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２０１７年２月２７日 

日清ペットフード ２０１７年春 新製品 
「懐石」「まぐろの達人」「かつおの達人」から一挙に３６品を新発売 

業界初！学術研究に基づき、食べる時間に合わせて開発の「プッチーヌ」登場 
  
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」および

「まぐろの達人」「かつおの達人」ブランドのウェットフード（缶詰、レトルト）３６品目

をはじめとしたキャットフードの新製品３９品目、業界初の食べる時間に合わせて開発し

たドッグフードなどの新製品７品目の、合計４６品目を、本年３月１日（水）から全国で

新発売します。 

■猫用ウェットを大幅拡充！ 「懐石」ブランドから缶詰とレトルト２４品を新発売    

嗜好性の高さが好評のブランド「懐石」から、素材にこだわったぜいたくな味わいの  

缶詰製品１２品、レトルト製品１２品を新発売します。 

 

 

 

 

ドライフードでも嗜好性の高さが好評をいただいている「懐石」ブランドでレトルトを

拡充することで、さらなる市場の活性化を図ります。 

※１：インテージＳＲＩ（２０１４年４月～２０１６年３月）全国売上金額 

※２：２０１６年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝２，０００（猫ウェットユーザー） 

≪新製品のポイント≫ 

 厳選した白身（まぐろ、かつお、若鶏、サーモン）に贅沢トッピングを配合 

 魚介や鶏のうまみがギュッと詰まった“魚介だし”、“鶏だし”仕立て 

 当社独自のうまみ成分を配合 

 

艶やかな色の和柄を採用した、全種類デザイン違いのパッケージ 

   

 

 

 

 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

ウェットフードの利用法（当社調べ ※２） 

・主食 

・食事の楽しみ 

・食欲増進 

・ごほうび 

ウェットフードにはより高い嗜好性が 

求められています！ 

ねこちゃんを 

喜ばせたい！ 
普段購入しているドライフードと 

同ブランドのウェットフードを 

試してみたい飼い主様は８７％！ 

（※２） 

さらに・・・ 

当社は根強い人気の缶詰を加えたウェットフードに着目しました。 

微増傾向のキャットフード市場で、前年比１１５％と伸びているレトルト市場！（※１） 

＜缶詰製品＞ 
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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 懐石缶 まぐろ白身 しらす添え 魚介だしゼリー ６０ｇ １３０円 

新製品 同 まぐろ白身 牛肉添え 魚介だしゼリー  ６０ｇ １３０円 

新製品 同 まぐろ白身 かに添え 魚介だしゼリー ６０ｇ １３０円 

新製品 同 まぐろ白身 貝柱添え 魚介だしゼリー ６０ｇ １３０円 

新製品 同 厳選まぐろ白身 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 まぐろ白身 しらす添え 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 まぐろ白身 削り節添え 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 厳選かつお白身 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 かつお白身 かにかま添え 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 厳選 若鶏ささみ 鶏だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 若鶏 チーズ添え 鶏だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 同 サーモン チーズ添え 魚介だしスープ ６０ｇ １３０円 

新製品 
懐石レトルト まぐろ白身 

しらすを添えて 魚介だしゼリー 
４０ｇ １２０円 

新製品 同 まぐろ白身 かにを添えて 魚介だしゼリー ４０ｇ １２０円 

新製品 同 まぐろ白身 貝柱を添えて 魚介だしゼリー ４０ｇ １２０円 

新製品 同 まぐろ白身 牛肉を添えて 魚介だしゼリー ４０ｇ １２０円 

新製品 同 厳選まぐろ白身 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 まぐろ白身 しらすを添えて 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 まぐろ白身 ささみを添えて 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 厳選かつお白身 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 かつお白身 かにかまを添えて 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 かつお白身 削り節を添えて 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 若鶏 チーズを添えて 鶏だしスープ ４０ｇ １２０円 

新製品 同 サーモン チーズを添えて 魚介だしスープ ４０ｇ １２０円 

 

 

＜レトルトパウチ製品＞ 
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■「まぐろの達人」「かつおの達人」からは小さめフレークのレトルト新発売      

缶詰でおなじみの「まぐろの達人」「かつおの達人」シリーズからは、食べやすい小さめ

フレークを採用したレトルトの新製品１２品を発売します。 

当社独自のうまみ成分と、ねこちゃんの好きなトッピングの上位５位（※）のかつお節、

ささみ、しらす、かにかま、小魚などのトッピングを使用し、ねこちゃんが喜ぶとろみス

ープ仕立てのウェットフードです。 

※：２０１６年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝２，０００（猫ウェットユーザー） 

≪新製品のポイント≫ 

 白身（まぐろ、かつお）ベースに魚肉を丸ごと使用した濃厚な香り 

 食べやすい小さめフレークを採用したスープ仕立てのレトルトキャットフード 

 ねこちゃんの好きなトッピング上位５位を配合 

 当社独自のうまみ成分を配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
まぐろの達人レトルト 

  しらす入り うまみスープ 
５０ｇ １１０円 

新製品 同 ささみ入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 おかか入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 かにかま入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 牛肉入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 貝柱入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 かつおの達人レトルト しらす入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 ささみ入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 おかか入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 角とろ うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 まぐろ入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

新製品 同 チーズ入り うまみスープ ５０ｇ １１０円 

▲「まぐろの達人」シリーズ 

「かつおの達人」シリーズ▼ 
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■業界初！ 学術研究に基づいて開発の時間栄養学ドッグフード新登場！        

ドライドッグフード「いぬのしあわせ プッチーヌ」より、

時間栄養学を取り入れ学術研究に基づいて開発された“業

界初”の犬用朝ごはんと夜ごはんなど、新製品７品を発売

します。 

当社と日本獣医生命科学大学の長年の共同研究により、

時間栄養学に基づき、ワンちゃんにも朝と夜での代謝の違

いがあることを確認し、食事の時間と内容により健康によ

い影響があることが明らかになりました。その研究成果と、

室内飼育が多い体重５ｋｇ未満の小型犬の給餌リズム（※）

を考慮し、活動的な日中のエネルギーを補給できる腹持ち

のよい“朝ごはん”、消化吸収の機能が低下する夜には低脂

肪、低繊維でおなかにやさしい栄養設計の“夜ごはん”と、給

餌する時間によって最適な栄養設計としました。 

また、ワンちゃんとのお出かけや旅行の際、携帯に便利な使

いやすい小容量の「プチプッチーヌ ４連パック」も新発売し

ます。 

※：２０１６年、当社調べ。Ｗｅｂアンケート／Ｎ＝１，６００ 

（体重５ｋｇ未満のワンちゃんの飼い主様） 

（ドッグフードの給餌回数は「１日２回」が７４．３％。給餌時間        

は「６～９時」が６７．７％、「１８～２１時」が５７．１％） 

 

 

 

 

 

 

 

≪新製品のポイント：朝ごはん／夜ごはん≫ 

 業界初！ 学術研究に基づいて開発された犬用朝ごはんと夜ごはん 

 活発に過ごす日中のエネルギーを補給できる腹持ちのよい“朝ごはん”には、チーズ

キューブを配合 

 消化吸収の機能が低下する夜用の胃腸に負担をかけない“夜ごはん”は、低脂肪、低

繊維設計で、かつお本枯れ節を配合 

 １パック２２ｇの分包で使い切りやすい設計 

 １箱に朝ごはんと夜ごはんが５パックずつ入ったタイプと、お出かけ用やトライアル

に最適な４連パックもラインアップ 
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≪新製品のポイント：プチプッチーヌ ４連パック≫ 

 あげたい時に少しずつあげるのに最適な小容量の４連パック 

 しつけのごほうびに、おやつ代わりに、トッピングに、さまざまなシーンで使えます 

 お出かけや旅行の際の携帯にも便利なサイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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 プッチーヌ（朝ごはん＆夜ごはん） 

  １歳からの成犬用（ドライタイプ） 
２２０ｇ ５７０円 

新製品 
同 （朝ごはん ４連パック） 

１歳からの成犬用（ドライタイプ） 
２２ｇ×４連 ２６０円 

新製品 
同 （夜ごはん ４連パック） 

  １歳からの成犬用（ドライタイプ） 
２２ｇ×４連 ２６０円 

新製品 
プチプッチーヌ ４連パック 

  ビーフ練り込み粒 
１５ｇ×４連 ２６０円 

新製品 同 ささみ練り込み粒 １５ｇ×４連 ２６０円 

新製品 同 チーズ入りささみ練り込み粒 １５ｇ×４連 ２６０円 

新製品 同 まぐろ練り込み粒 １５ｇ×４連 ２６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンちゃんが登場する 

４コマ漫画風のパッケージ！ 
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■キャットフード「懐石ｚｅｐｐｉｎ」（ドライ）に新トッピングが登場                                    

厳選した５種類のトッピングを各袋でお楽しみいた

だけるキャットフード「懐石ｚｅｐｐｉｎ」（ドライ）

の新製品２品を新発売します。「懐石ｚｅｐｐｉｎ ５

つのごほうび」はうるめいわし、「同 ５つのしあわせ」

はさば節が新トッピングとして仲間入りしました。 

 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 懐石ｚｅｐｐｉｎ ５つのしあわせ ２２０ｇ ４８０円 

新製品 懐石ｚｅｐｐｉｎ ５つのごほうび ２２０ｇ ４８０円 

 

 

■ねこちゃん用おやつ「ねこ福」からは春～夏の期間限定「あじ風味」登場！                                    

前年比１２２％（※）と好調な猫用おやつ市場において、前年比

１４４％（※）と市場全体を上回る伸長を見せる「ねこ福」から、

５月～７月が旬のあじを使用した「ねこ福 ３９大入袋 あじ風味」

を期間限定で新発売します。 

※：インテージＳＲＩ（２０１５年１０月～２０１６年１０月）全国売上金額 

  （２０１５年１０月と２０１６年１０月の売上金額） 

 

≪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 ３９大入り袋 あじ風味 期間限定 １１７ｇ ６３５円 

 

 

≪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 

 

以上 

mailto:mailbox@mail.nisshin.com

