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※１２ヶ月までの子犬用は、「国産小麦全

粒粉」不使用 

 

 

 

２０１７年８月３０日 
 

腸内フローラを整える「ＪＰスタイル 和の究み」新製品発売 

「ＪＰスタイル 和の究み」シリーズは、粒サイズ・年齢で選べるラインアップで新登場 

ペット専門店向けブランド「ＪＰスタイルゴールド 和の究み」シリーズはパッケージを変更し、新登場 

 

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、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 和の究み」シリーズのラインアップを強化し

新製品３８品目を、本年９月１日（金）から全国で新発売します。 

■犬用「ＪＰスタイル 和の究み」シリーズは粒サイズ・年齢で選べるラインアップに！           

犬用「ＪＰスタイル 和の究み」は、３種類の粒サイズ 

（超小粒・小粒・大粒）と４種類の年齢ステージ（１２ヶ

月までの子犬用・１歳からの成犬用・７歳から・１１歳か

ら）で選べるラインアップになって新登場します。 

また、食物繊維豊富な“国産小麦全粒粉”を主原料（※

１）に“オリゴ糖”を配合しており、“有胞子性乳酸菌”

も加えることでプロバイオティクス（※２）・プレバイオ

ティクス（※３）の両側面で「腸内フローラ」を整え健康

を維持し、免疫力を保ちます。新パッケージでは、「腸内

フローラを整える」機能について、大きくわかりやすく 

訴求しています。 

さらに、用途に合わせて選べる 3 タイプの量目をラインアップし、おいしさを保つ小分

け包装を採用しています。 

※１…１２ヶ月までの子犬用は、「国産小麦全粒粉」不使用 
※２…腸内フローラ（腸内細菌叢）のバランスを整えることにより有益な作用をもたらす微生物 

※３…プロバイオティクスの働きを助ける物質とそれらを含む食品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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■犬用「セレクトヘルスケア」シリーズも「腸内フローラ」を整え、免疫力を保つ     

 健康面で特に気になることを普段の食事で元気な

時からケアする犬用「セレクトヘルスケア」シリーズ

の「スリムな体型維持サポート」「皮膚・被毛の健康

維持サポート」２種類も、食物繊維豊富な“国産小麦

全粒粉”を主原料（※）に“オリゴ糖”や“有胞子性

乳酸菌”を加えることで「腸内フローラ」を整え健康

を維持し、免疫力を保ちます。 

※…「皮膚・被毛の健康維持サポート」は“国産小麦全粒   

粉”不使用 

 

≪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 小粒  
１２ヶ月までの子犬用 ８００ｇ １，２８５円 

新製品 同 小粒 １歳からの成犬用 ９００ｇ １，２８５円 

新製品 同 小粒 ７歳から ９００ｇ １，２８５円 

新製品 同 小粒 １１歳から ９００ｇ １，２８５円 

新製品 同 小粒 １２ヶ月までの子犬用 ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 小粒 １歳からの成犬用 ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 小粒 ７歳から ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 小粒 １１歳から ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 小粒 １歳からの成犬用 ４．２ｋｇ ３，７５０円 

新製品 同 小粒 ７歳から ４．２ｋｇ ３，７５０円 

新製品 同 小粒 １１歳から ４．２ｋｇ ３，７５０円 

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歳からの成犬用 ８００ｇ １，２８５円 

新製品 同 スリムな体型維持サポート ７歳から ８００ｇ １，２８５円 

新製品 同 皮膚・被毛の健康維持サポート  
１歳からの成犬用 

８００ｇ １，２８５円 

新製品 同 皮膚・被毛の健康維持サポート ７歳から ８００ｇ １，２８５円 

新製品 
同 スリムな体型維持サポート １歳からの成犬用 ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 スリムな体型維持サポート ７歳から ２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 皮膚・被毛の健康維持サポート  
１歳からの成犬用 

２．１ｋｇ ２，６８０円 

新製品 同 皮膚・被毛の健康維持サポート ７歳から ２．１ｋｇ ２，６８０円 
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■ペット専門店のみで販売する「ＪＰスタイルゴールド 和の究み」も新発売      

ペット専門店のみで販売する犬用「ＪＰスタイルゴールド 和の究み」シリーズも超小

粒・小粒の２種類の粒サイズで選べるラインアップで新登場します。 

「ＪＰスタイルゴールド 和の究み」シリーズでは、「ＪＰスタイル 和の究み」シリーズ

にも含まれる“有胞子性乳酸菌”“オリゴ糖”“小麦全粒粉（※）”に加え、抗酸化成分の“CoQ10”

と“マルチビタミン”を配合し、腸内フローラを整え、健康の維持に配慮します。 
※…１２ヶ月までの子犬用は、“小麦全粒粉”不使用 

 

 

 

 

 

 

 

≪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スタイルゴールド 和の究み 小粒  
１２ヶ月までの子犬用 ８００ｇ １，４２８円 

新製品 同 小粒 １歳からの成犬用 ９００ｇ １，４２８円 

新製品 同 小粒 ７歳から ９００ｇ １，４２８円 

新製品 同 小粒 １１歳から ９００ｇ １，４２８円 

新製品 同 小粒 １歳からの成犬用 ２．４ｋｇ ３，１５０円 

新製品 同 小粒 ７歳から ２．４ｋｇ ３，１５０円 

新製品 同 小粒 １１歳から ２．４ｋｇ ３，１５０円 

新製品 ＪＰスタイルゴールド 和の究み 超小粒  
１２ヶ月までの子犬用 

８００ｇ １，４２８円 

新製品 同 超小粒 １歳からの成犬用 ８００ｇ １，４２８円 

新製品 同 超小粒 ７歳から ８００ｇ １，４２８円 

新製品 同 超小粒 １１歳から ８００ｇ １，４２８円 

■猫用「トータルボディケア」「セレクトヘルスケア」シリーズに小分けパック４品を追加   

 からだ全体の健康を維持する猫用「トータルボディケア」

シリーズに１パック４０ｇの小分けパックタイプを追加し

ます。また、気になる部位の健康を維持する「セレクトヘル

スケア」シリーズのうち、「同 腸内フローラを整え、お腹の

健康維持サポート」でも１パック２５ｇの小分けパックタイ

プを追加します。小分けパックタイプはおいしさを保った状

態で少しずつ与えることができるため、おいしさにこだわる

ねこちゃんに適しています。小容量のため、お試しサイズと

しても適しています。 
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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 ＪＰスタイル 和の究み トータルボディケア  
１２ヶ月までの子猫用 ２４０ｇ ５５０円 

新製品 同 １歳からの成猫用 ２４０ｇ ５５０円 

新製品 同 １１歳からのシニア猫用 ２４０ｇ ５５０円 

新製品 ＪＰスタイル 和の究み セレクトヘルスケア  
腸内フローラを整え、お腹の健康維持サポート ２００ｇ ５５０円 

 

■人気の犬用歯みがきガムをお腹の健康維持にも配慮して新発売！           

「ＪＰスタイル 和の究み ライフサポートシリーズ」で人気の歯みがきガムを、“オリゴ

糖”“乾燥おから”を配合してお腹の健康維持に配慮した仕様に変更し、新発売します。本

製品は、特殊な形状にすることで噛むことにより歯垢や歯石の付着に配慮します。愛犬の

サイズに合わせて選べるミニ・レギュラーの２タイプに、量目も６５ｇ・２００ｇの２タ

イプをご用意し、用途に合わせて適したタイプをお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 
（税抜き） 

新製品 ＪＰスタイル 和の究み 歯みがきガム ミニ ６５ｇ ５００円 

新製品 ＪＰスタイル 和の究み 歯みがきガム レギュラー ６５ｇ ５００円 

新製品 ＪＰスタイル 和の究み 歯みがきガム ミニ ２００ｇ １，３２０円 

新製品 ＪＰスタイル 和の究み 歯みがきガム レギュラー ２００ｇ １，３２０円 

以上 

 

 ≪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 

 

 

≪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

