

つのごちそう」はともに購入意向が８２％（※３）とグルメ志向の飼い主

様に支持される製品に仕上がりました。 

※３：２０１５年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝６００ 

（猫グルメドライユーザー／２０～５０代女性） 

 

≪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 懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ 瀬戸内の小魚ペア ３２０ｇ ４８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
同       美食な高齢ねこちゃん用 

駿河のまぐろ節ペア 
３２０ｇ ４８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同       毛玉ケア 瀬戸内の小魚ペア ３２０ｇ ４８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 懐石４ｄｉｓｈ 瀬戸内の小魚バラエティ ３２０ｇ ４８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同       枕崎のかつお節バラエティ ３２０ｇ ４８０円 

新製品 同       焼津のまぐろバラエティ ３２０ｇ ４８０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ 瀬戸内の小魚ペア ８００ｇ ８１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
同       美食な高齢ねこちゃん用 

駿河のまぐろ節ペア 
８００ｇ ８１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同       毛玉ケア 瀬戸内の小魚ペア ８００ｇ ８１０円 

新製品（※） 懐石 ｚｅｐｐｉｎ 海の風味のしらす添え ２２０ｇ ４８０円 

新製品（※） 同         濃厚な香りの貝柱添え ２２０ｇ ４８０円 

新製品（※） 同         薫り高い本枯れ節添え ２２０ｇ ４８０円 

新製品（※） 
同         １１歳以上用 

          芳醇チーズ・かつお節添え 
２００ｇ ４８０円 

新製品（※） 
同         １１歳以上用 

          芳醇チーズ・まぐろ節添え 
２００ｇ ４８０円 

新製品 同         ５つのごちそう ２２０ｇ ４８０円 

新製品 同         ５つの楽しみ ２２０ｇ ４８０円 

※ＪＡＮコードの変更 
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 キャットフード 「ねこ福」  

「ねこ福」から“和スイーツ”３品を新発売 
～発売以来売り上げが約１０倍と好調のねこちゃん用“おやつ”拡充～ 

 ２０１５年３月に当社初のねこちゃん用おやつの新ブランドとして発売した「ねこ福」は、

発売から半年で売り上げが約１０倍（※１）、１店舗あたりの販売個数も１．４倍（※２）と好調

に推移しています。このたび、キャットフードでは珍しい“和スイーツ”の味わいを採用

した３品を追加し、ラインアップを拡充します。 

飼い主様とねこちゃんにもっと福が訪れることを願い、薄くて噛みやすい小粒の「招福ペ

ア粒」を採用し、おやつとして与えやすい３ｇの小袋分包で仕上げました。 

※１：インテージＳＲＩ（２０１５年３月～９月）の累計販売規模（金額）をベースに指数化 

※２：インテージＳＲＩ（２０１５年３月～９月）のアイテム販売店アイテム累計販売規模（金額）をベー

スに指数化 

 

 今回発売するのは「あずき風味」、「きなこ風味」、「抹茶風味」の３品です。当社那須研究

所の嗜好性テストを元に開発し、自信を持っておすすめする嗜好性の高いおやつです。 

≪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 ねこ福 あずき風味 ３ｇ×１４袋 ２４７円 

新製品 同   きなこ風味 ３ｇ×１４袋 ２４７円 

新製品 同   抹茶風味 ３ｇ×１４袋 ２４７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねこちゃんが喜ぶ３種類の 

旨み豊かな粒イメージ図 

①招福ペア 

 

②ビューティペア 

 

③旨み小判 
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ドッグフード 「いぬのしあわせ ゴロッと具ルメ」  

「いぬのしあわせ ゴロッと具ルメ」新登場 
大きめカットの人気トッピングで、見て、食べて楽しめる 

～粒サイズ、年齢、トッピングのお好みで選べるラインアップ～ 

新シリーズです。国産素材にこだわり、見た目も味わいも楽しめる“グルメでよくばり

なワンちゃんに”ぴったりの製品です。粒サイズ（中粒／小粒）、年齢（１～６歳まで／７

歳以上）、トッピングのお好みで選べる６品を新発売します。 

 

人気トッピング上位（※）の「鶏肉・ささみ」（２１．０％／１位）、「チーズ」（１２．１％

／２位）、「さつまいも」（１１．９％／３位）をはじめ、かぼちゃ、小魚、豆腐などの素材

を２品組み合わせ、他製品（当社既存製品および他社製品）に比べて大きめカットで配合

しました。国産の素材にこだわり、見た目だけでなく味わいも楽しめます。 

※：２０１５年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝２０００（犬の飼い主） 

≪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 
いぬのしあわせ ゴロッと具ルメ 中粒 

１～６歳までの成犬用 ささみ＆かぼちゃ入り 
７５０ｇ ８７５円 

新製品 
同 中粒 

１～６歳までの成犬用 スモークチーズ＆さつまいも入り 
７５０ｇ ８７５円 

新製品 同 中粒 ７歳からの高齢犬用 ささみ＆小魚入り ７５０ｇ ８７５円 

新製品 
同 小粒 

１～６歳までの成犬用 スモークチーズ＆かぼちゃ入り 
７５０ｇ ８７５円 

新製品 
同 小粒 

１～６歳までの成犬用 スモークチーズ＆小魚入り 
７５０ｇ ８７５円 

新製品 同 小粒 ７歳からの高齢犬用 ささみ＆豆腐入り ７５０ｇ ８７５円 

 以上 


