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２０１７年８月３０日 

日清ペットフード ２０１７年秋 新製品 
「懐石」「キャラット」「まぐろの達人」「かつおの達人」から新製品が続々登場！ 

日清製粉グループの日清ペットフード株式会社（社長：酒井 秀夫）は、「懐石」ブラン

ドから新製品４品目、「キャラット」ブランドから新製品１０品目とリニューアル品１品目、

「まぐろの達人」「かつおの達人」シリーズから缶詰タイプの新製品１４品目、その他期間

限定品など、合計３３品目を、本年９月１日（金）から全国で発売します。 

■「懐石」ブランドから“おいしさ”と“健康ケア”を追求したドライ製品４品を新発売                                 

嗜好性の高さで好評をいただいている「懐石」

ブランドから、ドライ製品４品を新発売します。 

「懐石２ｄｉｓｈ」シリーズの８００ｇ（中

袋）タイプは、売上高前年度比１６８％と大き

く伸長しており（※）、今回ねこちゃんに人気の

新しいトッピングを配合した新製品２品を追加

します。 

さらに、４種類の味のバラエティをお楽しみ

いただける「懐石４ｄｉｓｈ」シリーズからは、

ねこちゃんの運動不足や腎臓の健康などを心配する飼い主様のニーズにお応えするべく、

“美味なる健康ケア”を追求した新製品２品を発売します。 

※ＳＲＩ全国全業態（２０１５年４月～２０１６年３月／２０１６年４月～２０１７年３月）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 懐石２ｄｉｓｈ 五島のいわしペア ８００ｇ ８１０円 

新製品 懐石２ｄｉｓｈ 駿河のさば節ペア ８００ｇ ８１０円 

新製品 
懐石４ｄｉｓｈ 美味しい体重ケア 

瀬戸内のしらすバラエティ 
３２０ｇ ４８０円 

新製品 
懐石４ｄｉｓｈ １５歳からの腎臓ケア 

 枕崎のかつお節バラエティ 
３２０ｇ ４８０円 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

粒もトッピングも無着色！ 

脂質カット！低カロリー仕立て！ 
（※「懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ」対比  

  脂質約１０％、１０kcal／１００ｇカット） 

食物繊維配合で毛玉もケア！ 

粒もトッピングも無着色！ 

１５歳以上のねこちゃんの健康に配慮し、 

低たんぱく・低リン・塩分控えめで腎臓に 

優しい！ 
（※「懐石２ｄｉｓｈ 海のおいしさ」対比 

たんぱく質４％、リン１４％、ナトリウム２５％カット） 

 



2 

■「キャラット」は年齢に合わせた健康ケアと飽きないおいしさでラインアップ強化                                  

ねこちゃんの毎日の定番ごはんとして、長らくご愛顧いただいている「キャラットミッ

クス」シリーズからは、お魚が大好きなねこちゃんのためにまぐろ味・白身魚味・かつお

味をミックスしたこだわりの１品に加え、かつお味をベースに年齢別に必要な“毛玉”や

“腎臓”等の健康ケアに配慮した２品の、計３品を発売します。 

「キャラットレトルト」シリーズは、ねこちゃんの４つの年齢ステージ（子ねこ用・１

歳から・１１歳から・１５歳から）に合わせた総合栄養食として、味のバラエティ計８品

を新たに展開し、パッケージも新しいロゴに刷新しています。多頭飼いにもおすすめの“お

得感”と“飽きないおいしさ”があり、毎日の主食にぴったりです。 

≪キャラットミックス≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪キャラットレトルト≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
キャラットミックス 

 お魚づくしの味わいブレンド 
３ｋｇ １，２５０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 同 １１歳からの高齢猫用＋毛玉をおそうじ ２．７ｋｇ １，２５０円 

新製品 同 １５歳からの高齢猫用＋腎臓の健康に配慮 ２．７ｋｇ １，２５０円 
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区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
キャラットレトルト 

 子ねこ用 まぐろのムース・チーズ入り 
６０ｇ １００円 

新製品 同 子ねこ用 若鶏のムース・まぐろ入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １歳からの まぐろの角切り・しらす入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １歳からの 牛肉の角切り・チーズ入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １１歳からの まぐろの粗挽き・かにかま入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １１歳からの かつおの粗挽き・チーズ入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １５歳からの まぐろのムース・チーズ入り ６０ｇ １００円 

新製品 同 １５歳からの 若鶏のムース・まぐろ入り ６０ｇ １００円 

■「まぐろの達人」「かつおの達人」からうまみ成分配合の缶シリーズを新発売                           

２０１７年３月に発売した「まぐろの達人」「かつおの達人」レトルトタイプに続き、パ

ッケージデザインも一新した缶詰タイプ１４品を新発売します。新鮮なまぐろやかつおが

たっぷりのおいしいラインアップをお楽しみいただけるよう、うまみ成分を配合し、ゼリ

ータイプは３種類、人気のスープタイプは１１種類のバラエティを揃えました。 

 

≪まぐろの達人≫ 

 

 

 

 

≪かつおの達人≫ 

 

 

 

  

  

≪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 しらす入り うまみゼリー ８０ｇ １２０円 

新製品 同 ささみ入り うまみゼリー ８０ｇ １２０円 

新製品 同 おかか入り うまみゼリー ８０ｇ １２０円 

ゼリータイプ 

 
スープタイプ 

 

スープタイプ 

 

ゼリータイプ 
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区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 同 しらす入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 牛肉入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 ささみ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 かにかま入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 角とろ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 かつおの達人 しらす入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 おかか入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 ささみ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 あじ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 チーズ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

新製品 同 角とろ入り うまみスープ ８０ｇ １２０円 

■猫用おやつ「ねこ福」から今秋も秋～冬の期間限定品「かつお味」が登場                                     

ねこちゃん用のおやつ市場において売上好調な「ねこ福」シリー

ズから、ご好評をいただいている期間限定品「ねこ福 ３９大入り袋 

かつお味」を発売します。 

ねこちゃんに人気の高いかつお味で、お得なサイズとなっていま

す。また、パッケージも、ねこちゃんの好きな毛糸と温かみを感じ

させるニットのデザインに仕上げました。 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 ねこ福 ３９大入り袋 かつお味 期間限定 １１７ｇ ６３５円 

■「いぬのしあわせ プッチーヌ」時間栄養学を活かした朝夕ごはんのラインアップ強化                                 

日本獣医生命科学大学との共同研究により、業界初の“時間栄養学を利用したペットフ

ード”として開発された「いぬのしあわせ プッチーヌ 朝ごはん＆夜ごはん」シリーズに、

ドライタイプと半生（セミモイスト）タイプの新製品をそれぞれ１品発売し、ラインアッ

プを拡充します。 

ワンちゃんの生体リズムに合わせて、「なにを」「どれだけ」に加えて「いつ」食べるか

を考慮した栄養設計の製品です。朝ごはんと夜ごはんのラインアップが充実し、好き嫌い

の多いワンちゃんのためにも、バリエーションを広げることができます。 

 

 

 

 

≪ドライタイプ≫ 

朝ごはんには豚の燻製、 

夜ごはんにはかぼちゃ入り！ 

≪半生タイプ≫ 

おいしくて食べやすい、 

やわらかダイスカット！ 
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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 プッチーヌ 朝ごはん＆夜ごはん 

１歳からの成犬用 豚の燻製＆かぼちゃ入り 

（ドライタイプ） 

２２０ｇ ５７０円 

新製品 同 １歳からの成犬用（セミモイストタイプ） １６２ｇ ５７０円 

■ロングセラーの「Ｌｏｖｅｌｙ チーズフード」が使いやすくリニューアル                                 

ワンちゃんもねこちゃんも大好きなナチュラルチーズを使用

した３０年来のロングセラー製品「Ｌｏｖｅｌｙ チーズフード」

が、容量とパッケージを見直し、リニューアルしました。 

 

≪リニューアルのポイント≫ 

・小さなワンちゃんやねこちゃんにも与えやすい 

１０ｇ×６本入りに！ 

・フィルムをはがすだけで簡単に開けられるように！ 

 

≪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 犬猫用チーズフードプレーン １０ｇ×６本 ２３０円 

 

以上 

 

≪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 

≪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：開
ひらき

・寺岡 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

メール：mailbox@mail.nisshin.com 

 

 

mailto:mailbox@mail.nisshin.com

