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生まれ育ったまちで起業
日本で初めて鳥種別フードを開発

貴社の歴史についてお聞かせください。

当社は、1992年に、私の出身地である茨城県真壁
郡真壁町（現桜川市）にペットフード製造・販売業
として創業した会社です。創業時の資本金は300万
円、社名は㈲ナチュラルペットフーズでした。その
後、1994年3月に工場を増設し、日本で初めて鳥
種別のペットフードの開発・販売を始めました。

1996年には茨城県真壁郡大和村（現桜川市）に第
2事業部「大和開発研究所」を開設し、用品・生体
に参入しました。1997年に名古屋出張所、2000
年には仙台出張所、大阪出張所と続けて営業所を
開設し、2001年には茨城県西茨城郡岩瀬町（現桜
川市）に物流拠点「ロジスティクス岩瀬」を設置
しました。

さらに、2003年に同敷地内に新工場を建設して全業
務を移転し、2004年3月には、資本金を1,000万円
に増資して現在のナチュラルペットフーズ㈱に商号
を変更すると同時に、本社も同敷地内に移転しまし
た。2018年には北海道にも出張所を開設しています。

鳥種別のペットフードとは、 どのようなものですか。

鳥には非常に多くの種があり、それぞれ食の好みも
違います。そのため、鳥のペットフードも主食とな
る雑穀や種子などを、カナリヤやセキセイインコ、
十姉妹など、鳥の種別に配合しています。このよ
うな製造・販売方法は、日本では当社が最初に始め
たことですが、現在はそれが業界の主流になってい
ます。

これまでの歴史を語る小川社長　　　

工場内観　　

アメリカでの視察の様子（写真提供：ナチュラルペットフーズ㈱）    　

初めての展示会（写真提供：ナチュラルペットフーズ㈱）     　

企画会議の様子



アメリカでの学びで世界観を広げ
人の縁を通じ、 大好きな鳥の世界へ

起業を決意したきっかけについてお聞かせください。

私は鳥が大好きで、幼少期には洋鳥の十姉妹や文
鳥などのほか、当時は飼育が許されていたメジロ
など、20羽近くも飼育していました。特に巣引
き（飼育環境下での繁殖）にのめり込み、巣はど
の材質がよいか、餌は何が好まれるかなど、試行
錯誤する毎日を送っていました。

社会人となり、何度か職業を変え、茨城県内のスー
パーマーケットに転職しました。私は昔からサラ
リーマンでは終わりたくないと考えていました
が、当時はまだ何をしたらよいか、考えついてい
ませんでした。そのような時、研修の一環で、ア
メリカで最先端のスーパーマーケットを視察する
機会が訪れました。

アメリカでの経験は、日本でのことしか知らな
かった私の世界観を大きく変えました。現地の方
と触れ合い、生活環境や文化の違いで多様な考え
方があること、それに伴い商品性や商品陳列の仕
方なども大きく変わることを知りました。そして、
お客様の持つ潜在ニーズを正しく把握し、それに
応えられる商品を提供していくことが成功へのカ
ギとなることを学びました。

その後、スーパーマーケットの店長として忙しい
毎日を送っていた私に、知人がペットフード製造
会社の営業責任者へ転職を勧めてきました。迷い
ながら面接に行きましたが、その会社は私が幼少
期に使っていたペットフードを製造・販売してい
る会社であることを知り、幼い頃から慣れ親しん
できた鳥に関わる仕事ができると考えました。ま
た、当時爆発的に増えていたホームセンターに販
路を拡大すればこの会社は伸びると判断し、すぐ
に転職を決めました。

私は入社後、ペットフードの販売はいずれホーム
センターが主流になること、そこで勝ち抜くため
には鳥種別のペットフードの開発が必要になるこ
とを社長に訴え続けました。しかし、何度訴えて
も聞き入れてもらえなかったため、起業すること
を決意しました。

社会環境の変化を見極め
一目でわかる鳥種別フードの開発へ

なぜ、 鳥種別のペットフードが必要だと考えたの
ですか。

現在、ペットフードの主力販売先はホームセン
タ ー で す が、 昔 は ほ と ん どが路面店でした。
1972年に日本初のホームセンター「ドイト」が
できると、後を追うようにホームセンターが建設
され、ペットショップはだんだんとホームセン
ター内に移っていきました。

また、当時、鳥のペットフードといえば、全ての
鳥達に共通の「鳥の餌」として、原材料の配合が
同じものが様々なメーカーから販売されていまし
た。路面店で購入する場合は、飼い主が素人でも
店員にいろいろと相談できます。しかし、ホーム
センターではそうはいきません。そのため、ペッ
トショップがホームセンター内に移るとともに、
パッケージを見ればどれを購入すればよいかがわ
かる専門性の高い鳥種別ペットフードが必要にな
ると考えたのです。

原材料を精選配合する機械フォークリフトでの商品の積み上げ

うさぎとインコが描かれた自社トラック　　
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原材料を精選配合する機械 袋詰めの様子　

安心できる素材を求めて
苦労しても自ら現地で探し歩く

社名 ｢ナチュラルペットフーズ」 の由来について
お聞かせください。

鳥のペットフードは、あわやひえ、きび、シード、
えごまなど、もともと素材そのものを混ぜて作ら
れていました。私は鳥種別に開発・販売するにし
ても、余計な加工は行わず、良い素材を自然のま
ま与えたいと考え、「ナチュラル」と付けました。

また、当時から、ペットというと犬や猫が大半で
したが、鳥が好きだった私には、「ペットは犬や猫
だけじゃないぞ」という想いがあり、「ナチュラル
ペットフーズ」と名付けました。

｢日本初｣ を目指した起業には、 相当なご苦労が
あったのではないですか。

起業当時、当社は鳥の餌を製造する会社としては
後発でした。そのため、「日本初」の商品を売る
としても、より良いものを作って差別化したいと
考え、原材料の調達のため、中国へ何度も足を運
びました。

なぜ中国かというと、当時、雑穀類の輸入先とい
えば中国だったからです。オーストラリアやアル
ゼンチンなどからも輸入されていましたが、中国
の雑穀は値段が安く、質も良いものでした。

現地では、舗装の悪い荒れた道路を走る、エアコ
ンのない窓が開けっぱなしのバスに乗り、夏は汗
だくでほこりにまみれながら、冬は厳しい寒さに
耐えながら、他の会社が行ったことのないような
場所まで、10時間もかけて仕入れ先を探し回り
ました。時にはマイナス40℃にもなる内モンゴ
ルや通常外国人が入れない危険な場所まで行きま
した。

そうした苦労の末に商談が成立しても、決して安
心はできませんでした。現在では改善していると
聞いていますが、当時は、積荷が検査を通過でき
ない、予定していた日に到着しないなど、様々な
障害が何度も発生しました。日本人的な感覚で取
引することは難しいと学びました。

約300種類の商品を取り揃える

貴社のラインナップ、 主力商品について教えてくだ
さい。

当社の主力商品は、やはり鳥種別のペットフード
です。鳥種別の主食や補助食などから鳥種別専用
ケージをはじめ、おもちゃなど多種多様な品揃え
のある「エクセル」、鳥種別専用で、健康が気に
なりだしたシニアの小鳥向けに脂質を抑えた「エ
クセル5」、小鳥達の健康維持に必要な栄養成分
を研究し、穀物、果物、その他の厳選素材をバラ
ンスよく配合した「バードテイスト」、基本の配
合餌にプラスして栄養価を高めるなど、小鳥の種
や健康状態などに合わせてブレンドできる、自然
素材を集めた単品フードの「ナチュラルセレク
ト」などのシリーズがあります。

また、小鳥達の大好きな素材をボール状に固め、
齧って、壊して、食べて、楽しめるおやつ「トイ
スナック」のほか、最近では、小動物向けのペッ
トフードも販売しており、全て合わせると商品数
は約300種類にのぼります。

工場での作業について説明する小川社長     　  



コロナ禍で材料費が高騰
新たな仕入れルートを模索

コロナ禍や戦争などで、 原油や材料費が高騰し
ていると思いますが、 ご苦労などはありますか。

当社の商品の原材料は約90％が輸入です。昔は主
に中国から仕入れていましたが、輸入環境の変化
に伴い、近年はインドを中心に、アメリカ、カナダ、
ロシアなどから仕入れていました。そのため、ロ
シアとウクライナの戦争が始まって以降、輸送費
や原材料費が値上がりするだけでなく、ロシアか
らの仕入れは完全にストップしました。

ロシアから仕入れていた原材料はきびです。3年
くらい前に、安く、質もよいロシアのきびを仕入
れ始めました。当社だけでなく、同業他社も、同
様にロシアから仕入れていたため、現在、業界全
体で仕入れに苦慮しています。

当社は、不測の事態に備え、仕入れの前倒しを行っ
ていたため、向こう3か月分の原材料を確保して
います。しかし、このままではいずれ底をつくた
め、現在、新たな仕入れルートを模索中です。

販売価格への転嫁は行いますか。

現在のようにエネルギーや原材料などの輸入価格
の高騰を誰もが理解している状況下では、値上げ
はやむを得ないのではないでしょうか。

日本はデフレをずっと引きずっているためか、流
通業界では、安売りすることで売上げが上がる、
値上げすることで売上げが落ちるというような考
え方が根付いています。しかし、社会の環境は常
に変化しています。その変化を見極め、潜在ニー
ズを把握し、それに見合った価値のある商品を提
供していけば、値上げをしてもお客様はついてき
てくれると思います。

そのため、当社では既に一度値上げを行っており、
8月にも予定しています。バーコード、規格、価
格の3つを一度に変えるため、労力が必要ですが、
値上げを済ませ、また新たな需要に応えていきた
いと考えています。

全国の営業担当者が現場で情報収集
常に生体の状況、 嗜好性を把握

潜在ニーズ把握のために行っている情報収集方法
を教えてください。

飼育されている生体の数や輸入されている生体の数
から、鳥種別、小動物別の生産量を予測し、当社の
商品販売状況から需要を予測していますが、潜在的
なニーズを把握するために最も重視しているのは、
現場からの情報です。

当社では、全国のホームセンターや専門店、輸入業
者などから生体動向などについて、各エリアの営業
部員が情報収集しています。また本社では、様々な
種別の鳥と小動物を飼育し、素材の配合による体調
の変化（嗜好、艶、鳴き声）を研究しています。近
年は、ペットの健康により深く配慮した高価格帯の
商品が伸びているため、新商品の開発もこの分野を
強化していくことにしています。

商品開発は、企画部の社員に任せています。品質に
ついては私のＤＮＡを受け継いでくれていますし、
パッケージデザインなどは、若い社員に任せたほう
が良いものが出来ます。

検品作業の様子　　　
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手間のかかる商品を開発し続け
他社と差別化を図る

今後の方向性についてお聞かせください。

ここ20年くらいの間に、小鳥、小動物、爬虫類
など、様々な生き物がペットとして認知されまし
た。2021年のペットフードメーカーの出荷額は、
約3,963億円になります（富士経済）。産業規模
としては、ペット関連のアパレルやホテル、医療
などを合わせると約1.5兆円と言われています。

今後は、さらに進むと思われる少子高齢化や核家
族化などの社会環境の変化の中で、アニマルセラ
ピーなどが重要視されると考えられます。また、
ペットを飼い育てることは、命の大切さ、思いや
りの心を育むなど、情操教育にもつながります。
そのため、この業界は、まだまだ伸びしろがある
と考えています。

一方で、迷子や盗難、災害時の身元確認など、
動物愛護の観点から、今年6月1日より、ブリー
ダーやペットショップなどで販売される犬や猫
には、マイクロチップの装着が義務付けられま
す。さらに、アメリカなどでは犬や猫などの店舗
での販売はしていません。こうした流れはいずれ
日本にもやってくると思います。このようなこと
から、今後は小動物を飼う方が増えていくと考え
ています。

そこで、当社は現在18％程度の小動物関連商品
を35％にまで増やすことを目的に、昨年、3,000
坪の土地を購入し、明日葉やケール、パクチーな
ど、小動物向けペットフードの原料となる野菜を
栽培し始めました。手間のかかる商品の開発で、
他社と差別化を図ります。また、コロナ禍の影響
もあり、ネット販売が大幅に伸びているため、ネッ
ト通販向け商品の開発も行っていきます。

欧米各国では既に栄養価の高いペレットフード
を研究しています。当社でも3年ほど前から開
発・販売を行っていますが、まだほんの僅かで
す。今後は当社も、素材だけでは不足する栄養
を補える総合栄養食として、ペレットフードの
さらなる開発・販売を行っていきたいと考えて
います。

ヤンバルクイナの保護のためヤンバルクイナの保護のため
コオロギを提供コオロギを提供

どのようなことからヤンバルクイナの保護活動に
加わられたのでしょうか。

付き合いのある同業者から紹介された沖縄でヤン
バルクイナの保護活動に携わっている獣医師が、
餌の提供先を探していました。鳥のペットフード
を主力とする会社としてお役に立てれば、という
気持ちで始めました。繁殖のためには昆虫が非常
によいとのことであり、2015年以降、コオロギ
を提供しています。

ヤンバルクイナは沖縄島のみに分布する固有種で、
絶滅危惧IA類に指定されている国の天然記念物で
す。種の保存に貢献するため、今後も提供を続け
てまいります。

栄養価の高いペレットフード　　

検品作業の様子　　　

研究のために飼育されているリス   

小動物向けペットフード　　

ヤンバルクイナ　 


