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キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取

締役 社長執行役員：髙宮 満、以下キユーピー）は、「に

こにこボックス」から、新容量 90g セットと 1 食分の

鉄分が取れるセットを新たに発売するとともに、シリ

ーズを刷新し、全 20品のラインアップで新発売します。 

本シリーズは、1 箱に主食とおかずが 1個ずつ入った

レトルトカップ入りのベビーフードです。レンジ加熱

ができて、外箱は「パペット」や「トレー」としても

使える点などが好評で、コロナ禍におでかけ需要が減

少した中でも、右肩上がりに成長を続ける人気のシリ

ーズです。 

① 高月齢の満足感 UPへ、新容量 90gセットが登場！新たに鉄分配合品も 

本シリーズはこれまで、月齢 7 カ月から 12 カ月頃

を対象に 60g×2 個セットで商品を展開してきました。

「赤ちゃんの成長に合わせて容量を増やしてほしい」

という要望が多かったことから、今回、月齢 9 カ月頃

と 12 カ月頃の高月齢向けに新たに 90g×2個セット

14品を発売します。月齢 9カ月頃は 60g と 90g、2 つ

の容量展開で、成長に合わせて選択できます。 

また、保護者を対象にしたキユーピーの調査によると、乳幼児の食事で「不足し

ていると感じる栄養素」の 1 位は「鉄分」でした。鉄分に対する意識の高まりを受

け、「1食分の鉄分※1」が取れる 5 品を新たに発売します。ベビーフードへの鉄分

配合は、味に影響を及ぼしやすいという課題があります。今回発売する 5 品は、特

許出願中の技術により、1 食分の鉄分を配合しながらも、おいしく食べやすい味わ

いに仕上げています。 
※1 鉄分配合は「おかず」のみ。厚生労働省『日本人の食事摂取基準（2020年版）』の推奨量を基に 1 食当たりを算出 

② 人気の“パペットボックス”に新たな動物が仲間入り。「この動物は何だろう？」コミ

ュニケーションも楽しい全 20種類 

本シリーズは、カップを取り出した外箱に手を入れ、動物のイラ

ストをパペットのように動かすことで、赤ちゃんとのコミュニケー

ションや、『もぐもぐ』『かみかみ』とかむ練習を促すのに役立ちま

す。今回新たな動物のイラストが加わり、シリーズ全 20 品でそれ

ぞれ異なる動物のパペットが楽しめます。 

1箱に主食とおかずがセットになった 

キユーピー ベビーフード「にこにこボックス」 
シリーズを刷新し、全 20品で新発売 

9 月 8 日(木)から全国に出荷 

高月齢も満足の新容量 90gセットと鉄分配合品が新登場！ 
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③ コロナ禍に見えた新たな需要。シーンを限定しない提案で、日々の育児もサポート 

カップ容器入りベビーフードは、持ち運びやすさや移し替え不要なことから、外

出時の利用が多いカテゴリーです。コロナ禍におでかけ需要が減少した中、本シリ

ーズは「車の中で食べさせるのに便利」「笑いながら家で楽しく食育できる」と新

しい利用場面が広がっています。シリーズ刷新を機に、日常使いも含め、利用シー

ンを限定しない幅広い提案を行うことで、ライフスタイルや環境の変化に合わせた

さまざまな食事シーンのサポートを目指します。 

キユーピーは、ニーズに合わせたさまざまな形態のベビーフードを届けることで、

毎日の子育てと子どもの健やかな成長を応援します。 

商品の概要は以下の通りです。 

１． 商品名・内容量・価格・賞味期間 

＜7 カ月頃から：全 3 品＞ 

ブランド 商品名 内容量 

キユーピー 
にこにこ
ボックス 

ﾘﾆｭｰ
ｱﾙ 

おさかなセット★ 

60g×2 お魚かゆと鶏ささみの洋風煮★ 

NEW 鶏かゆとお魚の和風煮★ 

＜9 カ月頃から：全 7 品＞ 

ブランド 商品名 内容量 

キユーピー 
にこにこ
ボックス 

ﾘﾆｭｰ
ｱﾙ 

もぐもぐお魚弁当★ 

60g×2 肉じゃが弁当★ 

北海道コーンパスタ弁当 

NEW 

レバーと野菜のトマト煮弁当★☆ 

90g×2 
白身魚のクリーム煮弁当 

ぱくぱく洋風弁当☆ 

ぱくぱく和風弁当 

＜12 カ月頃から：全 10 品＞ 

ブランド 商品名 内容量 

キユーピー 
にこにこ
ボックス 

NEW 

まぐろごはん弁当★☆ 

90g×2 

和風御膳★ 

鯛めし＆まぐろと野菜の洋風煮★☆ 

北海道コーンシチュー弁当★ 

鯛めし＆肉じゃが弁当★ 

筑前煮弁当★ 

牛肉のまぜごはん弁当★ 

ほっくり肉じゃが弁当★ 

やわらか鶏のオムライス風弁当☆ 

オムライス風＆シチュー弁当 
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★食物アレルゲン７品目不使用： 

表示義務のある特定原材料７品目(卵・乳成分・小麦・えび・かに・そば・落花生)を使用していません。 

☆1食分の鉄分入り 

■参考小売価格： 

内容量 
参考小売価格 

10/31(月)まで 11/1(火)以降 

60g×2 300円(税抜)/324円(税込) 330円(税抜)/357円(税込) 

90g×2 360円(税抜)/389円(税込) 400円(税抜)/432円(税込) 

■賞味期間：19カ月 

２．出荷日 

2022 年 9 月 8 日(木)から全国に出荷 

３．商品特徴 

・主食とおかずを 1個ずつ組み合わせたレトルトカップ入りのベビーフードです。 

・“おうちで作る離乳食”のような、やさしい味わいです。 

・月齢に合わせた具材の大きさ・固さ・味づくりで、味覚とかむ力を育てます。 

・着色料、香料を使用していません。 

・外箱をミシン目に沿って開くと「トレー」として使えます。主食とおかず、2 つ

のカップを片手で持つことができて便利です。カップを取り出すと、外箱に描

かれた動物のイラストをパペットのように使うことができ、赤ちゃんのかむ練

習を促すのにも役立ちます。 

・60g セットと 90g セットの 2 つの容量展開で、成長に合わせて選べます。 

 

 

 

 

 

 

 

・外箱は、FSC®（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）

認証の紙を使用しています※2。 

※2 FSCは、責任ある森林管理を世界に広めることを目的とする国際的な非営利団体です。その認証

は森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも継続可能な形で生産された

木材や、その他適切な森林資源の使用につながる原材料を使用した製品に与えられます。FSC®

認証は、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益に適い、経済的に継続可能な、適切な森

林管理を広めるための国際的な認証制度です。この FSCマークが入った製品を買うことで、消費

者は世界の森林保全を間接的に応援できる仕組みです。 

４．販売目標 

9 億円（シリーズ全 20 品／小売ベース／年間換算） 
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【「にこにこボックス」シリーズ 全 20品】 ～もぐもぐ・かみかみを応援する仲間たち～ 

＜7 カ月頃から：3品＞ 

 

 

 

 

 

＜9 カ月頃から：7品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜12 カ月頃から：10 品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★：食物アレルゲン 7品目不使用 

☆：1食分の鉄分入り 

 

 

 

 

★ ★ ★ 

60g セット 

60g セット 90g セット 

★ ★ 

90g セット 

90g セット 

★☆ ★ ★☆ ★ ★ 

★ ★ ★ ☆ 

★☆ 
☆ 

ジャンピン 

コンタロー ポーリー ムームー サイラ 

カモト ロックス トラミ シッシー カピゾウ 

クリン アラン メロディ ルルー リスモン 

NEW RN 

 

RN 

 

RN 

 

RN 

 

RN 

 

NEW NEW NEW NEW 

NEW NEW NEW NEW NEW 

NEW NEW NEW NEW NEW 

ニャンタ エレフ 

ダイル ライアン ハリリ 


