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動
物写真家の岩合光昭が初監
／

㊎の猫の日

督を務めた映画
﹁ねことじ

いちゃん﹂が︑
に公開！ 今号の表紙には︑映画
のヒロインの柴咲コウさんが︑主
人公・大吉
︵立川志の輔︶
の飼い猫・

タマを演じたベーコンと共に登場︒
柴咲さんは︑都会から猫と老人ば
かりの島に移住し︑カフェを開業
する美智子を演じている︒
﹁美智子は島では自然体で暮らし
ていますが︑都会の中で頑張って
生きてきた過去があるんじゃない
かなと感じる部分があって︒その
イメージを自分の中に持ちながら︑
少し憂いや陰が垣間見えるといい
なと思いつつ演じていました﹂
撮影が行われたのは︑愛知県の
三河湾に浮かぶ小さな島︑佐久島︒
猫がいて⁝という︑とても穏やか

﹁海があって木々があって︑鳥や
な島で︑日本の原風景だと感じな
がら撮影していました︒島の猫も
映っていますし︑その猫たちにも
映画に協力してもらっていました
ね
︵笑︶
︒私は猫が大好きなので︑
撮影期間はセラピーを受けている
ようで最高に幸せでした﹂
本誌の撮影中︑とてもお行儀が
よかったベーコンは︑映画の現場
でもとても落ち着いていたそう︒
﹁ダンスホールのシーンでみんな
がバタバタしているところでも︑
ベーコンはじっとしていたり︒穏
やかな猫なので︑人を選ばず私に

もよく寄
ってきて
くれました︒
それを見て︑志の
輔さんは
﹃ やっぱ り
女の人が好きなんだね﹄
と

コン
♂）
ベー
（ 3歳
ア
ヘ
ト
ョー
カンシ
アメリ

大好きな猫が出てくることも本

自宅にはキャットタワーを設置︒

そんなのえるちゃんのために︑

も穏やかになってきた気がします﹂
人と猫との穏やかな営みを映し

﹁のえるは高い場所が好きなので︑

ールのポールにフラットな台座が

作への出演を決めた理由の一つと

のっているものなのですが︑台座

話す柴咲さん︒自身ものえるちゃ

活を送りがちなんですが︑のえる

に囲いがある方がリラックスでき

出しながら︑心豊かな生き方とは

は穏やかで優しい子なので︑その

そうなので︑もう一度改 良しよう

何かを問いかけてくる本作︒

やせつなさが丁寧に描かれていて︒

優しさに救われます︒﹃焦りすぎず

迎え入れた時に用意しました︒何

大事件があるわけでもありません

に生きよう﹄
と見習うべき部分が多

度か改 良を加えていて︑今はスチ

が︑登場人物一人一人の心情や空

かなと思っているところです﹂

んという白猫を飼っている︒

気感がしっかりと伝わってきて︑

いので︑飼い始めてから私の性格

﹁私はせっかちでバタバタした生

見ている人の日常にも思いをはせ

せんが︑猫を通じて人間の豊かさ

られる映画だと思います﹂

F
r
e
v 3 ac
C #6
﹁猫に注目がいきがちかもしれま

おっしゃっていましたね
︵笑︶
﹂

&
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©2018「ねことじいちゃん」製作委員会
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撮影＝諸井純二（Rooster）／取材･文＝大西淳子／ヘアメイク＝SAKURA
（allure）／スタイリスト＝岡本純子／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）
（ワンピース）、Chaos/表参道店 ￥49,000
（カーディガン）、MARIHA/伊勢丹新宿本店 ￥45,000
（ピアス）
衣装協力＝SEA NEW YORK/ブランドニュース￥63,000
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ウ
コ
柴咲
ねこまき原作のコミックを、動物写真家の岩
合光昭が映画化。離島に住む70歳の大吉（立
川志の輔）
は、元校長先生。2 年前に妻に先立
たれ、飼い猫・タマ
（ベーコン）
と暮らしている。
妻が残したレシピノートを完成させるため、
都会から来たカフェ店主の美智子
（柴咲）
に料
理を習ったり、友人たちとのんびり過ごした
り。だがある日、体の不調で倒れ、大吉の穏
やかな日々に変化が。そんな中、タマが姿を
消してしまう。同名の写真展も全国巡回中。

「ねことじいちゃん」

しばさきこう●1981年 8月5日生ま
れ、東京都出身。1998年女優デビ
ューを果たし、数々の人気ドラマ
や映画で活躍する。02年歌手とし
てもデビュー。18年5月には
「MuseK」
名義で新曲「Blessing」を配信。また、
自身のアパレルブランド「MES VAC
ANCES（ミヴァコンス）
」
と食品のブラ
ンド「LTG FOODS」を立ち上げ、起業
家としても注目を集めている。19年
春にはWOWOW連続ドラマ「坂の途
中の家」
に主演し、母親役に挑む。
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岩合光昭が映し出す、猫と人間のいとおしい日々
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猫を飼ってから自分の性格も
穏やかになったと思います

動物看護師。ペットショップや動物
病院勤務、専門学校教員の経験を持
ち、現在、ペットシッターを行う株
式会社CARE PETSにて部長を務める。
ペットの日常のお世話だけでなく、
看護や介護にも対応。プライベート
では、保護猫2匹と暮らしている。
株式会社CARE PETS
（ケアペッツ）
i東京都千代田区九段南2-4-4 三和九段ビル5F
20120・949・615 3care-pets.jp/

教えてくれたのは 菊地美咲さん

加齢と共に表れる症状や時期に

は個体差がありますが︑高齢期と

なる 歳を迎えるころから︑高齢

化に対する心づもりをしておくと

よいと思います︒まず︑高齢化す

ることで表れる症状や病気などを

チェックし︑家の中でのペットの

行動範囲を考えて危ないところが

ないかなども再確認しましょう︒

また︑もしもの時に世話をお願い

できそうな家族や友人に時々遊び
に来てもらい︑ペットに慣れても
らうのも一つの準備です︒

近
年︑ペットの高齢化が進ん
ん︑高齢化に伴う体の変化などは︑

を抱えるようになります︒もちろ
もともと持っている力やどのよう
な生育歴かなどで個体差が大きく︑

年全国

でいます︒一般社団法人ペ

いつどのように症状が出始め︑ど

ットフード協会の
﹁平成
犬猫飼育実態調査﹂によれば︑犬

ことができません︒ただ︑一緒に
暮らしていくうえでは避けて通れ

歳は幼年期︑ 〜 歳は青年期︑
ない道でもあります︒普段から愛
犬や愛猫の様子をよく観察し︑よ

歳になると︑大型犬なら人間で

ないこと︑また信頼できるかかり

く触れ合い︑小さな変化も見逃さ

ています︒現在の飼育頭数に占め
つけの獣医師を得ておくことなど

の高齢期の頭数は徐々に増えてお
り︑猫も高い割合のまま横ばいが
続いています︒

高齢化に伴う変化や介助︑介護
について︑専門家にお伺いしまし
た︒わが家のペットの今とこれか
らに生かしてください︒

甘えん坊になったり︑逆に怒りっ

衰えを感じて不安になるせいか︑

犬も猫も年をとると自身の体の

の一つといえます︒

てこなくなるなどが老化のサイン

るといつも迎えに来ていたのに出

いる時間が長くなったり︑帰宅す

見た目としては︑だんだん毛艶
がなくなってくるのも老化現象の

らすことが多いので︑なかなか老

い病気でなければ普段どおりに暮

るようになったりします︒猫は重

が短くなったり︑トイレを失敗す

ことが大切だと思います︒

気付いて︑うまく対応してあげる

しょう︒ペットの老化のサインに

うな﹂と感じることが出てくるで

小さなことからも
﹁今までとは違

毎日一緒にいる飼い主さんなら︑

一つです︒

化に気付きにくいのですが︑寝て

犬は︑足腰が弱ってお散歩距離

や動きが鈍くなってきます︒

動作がゆっくりになるなど︑反応

かなか来ない︑立ち上がるまでの

ぽくなったりします︒呼んでもな

甘えん坊になったり、怒りっぽくなったりします
反応や動きが鈍くなってきます
毛艶がなくなってきます

人間と同じように︑ペットも高

15歳
24歳
28歳
36歳
44歳
56歳
64歳
76歳
1歳
2歳
3歳
5歳
7歳
10歳
12歳
15歳

人間
中型犬・小型犬
猫

7

齢化することで︑いくつかの問題

が大切だといえます︒

る割合で見ると︑犬では 歳以上

の場合は 歳に相当すると言われ

いえば 歳︑中型犬や小型犬︑猫

7

歳以上が高齢期とされています︒

のように進行するかは︑予測する

の平均寿命は ・ 歳︑猫の平均

29

寿命は ・ 歳です︒犬も猫も
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12歳
19歳
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40歳
54歳
75歳
89歳
110歳
1歳
2歳
3歳
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7歳
10歳
12歳
15歳

人間
大型犬

6
取材・文=佐藤紀子／撮影=松本順子／イラスト=岡本倫幸

7

犬も猫も長寿時代となりました。長く共に暮らしていれば
いつかは直面する介助や介護について、知っておきましょう。

してもらいましょう！

から かかりつけの獣医さん
編集部
！ に定期的に健康診断を
ひと言

の
犬も猫も7歳を目安に
準備を始めましょう

7

兆候

介助と介護を
考える
7

ペット
準備

「飼い主のためのペットフード・ガイドライン〜犬・猫の健康を守るために〜」
環境省2009年

老化すると視力が衰えて︑家具
などにぶつかったり︑小さな段差
でよろけたりすることもあります︒
床には物を置かず︑テーブルなど
の角は保護するとよいと思います︒
敷居などは︑段差解消スロープな
どで段差をなくしておきましょう︒
また高齢の猫は︑細い隙間には
まって出られず︑助けを求めるこ
とがあります︒飼い主さんが家に
いる時は︑
﹁大丈夫？﹂
などと声を
かけて出してあげればよいのです
が︑お留守番中だと大変です︒猫
が入りそうな隙間をふさぐか︑犬
用などの大きなケージを用意して
あげるとよいでしょう︒

になっているようになっても頭を

食べやすくなります︒ほとんど横

ご飯用の器を台にのせてあげると

を下げるのがつらくなってきます︒

ングのボトルをよく洗って代用す

ーブやプラスチック製のドレッシ

照︶
であげます︒マヨネーズのチュ

をシリンジ
︵右イラストの右下参

ってきたら︑柔らかくしたフード

さらに老化が進んで動けなくな

弱ってくるので︑食べにくそうに

つの方法です︒だんだん咀嚼力も

が大切です︒

トの様子を見ながら工夫すること

せようとしても嫌がるので︑ペッ

自分で食べられるうちは食べさ

ることもできます︒

していたら水やぬるま湯などで少

スプーンなどであげてみるのも一

まくすくいとれなくなってきたら︑

もたげられるようなら︑手に器を

し柔らかくしてあげましょう︒

から
編集部
！
言
ひと

持ってあげるとよいでしょう︒う

年をとると︑食事をする時に首

排泄
食事だけでなく、水分をしっかりとら
せるのも大切です。自分で水を飲みに
行けなくなったら、細長い口の付いた
プラスチック製の容器で少しずつ口の
中に入れてあげるとよいでしょう。

トイレに行くのが間に合わなか
ったり︑トイレに行き着いても視
力や聴力の衰えから感覚がずれる
せいか︑いつもの場所に排泄でき
ないこともあります︒もし失敗し
ても︑しからないようにしましょ
う︒前者の場合は︑トイレに行き
たそうな素振りが見えたら軽く体
をつついてトイレに誘導したり︑
トイレの数を増やすことで対応で
きます︒後者の場合は︑トイレの
周囲にトイレシートを置くことで
解決できるでしょう︒それでも難
しい場合はおむつを使うのも一つ
泄を嫌がることが多いので︑﹁おむ
況を見つつ︑老化現象かどうかの

ることもあるので︑排泄以外の状

の方法です︒初めはおむつでの排
つでしてもいいんだよ﹂と教えて
うんちをする時︑足腰が弱って

見極めをすることが必要です︒

猫の場合は︑何かしら不満など

あげることが大切です︒

す︒排泄時︑ぺちゃんと

くるとふんばりきれなくなりま

ーナツ形クッションを使ってあげ

ります︒体毛が擦れてきたら︑ド

顎などで床ずれを起こしやすくな

動けなくなると︑肩やかかと︑

た方がよいと思います︒

などの体毛を短くカットしてあげ

う︒体毛が長いなら︑お尻の周り

れはまめにふき取ってあげましょ

ることも大切です︒特に排泄の汚

また体全体を清潔に保ってあげ

がある時に︑トイレ以外で排泄す
座り込んでしまわないよ
う︑後ろ足のあたりを軽
く支えてあげてください︒
また活動量が減ると便秘
を起こしやすくなります︒
うんちが出ていないなと
思ったら︑おなかを
﹁の﹂
の字にマッサージしてあ
げましょう︒
また︑歩く時にふらつ
いてしまうなら︑歩行を
補助するベルトなどを使
って︑トイレまで誘導し

ましょう︒大中小と揃えておくと

てあげるとよいでしょう︒

便利です︒また︑動かないと関節
が固まりやすくなるので︑手足を
持って関節をゆっくりと動かして
あげましょう︒肉球をプニプニと
押してマッサージするのも気持ち
がいいようです︒また︑鼻涙管が
詰まって目やにが出やすくなるの
で︑目から鼻筋にかけて軽いタッ
チでマッサージしてあげるのも効
果的です︒関節ケアやマッサージ
をすると血行がよくなり︑食欲が
出てくることもあります︒

8
9

体圧を分散するマットも
市販されています。床ず
れ予防などに便利です。

から
編集部
！
言
ひと

ソファに上がるのが好きな犬や猫
がいるお宅では、ソファと床の段
差をなくす、足腰に負担がかかり
にくい素材でできたスロープやス
テップなどもおすすめです。

から
編集部
！
ひと言

介助用のベルトは市販
されていますが、小型
犬ならタオルに穴を開
けて足を入れ、背中の
上の方でぎゅっと持つ
ことで代用することも
できます。

床ずれに気を付け、
関節ケアとマッサージも大切に。
いつも清潔に心がけましょう

家の中をバリアフリーにして
人もペットも快適な環境づくりを

体の様子を見て、
食事のあげ方を工夫

から
編集部
！
ひと言

体のケア

室内の対応
食事

トイレは失敗してもしからずに！
うんちでふんばる時は補助が有効。
移動には補助ベルトも活用して

になることがあります︒高齢のペ

したり昼夜逆転の生活をするよう

認知症を発症すると︑夜鳴きを

で︑ペットの生活環境をチェック

じていたりして鳴くこともあるの

が汚れていたり︑寝床を不快に感

ことがあります︒ほかにもトイレ

また︑体に負担がかからないよ

してみるといいと思います︒
うに気を付けながらできるだけ日

ットが夜鳴きをするのは︑不安や
います︒やさしくなでながら
﹁こ

寂しさからではないかといわれて
こにいるよ﹂
﹁大丈夫だよ﹂
と声を

す︒最愛のペットのことは
〝自分

心身両面での負担が大きくなりま

要になってくると︑飼い主さんの

ペットの老化が進み︑介護が必

また︑ペットの介護をしている

に予定があるので︑いつでもお願

人もペットシッターも︑それぞれ

確保しておくことです︒家族も友

いできる人を複数のチャンネルで

ことを自発的に発信することも大

いできるわけではないからです︒

切だと思います︒身近な方たちに

がしっかりみなくては〟と思う気
期間に及ぶことを考え︑自分一人

持ちはわかりますが︑ある程度の
で抱え込まないようにしてくださ

けでも気が楽になりますし︑介護

もよいでしょう︒聞いてもらうだ
経験のある人と話すことで気が晴

話すだけでなくSNS を利用して

を取りましょう︒友達やペットシ
れたり︑新しい気付きや有益な情

い︒たとえば週に１日くらいは︑

ッターに世話をお願いしてリフレ
報を得たりすることもあります︒

家族で順番に
〝リフレッシュ休暇〟

ここで大切なのは︑世話をお願

ッシュするのもいいと思います︒

から す。介護の初期段階から依頼をしてみて、
編集部
！ 自分ともペットとも相性がよく、信頼でき
ひと言
北海道夕張郡栗山町旭台1番地 59

るシッターさんを探しておきましょう。

製造者／株式会社ノースペット

中かまってあげて︑夜はしっかり

ペットシッターさんとの信頼関係も大切で

Hokkaido

眠れるようにしてあげるのも一つ

嗜好性の高いフードに仕上がりました。

かけて安心させてあげましょう︒

自然に近い形で栄養を補える

また寝床の中に飼い主さんのにお

97％以上配合することにより、

の方法です︒昼夜逆転してしまっ

北海道産の牛赤身肉と牛内臓肉を

いのついたものを置いたり︑寝る

肉食動物である犬本来の食事に着目し、

たペットにも有効だと思います︒

ミートミール、砂 糖、食 塩 不 使用

時はそばにいるなどで少し和らぐ

お問い合わせ TEL0123 -72-2211

The Factory is in Kuriyama, Hokkaido.

プロピレングリコール、

成 犬用

小 麦、米）
を使用しない

「グレインフリー」。

穀物不使用

一人で抱え込まないで

夜鳴きは何らかの不安の表れです

400

g（50g×8 袋）
穀 物 類（トウモロコシ、

飼い主さん自身の心のケア

心のケア
◎ 内容量

犬 が 消 化しにくい

保存料、着色料、発色剤、

北海道産牛
97%使用の
総合栄養食
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三原 うちでも使っていますよ︒
森 ありがとうございます︒ペッ
トを飼っていない方から︑玄関前
などにおしっこやうんちをされて
困るという声がありました︒本来
なら飼い主さんが適切に処置すべ
きなのですが︑その
〝マナー〟
〝エ
チケット 〟の啓蒙という点も含め︑
市場に投入したのが︑この﹁マナ
ーウェア﹂なんです︒
濱崎 ペットを飼っていてもいな
くても︑互いに快適に暮らせる社
会を実現するという意義もありま
すね︒
三原 うちの か月の犬は︑まだ
おしっこが上手にできない時があ
るので室内で使っていますが︑ト
イレが上手になったらお散歩の時

ユニ・チャーム株式会社
5

3

7

r森さんの愛犬はトイプ
ードルのリックくん。10
歳。
「家に帰ると玄関まで
迎えにきてくれます」

っとっと﹂を犬用のおやつにした

い年代に長く親しまれている
﹁お

ゃん専用おっとっと﹂です︒幅広

同開発した
﹁グラン・デリ ワンち

その中の一つが森永製菓さんと共

12

濱崎雅幸 さん

兼松株式会社
上席執行役員
食糧部門長

森 信次 さん

ユニ・チャーム株式会社
取締役 副社長執行役員
ジャパン営業統括本部長

三原じゅん子 さん

排泄ケアの改善で
豊かな暮らしを実現
濱崎 ユニ・チャームさんがペッ
ト事業に参入されたのはいつでし
ょうか︒
森 当社の創業は1961年です︒
〝NOLA＆DOLA〟
︵生活者の
束縛からの解放と生活者の夢をよ
り多くかなえる︶という理念のも
と︑ 年に女性の生理用品を発売
して︑ベビー用おむつ︑大人用紙
おむつと進み︑ペット事業は 年
にフードの分野からスタートさせ
ました︒
濱崎 御社の強みの一つとして吸
収体分野が挙げられると思います︒
森 ペット事業でも生かしていま
す︒犬も猫も家族の一員としてリ
ビングで一緒に暮らす人が増えて
いて︑リビングでの飼育率は犬が
割を超え︑猫も 割近くになっ
ています︒そこで当社の吸収体の
技術を生かした︑室内でもにおわ
ないシステムトイレやトイレシー
トなどは好評をいただいています︒
三原 確かに︑以前はペットのト
イレは玄関の近くなどが多かった
と思いますが︑今はリビングの中
に置く方も増えていますね︒商品
によってペットとの暮らし方が変
わってきた事例の一つといえるで
しょうね︒
森 もう一つ︑外出時などに身に
着ける新習慣を提案する吸水ウェ
ア﹁マナーウェア﹂という商品もあ

ちは食が細いせいかもしれません
がご飯を出しても食べないことが
あるんです︒でも︑私たちが食事
を始めると食べたそうにするので︑
犬用のご飯を出してあげるとパク
パク食べます︒犬の方も一緒に食

あるかもしれません︒うちの犬た

るタイミングも一緒にというのが

同じものというだけでなく食べ

ました︒ありがとうございました︒

めのヒントなどを伺うことができ

らす楽しさや飼育頭数を増やすた

いという思いがあるんですね︒

濱崎 ペットと同じものを食べた

いるようです︒

い犬にあげるのを楽しんでくれて

三原 そうなんですよ
︵笑︶
︒私は

参議院議員
忙しい中︑愛犬との暮ら
しを楽しむ︒猫の飼育経
験もある︒

86

べたいのかなと思いますね︒

6

濱崎 今日は︑ペットと一緒に暮

ります︒

63

この間︑﹁ワンちゃん用さぬきうど

のですが︑特にお子さんたちが飼

7

ん﹂
というのを購入しました︒

ペット業界の注目企業の代表をお招きする第11回は、ユニ・チャーム株式会社の森信次さんをお迎えしました。問題解決
商品を市場に送り出し、多くの方がペットと親密に暮らせる社会を作りたいという思いなどをお話いただきました。

に使ってみます︒最近はペットが
レは消臭力の高さにこだわり︑閉
﹁マナーウェア﹂
め切った室内でも 週間におわな
を着用していると
いことをアピールした商品です︒
一緒に利用できるカフェなども増
えたので︑飼い主さんの行動範囲
また︑犬用のデオシートは︑ 時
も広がりますね︒
間消臭と吸収が続くプレミアムを
発売しました︒
ペット を飼いやすい
濱崎 飼い主さんが仕事などで外
環境づくりが大切
出している間に取り替えができな
くても安心ということですね︒
濱崎 先日︑ある大学の学生が来
三原 こういう商品が普及して︑
社 し てペット 事 業 に 関 す るプレ
ゼン を し て く れ ま し た︒ 学 内 で
ペットの飼育に関するイメージが
２００人にアンケートをとったと
変わっていけば︑もっとペットを
ころ︑ペットを飼っているのは約
飼いやすい環境が整うと思います︒
割︒残りの 割の人に追加で質
健康を重視しつつ
問をしたらペットを飼いたいとい
楽しく食べる工夫も
う声が多かったと聞きました︒で
はなぜ飼えないのかというと︑に
濱崎 フード分野ではどのような
おいなどが原因だというのです︒
商品づくりをされていますか︒
森 かつてと比べると小型犬の飼
マンションなどでも気軽に飼える
育頭数が増えているので︑一頭が
ようになると︑もっと飼育頭数が
食べる量は減ってきています︒ま
増えるのではないでしょうか︒
た︑ペットの長寿化や家族として
森 今︑アメリカではペット産業
は成長市場なんです︒若い方の中
共に暮らすという飼い主さんの思
にペットを飼う層が増えています︒ いの変化もあり︑付加価値を付け
た商品の開発を行っています︒
三原 日本の場合は︑賃貸住宅で
安心・安全なお食事を提案する
飼いやすくなることが重要なポイ
国産フードである
ントだと思います︒特に猫はおし
﹁グラン・デリ﹂
︑
っこのにおいがきついという理由
﹁ベストバランス﹂
︑また近年の健
で飼育できない例が多いのです︒
康ニーズに対応した
﹁グラン・デリ
森 当社の猫用トイレのデオトイ
無添加国産パウチ ﹂などがありま
す︒また食品メーカーとのコラボ
レーションにも取り組んでいます︒

ペットと快適に暮らせる社会の実現に向け
求められる商品 を提供していく
1

12
取材・文＝佐藤紀子／撮影＝岡村智明
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食事中の愛猫の様子に癒される

ので︑愛猫の反応を見ながら与え

類の味が楽しめる小分けパックな

ねこちゃんも飼い主さんも大満足のアソートタイプ

飼い主さん︑もっと愛猫に喜んで

また︑愛猫の健康に配慮した栄

アムエッグの
﹁ヨード卵・光﹂
も配

るのが楽しくなりそう︒

合し︑高い栄養価にもこだわりま

食べてほしいと願う飼い主さんは

愛犬にいつまでも元気でいてほ

した︒さらにうれしいのが︑豊富

多いはずです︒そんな飼い主さん

しいのは︑飼い主さんの切なる願

なラインアップ︒食物アレルギー

養設計で︑機能やシニア用が選べ

い︒ 一 匹 と し て 同 じ わ ん ち ゃ ん

や肥満︑下部尿路︑腸内環境など︑

るのもポイントです︒選べて楽し

が い な い よ う に︑ 健 康 上 の お 悩

日本で暮らす愛犬のさまざまなお

たちにおすすめしたいのが︑﹁コン

みもそれぞれではないでしょう

悩みに配慮した商品がそろってい

ボ キャット アソート﹂
シリーズ︒

か︒日々何気なく与えているフー

ます︒お店に並ぶたくさんのフー

ット アソート﹂で︑ぜひ好みの味

ドを見直してあげることから︑始

ドの中から何を選べばよいのかわ

い& 食べておいしい
﹁コンボ キャ

めてみませんか？ そこで注目し

からない⁝︑今のフードのままで

アソートだけの限定味
﹁贅沢ほた

たいのが︑国産のプレミアムフー

いいのかな？ そんな不安を持つ

国産プレミアムフード

てチップ添え﹂﹁まぐろ節& かつお

ドブランド
﹁メディコート﹂
︒安

飼い主さんにも︑愛犬にぴったり

愛犬のための

を探してみましょう︒

心・安全なフード作りをモットー

のご飯が見つかるはずです！

節添え﹂のいずれかを加えた3 種

に︑着色料は使わず︑酸化を防ぐ

多彩なシリーズで
愛犬の健康に配慮

ための成分まで自然由来︒プレミ

ものごはんに安心を。
いつ

ねこちゃんが

大好きな味を見つけよう！
豊富なトッピングが人気のアソートタイプフードで、
愛猫の食事をもっとおいしく、楽しくしてみませんか？

愛犬に最適なフードを見つけよう！

「コンボ キャット アソート」
は、か
つおやまぐろ、鮭にカニカマ、さ
さみなど、豊富なトッピングが自
慢！ さらにアソートだけの限定
味「贅沢ほたてチップ添え」
「まぐ
ろ節&かつお節添え」のいずれかを
加え、愛猫も大満足です。

お悩み別フード診断
コート〉
〈メディ
かつおチップ&かつお節添え

食物アレルギーが
気になる

アレルゲンカット

下部尿路の
健康が気になる

最近、
太りぎみかも…

満腹感ダイエット

pHサポート

今の健康を
維持したい

腸内フローラケア

魚&お米
たんぱく源を魚とお米
の2 種に限定したロン
グセラーフード。アレ
ルゲンになりやすいと
される、牛乳･乳製品･
小麦･鶏肉などを徹底
的にカット。

9

カニカマ&小魚添え

New 贅 沢 な

限定味入り！

種類
かつお節&小魚添え

シーフードアソート
（300g・600g）
かつお節&鮭チップ添え

ンプ

販売中！

15

かつおチップ&小魚添え

トッピングは
おいしい

LINEスタ

魚&えんどう豆蛋白
新奇たんぱく源「えん
どう豆」に着目！ たん
ぱく源は魚とえんどう
豆のみなので、穀類に
食物アレルギーを持つ
愛犬にも安心です。

まぐろ節&かつお節添え

トッピングが決め手！
アソートだけの限定味も!!

食欲旺盛で肥満傾向の愛犬に配
慮し、脂肪分を約40％、カロリ
ーを約20％カット
（※腸内フロー
ラケア比）
。食物繊維も配合し、
食事の満足感はそのままに愛犬
の体重管理をサポートします。

ストルバイト
（マグネシウム由来）
の結石に対応した、下部尿路の
健康維持フードです。成長段階
ごとに最適なミネラルバランス
と栄養成分で、愛犬のおしっこ
のお悩みに配慮。

お問い合わせ／ペットライン株式会社 10572･20･1655
（お客様相談室） 3www.petline.co.jp 取材･文＝田山容子

納豆菌と乳酸菌の「バイオジェ
ニックス」
と、フラクトオリゴ糖
の
「プレバイオティクス」
を配合。
ダブルの力で愛犬の腸内フロー
ラ
（腸内細菌叢）
を整え、おなか
の中から健康維持をサポート。

メディコートブランドの
詳しい商品情報はコチラ

日本ペットフードの
キャラクター、ビタ
ワンくんとミオちゃ
んがゆる〜くなって
登場！ 詳しくは上記
QRコードから。

かつお節&ささみチップ添え

焼きタラチップ&ちりめん添え

愛猫に合わせて選べる
ラインアップ

カニカマ&
鮭チップ& 贅沢ほたて
小魚添え かつお節添え チップ添え

贅沢ほたてチップ添え

シーフードアソートとかつお節アソートに加えて毛玉対応や肥満
が気になる猫用、シニア用を含めた6種類のフードをラインアップ。
おいしさへのこだわりはもちろんのこと、健康の維持にも気を使
った栄養設計で愛猫の生活をサポートします。

かつお節&
小魚添え

かつお節&
ささみチップ添え

かつお節&
小魚添え

焼きタラチップ&
ちりめん添え

焼きタラチップ&
ちりめん添え

かつお節&
鮭チップ添え

かつおチップ&
小魚添え

かつお節&
鮭チップ添え

かつおチップ&
かつお節添え

かつおチップ&
かつお節添え

まぐろ節&
かつお節添え

贅沢ほたて
チップ添え

まぐろ節&
かつお節添え

贅沢ほたて
チップ添え

贅沢ほたて
チップ添え

かつお節入りアソート
（300g・600g）

毛玉対応アソート
（300g・600g）

肥満が気になる
猫用アソート
（300g・600g）

11歳以上毛玉対応

アソート
（300g・600g）

15歳以上毛玉対応

アソート
（300g・600g）

お問い合わせ／日本ペットフード株式会社 103･6711･3601
（お客様相談センター） 3www.npf.co.jp 取材・文＝大美賀隆 イラスト＝岡本倫幸
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機能的なシンプルバッグで
お散歩をもっと楽しく♪

愛犬の健康維持や気分転換に欠

かせないお散歩は︑飼い主さんと

のコミュニケーションが深まる時

間︒十分楽しむために︑排泄処理

のマナーや愛犬の水分補給に配慮

したいものです︒排泄処理用品や

水飲みグッズは必需品︒普段から

専用のバッグにまとめておくと︑

さっと持ち出せて便利です︒

新登場の
﹁おでかけ3WAY バ

ッグ﹂は︑ショルダーやトートバ

ッグとしてはもちろん︑ペットカ

お散歩バッグが新登場です。

おでかけ3WAYバッグ

ペットカートに取り付ければ
収納力がグンとアップ
面ファスナーでハ
ンドルに取り付け
簡単。仕切り付き
で、必需品をスッ
キリ収納できます。
3色から選べます。

に
カート

ペットカートでの
お散歩や旅行先で
の移動にぴったり

※
「ペットカート エルフィ」
専用

！
中
夢
に
ズ
猫グッ
lovery!

♥
cute

ANIMAL SCRATCH TOY

て
楽しく ♪
イ
ャ
飽きニ

トイ

w丸いしっぽの先
端は、カラカラと
音の鳴るマラカス
仕様で、猫の興味
をひきます

お散歩ハンディシャワー
おでかけマナーカプセル
排泄物の持ち運びをスマートに
バッグやリード
にかけて手軽に
携帯できるカプ
セルタイプです。

パンダ

ライオン

つめとぎ

ブタ

お問い合わせ／株式会社ペティオ 20120･133･035 3www.petio.com 取材･文＝田山容子

シャワーと給水器の2WAYで使える

マラカス

ぬいぐるみ
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ペットカート愛用の飼い主さん必見！
愛犬とのお散歩タイムに活躍する

ャンて幸せ～♡
ニ

キュートな遊べるつめとぎ！

ネズミ

愛犬との
お散歩バッグ

happy!

2月22日は猫の日！ いつも一緒にいてくれる大好きな愛猫

クマ

ートや車のヘッドレストにも取り

ハーネスリードは、
和桜と椿柄が各2色。

や、仲良しの猫友に、とっておきの贈り物をしてみません
か？ ほのぼのリラックスアイテムや、
大興奮のおもちゃ、
キュートなケア用品など、バラエティ豊かな猫用グッズを
ご紹介。ニャンコが楽しそうに遊ぶ様子やかわいい姿を見
たら、飼い主さんもハッピーになれるはず♪

車のヘ
ッドレ
ストに

首元をかわいく装
う和柄のシュシュ
は全6種。

顔や台座はソフトなぬいぐるみ、胴部はツメがひっかかり
やすい麻素材でできた、遊びながらケアができるマルチな
つめとぎ。愛猫のツメの健康を維持しながら、家具へのい
たずら予防にもなり、一石二鳥。さらに、しっぽはバネ仕
様なので、ゆらゆら揺れてじゃれつき遊びも可能。多彩な
楽しみ方ができるから、飽きっぽいねこちゃんも思わず夢
中に！ 本体サイズW28.5×H17×D17㎝

付け可能︒高さ ㎝ と浅めのタイ

猫専用シュシュ

スクラッチ

プで仕切りも付いています︒中の

ろんぐじゃらし
ひらひらと動く140㎝の長い
リボンにニャンコも大興奮間
違いなし。持ち手も長く動
かしやすいので、しなやか
でダイナミックな動きが可
能です。ひもの先端には、
ニャンコの興味を誘う鈴付
き。カラフルな和柄は、
小 花、 ま り 文 様、 矢
がすりの 3 種類から選
べます。持ち手約48㎝、
ひも約140㎝

猫専用
胴輪付引ひも

アニマル

物がひと目でチェックできて︑出

体に優しくフィット。柄はま
りと唐草の2種、
サイズはS、M。

し入れもスムーズ︒近所までのお

猫専用ソフト胴輪付引ひも

猫小町 〜ねここまち〜

として
バッグ

かわいい和柄が全
15種も！ 反射鈴、
迷子札付き。

まり文様

！
ワクワク

猫専用首輪
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けは用意しておきた
だ
れ
い
こ

和風モダン柄が魅力！

小花

似合う
でしょ♪

は
町」
「猫小 ップ
ア
ン
ライ
多彩

散歩のほか︑ドライブやおでかけ

よさに夢心地 …

先でも使えるのが魅力です︒便利

種類
柄は2

持ち

椅子やケージに取り付けて簡単に使える、猫
用ハンモック。ニャンコが布の上に丸まって
ゆ〜らゆら、心地よさにウトウト…なんてく
つろいでくれる姿はたまりません！ 肌触り
のよいコットン生地と、保温性の高いフリー
ス生地を使用。リバーシブルで楽しめ、ニャ
ンコも快適。モダンな和柄は2種類から選べ
ます。水洗いOKなので、いつでも清潔なの
もうれしいポイント。本体サイズ40×40㎝

なバッグを携え︑いろいろな場所

にゃんモック

うと

気

椅子やサークルに取り付けOK

に愛犬とおでかけしましょう︒

うと

※価格はすべてオープン価格

「流せるフン取り
袋」
と合わせると
さらに便利

流せるフン取り袋

市販のペットボトルに付けるだけ。受け皿
の向きを変えて、おしっこ跡のマナー洗浄、
愛犬の水飲み時に使えます。

フンを袋ごとトイレにポイ！

手を汚さず手軽に処
理。袋ごと水洗トイ
水に溶ける素材の二重構造 レに流せます。

水が溜まりやすい
形で飲みやすい

お問い合わせ／株式会社リッチェル 1076・478・2957
（お客様相談室） 3www.richell.co.jp/ 取材・文＝酒井牧子／撮影＝松本順子
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簡単！
キットなら

ウス
ハ
こ
ね
き
お絵か

2

3

屋根になる を
用意。折り目に
沿って内側に折
り込みます。

残りの3 か所もとめたら、
反対側も同じようにとめ
ます。ハウスの側面と底
面の組み立てが完了です。

4

の端を合わせて
内側を 2 か所クリ
ップで固定します。

5

材料は、4種類のパーツとプラスチックビス
（10セット）のみ。本体の素材は段ボールなの
で、取り扱いが手軽です。事前準備として、
パーツの不要部分やビス穴を切り込みに沿っ
てカッターナイフなどで取り外します。また、
クリップを2つ用意します。

のクリップでと
めた箇所を の切
り込み溝に差し込
みます。反対側も
同様です。

完成

✚

材料

6

1

2月22日 猫の日 記 念

屋根の最上部になる
を用意。折り目に
沿って折ります。

愛猫の
キャットハウスを
手作りしよう！

と をプラスチックビ
ス でとめます
（2か所）
。

完成サイズ W約41×H約45×D約56.5㎝

7

の穴に のツメを
差し込んだら……。

プラスα

で

アレンジはあなた次第
段ボール製のハウス

猫は︑狭い空間が大好き︒とは

いえ︑キャットハウスを木材で作

今回ご紹介する
﹁お絵かきねこ

るのはハードルが高いものです︒

ハウス﹂は︑組み立てるだけでで

き上がる手軽なキット︒

ハウスの中に敷くだ
けで快適さアップ。

段ボール製なので︑お絵描きだ

アレンジ例 2

「クッション」

けでなく︑いろいろなアレンジが

アレンジ例 1

ホームセンター
などで入手でき
る爪とぎは、ハ
ウスの側面にプ
ラス。

できるのも大きな魅力です︒

「ガーランド」

基本の組み立て方に加えて︑￥

「爪とぎ」

取材・文＝酒井牧子／撮影＝吉澤広哉

100 ・￥300 ショップやホー

「布」

この日を記念して、愛猫にキャットハウスを作ってみませんか？

ムセンターで入手可能な材料でで

布やガーランド
で屋根の雰囲気
をチェンジ。

アレンジ
いろいろ

2/22㊎は、ニャン（2）・ニャン（2）・ニャン（2）で「猫の日」。

きるアレンジ例もご紹介します︒

段ボール製なので、油性
ペン、絵の具、クレヨン
などで屋根や側面に絵を
描くだけでも、
オリジナルキ
ャットハウス
に大変身！

うみ
（ミックス／ 1歳）

企画協力：株式会社ペットプロジャパン
106・6905・9988 Mail：petproj@petpro.jp
「お絵かきねこハウス」
の取り扱いサイト
ペットグッズショップ
「 i wish」 3www.rakuten.ne.jp/gold/epet-life/
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artist

編集部より
ひと言

Riepoyonn
猫の合同写真&物販展
「ねこ休み展」

artist :

JOE

ネズミイロのネコとバニラ

ねこ休み展仲間のモココトちゃんのザビエル

段ボールの空き箱に入るバニやん。気に入り

首輪を着けました。お花になるつもりが…!?

すぎて捨てられなくなってしまいました。

編集部より
ひと言

太陽の塔みたいになっちゃったそ
うです
（笑）
。オーラがすごい！

ホイ主

編集部より
ひと言

artist :

emi

合うとどんな体勢でもおなかを出します。

パンそっくりのおててを作ってお昼寝中です。

もなでなでしてしまうそうです

編集部より
ひと言

てハイポーズ！「来年も、その次も、ず
っと2人で一緒にお祝いしようね」
。

がとってもキュート！
思い出に残るすてきな
ファーストバースデー
になりましたね♥

r
alke ！
W
した
にゃん
わん が選びま
部
編集

ド。猫あるあるですよね♪

マンチカンのぷーちゃんは、今日もクリーム

これをされるとどんなに忙しくて

詳しい情報は
こちら
▼

1歳のお誕生日。2人揃っておめかしをし

撮影もお構いなしでくつろぎモー

甘えんぼポーズをするホイップを撮影。目が

編集部より
ひと言

主催:株式会社BACON
3tgs.jp.net

真ん丸でふわふわ！ 今度おてて
のアップも見せてくださいね

会場ではねこ休み展のアイ
t
ドル猫 ホ
･イちゃんの公式写
真集
﹁ホイふぉとアルバム﹂
も
手に入る！

artist :

23

artist :

かわいい猫の写真やグッズが大集結する猫
クリエイターの祭典｢ねこ休み展｣は、これ
まで50万人以上を動員してきた超人気イベ
ント。会場には毎回300点以上の作品が所
狭しと展示され、なかにはSNSで話題のス
ター猫の姿も。作品に登場する猫たちをモ
チーフにした会場限定のオリジナルグッズ
も好評だ。イベントは不定期で全国を巡回
中。最新情報はHPをチェックしよう！

色違いの王冠とリボン

人気イベント
「ねこ休み展」
より、キュートな猫たちの
写真をピックアップ！

ギャラリー
取材・文＝齋藤久美子
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★

★

★

★

★

★

PRESENT

★

★

★

★

★

★

今号の「わんにゃんWalker」はいかがでしたか？ 読者の皆さまにプレゼントをご用意しました。
「わんにゃんWalker」公式ホームページより、ぜひご応募ください。
スペシャルプレゼント

「ねことじいちゃん」
特製ペーパークリップ

3

インタビューはP4

名様

表紙と巻頭インタビューに
登場してくれた柴咲コウさ
んが出演する、2／ 22㊎公
開の映画「ねことじいちゃ
ん」
の特製ペーパークリップ
を 3名様にプレゼント。
©2018
「ねことじいちゃん」製作委員会

内容量：300㎏（60g×5） 詳細はP14

12
名様

それぞれ異なる3つの味が入
り、グルメなねこちゃんや複
数飼育にもぴったりの「コン
。限定
ボ キャット アソート」
味のまぐろ節&かつお節添え
が入った「かつお節入りアソ
ート」
を12名様に！

ささみ & 軟骨

おすわりくん ササミ

10種セットで

1

名様

カンタン

●代謝エネルギー 80kcal/100g

リッチェル

●代謝エネルギー 265kcal/100g

健康レシピ

たんぱく質が豊富なそぼろ状の鶏ささみに、カルシウム
「
。おすわりくん サ
豊富な豚軟骨を加えた「ささみ&軟骨」
サミ」は、鶏ささみ、鶏胸肉と鶏レバーをベースにDHA
を配合した、スモークの香りのしつけ用スナック。

Vol.38

バレンタインにも♪
ハートのピザ

詳細はP16

日本ペットフード

コンボ キャット アソート かつお節入りアソート

ペットカート エルフィ、
おでかけ3WAYバッグ、
お散歩ハンディシャワー M、
おでかけマナーカプセル、
流せるフン取り袋 30枚入、
たためるペットサークル 90-90、
おでかけシーツトレー レギュラー、
たためるドライブペットケージ M、
ウォーターノズル ボトル付、
ビジーバディ グリッピンタグ

ットのわんゴハン
デビフペ

使用アイテムはコレ！

ペットの重さを気にせずラクラク
移動できるカート。コンパクトに
携帯&さっと組み立てできるペッ
トサークル。車内に畳んで常設、
愛犬の安全対策用ドライブケージ。
そのほか、おでかけ先でのマナー
アイテムや水分補給アイテム、お
もちゃなど、お散歩からドライブ、
旅行まで、さまざまなおでかけに、
あると助かる豪華 10点セットを 1
名様にプレゼント。

2/14㊍のバレンタインデーには、ハート形
のピザを愛犬にプレゼント！ 見た目がキ
ュートで栄養もたっぷりのレシピは、お誕
生日やパーティにもオススメです。上にの
せる野菜はわんちゃんの好き嫌いにあわせ
てアレンジしましょう♪

●103・6711・3601 3www.npf.co.jp

材料

ペットライン

メディコート
〈満腹感ダイエット〉
１歳から 成犬用
内容量：3㎏
（500g×6）
詳細はP15

・ささみ&軟骨…………1/2缶
・おすわりくん ササミ
…………………… 小分け1袋
・小麦粉…………………… 30g

10
名様

人気シリーズから、理想的な
体型づくりをサポートするダ
イエット用フードをプレゼン
ト。肥満ぎみの愛犬に配慮し
た栄養設計に加え、豊富な食
物繊維で満腹感をキープ！

※薄力粉を使用

約232kcal
※ドライフードを除く

●10572・20・1655 3www.petline.co.jp

※愛犬の年齢や体重に考慮して調整してください。ピーマンは過剰摂取すると皮膚や関節に障害が出る場合があるため注意しましょう

作り方

ペティオ

アニマルスクラッチトイ ライオン、クマ、
ネズミ、パンダ、ブタ

5種セッ
各トで

1
10

詳細はP17

名様

ねこちゃんの健康管理と、飼
い主さんの住環境維持をサポ
ートする猫用つめとぎトイ。
ぬいぐるみや音の鳴るじゃら
しも付いているので、じゃれ
たり、噛んだり、楽しく飽き
ずに遊んでくれるはず！

ボウルに小麦粉と水を
生地を落ち着かせてい
クッキングシートかラ
フライパンを熱し、切
ピザ生地の全体にささ
2 る間に、野菜とチーズ 3 ップなどを敷いて、そ 4 ったピーマンをさっと 5 み＆軟骨をのせて、切
入れて混ぜ合わせたら、
オリーブオイルを数滴入れて を切ります。ピーマンはヘタ の上で生地を伸ばします。手 炒めたら皿の上で冷ましてお ったモッツァレラチーズ、コ
軽くこねてまとめ、このまま と種を取って千切りにし、ミ のひらを使って均等に伸ばし きます。フライパンに残りの ーン、ミニトマトを散らし、
数分間生地を落ち着かせます。ニトマトとモッツァレラチー たら、ハートの形に整えます。オリーブオイルを入れ、キッ ドライフード、おすわりくん
ズ（ペット用チーズ）は食べや
チンペーパーで伸ばしたら、 ササミで飾ったらピーマンを
すい大きさにカット。
ピザ生地を入れてフォークで のせて完成です。
穴を開けます（こうすることで
膨らみを抑えます）
。弱火で片
面2分ずつ焼いて取り出します。

1

●20120・133・035 3www.petio.com

レバー &チーズ（85g）、牛肉&さつまいも（85g）、
馬肉カット（40g）など全7種

デビフペット

詳細はP24

鶏レバー使用のレバー &チーズ、
レバー &さつまいも。粗挽き牛
肉がベースとなる牛肉&チーズ、
牛肉&さつまいも、牛肉&軟骨。
馬肉を使ったスナックの馬肉カ
ット、馬肉スライスをセットで。
●103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp/
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応募
方法

ホームページよりご応募ください

・水……………………… 20㎖
・オリーブオイル …………3g
（約10g） ・モッツァレラチーズ
・ミニトマト…… 1個
（約10g） （ペット用チーズ）
・ピーマン…… 1/2個
（約5g）
…… 1個
・ドライフード ………… 適宜 ・コーン……………………約10g

3sp.walkerplus.com/wannyan/

7種セットで

20
名様

える
愛犬・愛猫の健康を支
養食
合栄
の総
イプ
スタ
ムー

●1076・478・2957（お客様相談室）
3www.richell.co.jp/

締め切り●2019年

3/20㊌

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご提供いただいたお客様の個人情報は、プレゼントの発送に利用させていた
だくほか、お客様の個人を識別できない統計的な資料を作成するために利用
させていただきます。詳しくは当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
3www.kadokawa.co.jp/privacy/

シニア・離乳期のわんちゃん、ねこち
ゃんの食事をサポートする「カロリー
エース®プラス ムースタイプ」
。舌で
つぶせるムースタイプのため、スプー
ンやシリンジでも与えられ、お気に入
りのドライフードと絡めれば、食欲ア
ップ＆水分補給にも役立ちます。

カロリーエース® プラス
猫用 ムースタイプ

カロリーエース® プラス
犬用 ムースタイプ

お問い合わせ／デビフペット株式会社 103・3941・4171 3www.dbfpet.co.jp/
取材・文＝越智龍二

液体タイプの流動食も！
カロリーエース®
プラス
犬用 流動食
カロリーエース®
プラス
猫用 流動食
デビフペットでは、食肉用のお肉を使用しています。
レシピは総合栄養食のドライフードなどと一緒に与えることを推奨しています。
ペットの体調や疾病などを考慮して与えてください。
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わんにゃんWalker
！
ら
ち
こ
は
ジ
ー
ペ
ム
ー
ホ
式
公
3sp.walkerplus.com/wannyan/
わんにゃんウォーカー

検索

「わんにゃんWalker」を設置しているお店の確認や、最新号を電子版で読む
ことができます。
プレゼントの応募や愛犬・愛猫のモデル応募もこちらから。

cocoくん 3才（♂）

金太郎くん

ビションフリーゼ

マンチカン

1 才（♂）

大阪府大阪市

かのこちゃん
ミックス

3 才（♀）

團くん 11か月（♂）
チャウチャウ

長崎県平戸市

れた

募してく

モデル応

わんちゃん＆
ねこちゃん
セレクション

岡山県岡山市

ポッキーちゃん
柴犬

1 才（♀）

フードやグッズのモニターとなって誌面に
登場してくれる愛犬・愛猫を大募集。ここで
は、全国から応募してくれたわんちゃん&ね
こちゃんを一部ご紹介させていただきます！

福井県敦賀市

みーちゃん
三毛猫

2 才（♀）

愛知県知立市

い主さんは
興味のある飼
ホームページから
ださい♪
お気軽にご応募く

恋菜ちゃん

1 才（♀）

ミニチュアダックスフント

新潟県新潟市

和歌山県和歌山市

ネロくん 5 才（♂）
ミックス

福岡県糸島市
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