
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5 月 6 日(金)より下記新価格にて発売いたします。 
※記載がない商品につきましては価格の変更はございません。 

製品名 UPCコード サイズ 現行価格(税込) 新価格(税抜) 新価格(税込)

723633428613 300ｇ ¥880 ¥905 ¥995

723633221009 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,650 ¥1,710 ¥1,881

723633555555 5ポンド(2.27kg) ¥3,465 ¥3,560 ¥3,916

12ポンド(5.45kg) ¥8,085 ¥8,310 ¥9,141

12ポンド(5.45kg) x2袋入り ¥15,180 ¥15,610 ¥17,171

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥21,285 ¥21,890 ¥24,079

723633220033 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

723633170758 5ポンド(2.27kg) ¥3,630 ¥3,700 ¥4,070

12ポンド(5.45kg) ¥8,470 ¥8,630 ¥9,493

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥15,840 ¥16,170 ¥17,787

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥22,275 ¥22,520 ¥24,772

723633220040 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,925 ¥1,980 ¥2,178

723633165556 5ポンド(2.27kg) ¥4,235 ¥4,360 ¥4,796

12ポンド(5.45kg) ¥9,735 ¥9,920 ¥10,912

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥18,260 ¥18,610 ¥20,471

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥25,740 ¥26,250 ¥28,875

723633220064 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,925 ¥2,000 ¥2,200

723633555050 5ポンド(2.27kg) ¥4,235 ¥4,390 ¥4,829

12ポンド(5.45kg) ¥9,735 ¥10,100 ¥11,110

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥18,260 ¥18,950 ¥20,845

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥25,740 ¥26,710 ¥29,381

723633220095 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,255 ¥2,300 ¥2,530

723633186650 5ポンド(2.27kg) ¥4,840 ¥4,930 ¥5,423

12ポンド(5.45kg) ¥10,450 ¥10,930 ¥12,023

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥20,350 ¥21,290 ¥23,419

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥30,250 ¥31,640 ¥34,804

723633220118 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,255 ¥2,320 ¥2,552

723633655538 5ポンド(2.27kg) ¥4,840 ¥4,980 ¥5,478

723633428620 300ｇ ¥880 ¥905 ¥995

723633220224 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,870 ¥1,940 ¥2,134

723633477406 4ポンド(1.82kg) ¥3,300 ¥3,420 ¥3,762

723633220057 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,035 ¥2,100 ¥2,310

723633777100 4ポンド(1.82kg) ¥3,630 ¥3,730 ¥4,103

723633220071 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,035 ¥2,080 ¥2,288

723633421003 5ポンド(2.27kg) ¥4,510 ¥4,600 ¥5,060

723633220101 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,676 ¥1,740 ¥1,914

723633180856 5ポンド(2.27kg) ¥3,766 ¥3,910 ¥4,301

ウルトラプレミアム　ファットドッグス　ドライドッグフォーミュラ 723633420075 5ポンド(2.27kg) ¥3,520 ¥3,650 ¥4,015

723633520331 300ｇ ¥880 ¥905 ¥995

723633910057 トライアル（500ｇ) ¥1,372 ¥1,410 ¥1,551

723633103220 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,705 ¥1,760 ¥1,936

723633103633 6.3ポンド(2.85kg) ¥4,730 ¥4,910 ¥5,401

723633910026 トライアル（500ｇ) ¥1,430 ¥1,410 ¥1,551

723633170758 2.2ポンド(1.00kg) ¥1,729 ¥1,770 ¥1,947

723633102063 6.3ポンド(2.85kg) ¥4,809 ¥4,900 ¥5,390

723633910033 トライアル（500ｇ) ¥1,482 ¥1,530 ¥1,683

723633604024 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,043 ¥2,100 ¥2,310

723633604062 5ポンド(2.27kg) ¥4,426 ¥4,550 ¥5,005

723633002325 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,085 ¥2,150 ¥2,365

723633002363 6.3ポンド(2.85kg) ¥4,924 ¥5,110 ¥5,621

723633009157 2.2ポンド(1.00kg) ¥2,043 ¥2,100 ¥2,310

723633009164 4.4ポンド（2.00kg） ¥3,899 ¥4,010 ¥4,411

ウルトラプレミアム　ファットキャッツ　ドライキャットフォーミュラ 723633520010 6ポンド(2.72kg) ¥4,510 ¥4,600 ¥5,060

ドライフード(ドッグ)

ウルトラプレミアム WBH ドッグフード

723633156127

ウルトラプレミアム
リデュースカロリーフォーミュラ

723633170123

723633186124

ウルトラプレミアム
スウィートポテト＆バイソンフォーミュラ

723633165129

ウルトラプレミアム
ポテト＆ダック　フォーミュラ

ウルトラプレミアム
スウィートポテト＆フィッシュ　フォーミュラ

723633555128

ウルトラプレミアム
WBH ドッグフードスモールバイツ（小粒）

ウルトラプレミアム
　ポテト＆ダック　スモールバイツ（小粒）

ウルトラプレミアム
スウィートポテト＆フィッシュスモールバイツ(小粒)

ウルトラプレミアム　ベジタリアン　フォーミュラ

ウルトラプレミアム
スウィートポテト＆ベニソンフォーミュラ

ドライフード（キャット）

ウルトラプレミアム WBH キャットフード

ウルトラプレミアム　リデュースカロリー　フォーミュラ

グリンピース＆ダック　フォーミュラ

インドアキャット　フォーミュラ

サーモン＆チックピー　フォーミュラ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 UPCコード サイズ 現行価格(税込) 新価格(税抜) 新価格(税込)

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

13オンス(369g) ¥550 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥12,540 ¥13,230 ¥14,553

5.5オンス ¥440 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥10,010 ¥10,460 ¥11,506

5.5オンス ¥440 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥10,010 ¥10,460 ¥11,506

5.5オンス ¥440 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥10,010 ¥10,460 ¥11,506

5.5オンス ¥440 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥10,010 ¥10,460 ¥11,506

5.5オンス ¥440 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥10,010 ¥10,460 ¥11,506

2.5オンス(71g) ¥283 ¥300 ¥330

1ケース（１２個） ¥3,366 ¥3,552 ¥3,907

2.5オンス(71g) ¥283 ¥300 ¥330

1ケース（１２個） ¥3,366 ¥3,552 ¥3,907

2.5オンス(71g) ¥283 ¥300 ¥330

1ケース（１２個） ¥3,366 ¥3,552 ¥3,907

2.5オンス(71g) ¥283 ¥300 ¥330

1ケース（１２個） ¥3,366 ¥3,552 ¥3,907

2.5オンス(71g) ¥283 ¥300 ¥330

1ケース（１２個） ¥3,366 ¥3,552 ¥3,907

マッカレル＆サーディン 723633531061 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

ターキー・サーモン＆チキン 723633531047 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

チキン＆チキンレバー　 723633531078 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

ｺｯﾄﾞ・ﾁｷﾝ・ｿｰﾙ＆ｼｭﾘﾝﾌﾟ 723633531016 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

チキン＆サーモン 723633531023 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

チキン＆ジブレッツ 723633531030 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

ターキー・チキン＆ダック 723633531009 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

ｻｰﾓﾝ・ﾂﾅ・ﾁｷﾝ＆ｼｭﾘﾝﾌﾟ 723633531054 3オンス(85g) ¥346 ¥370 ¥407

723633533058

723633533010

723633533065

723633533041

723633533034

シーブリュレ

ライフズ　ア　ビーチ

パーフェクト　パエリア

オーフィッシャリー　スキャンピー

キャタトゥイユ

723633532310

723633532297

723633532266

723633532280

サーモン

ダック＆グリンピース

オーシャン

ツナ＆シュリンプ

インドア

缶フード（ドッグ）

ディレクタブルディライツ (CAT)

プレートフル　(CAT)

723633065566ホールボディヘルス

723633065535リデュースカロリー　フォーミュラ

ダック＆ポテト　フォーミュラ 723633001540

723633532259

缶フード（キャット）

723633001564

723633925723

723633065559

723633001571

723633001595

フィッシュ＆スウィートポテト　フォーミュラ

ベニソン＆スウィートポテト　フォーミュラ

ベジタリアン　フォーミュラ

ラム＆ブラウンライス　フォーミュラ

チキン＆ブラウンライス　フォーミュラ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

製品名 UPCコード サイズ 現行価格(税込) 新価格(税抜) 新価格(税込)

C-DERM

746495222007 Sサイズ(238ml) ¥3,300 ¥3,360 ¥3,696

746495222106 Lサイズ(946ml) ¥11,880 ¥12,096 ¥13,305

746495322004 Sサイズ(238ml) ¥3,850 ¥3,920 ¥4,312

746495322103 Lサイズ(946ml) ¥12,980 ¥13,216 ¥14,537

746495122000 Sサイズ(238ml) ¥3,850 ¥3,920 ¥4,312

746495122109 Lサイズ(946ml) ¥14,666 ¥14,933 ¥16,426

猫＆細毛犬用　セラピーシャンプー 746495422001 Sサイズ(238ml) ¥3,850 ¥3,920 ¥4,312

フットバームジェル 746495662001 58ml ¥3,300 ¥3,360 ¥3,696

746495672000 Sサイズ(119ml) ¥3,080 ¥3,136 ¥3,449

746495672109 Lサイズ(946ml) ¥20,900 ¥21,280 ¥23,408

746495522107 Sサイズ(58ml) ¥3,080 ¥3,136 ¥3,449

746495532007 Mサイズ(119ml) ¥5,720 ¥5,824 ¥6,406

クールスポッツジェル 746495532106 Sサイズ(58ml) ¥4,180 ¥4,256 ¥4,681

PET　BOTANICS

ゴートミルク＆核酸（DNA・RNA）粉末 020279994596 150g ¥2,090 ¥2,128 ¥2,340

クランベリー　サプリメント 012104984506 50g ¥3,520 ¥3,584 ¥3,942

サプリメント・デンタルケア

020279995449 Mサイズ(70g) ¥1,650 ¥1,680 ¥1,848

020279995456 Lサイズ(454g) ¥4,400 ¥4,480 ¥4,928

PetAg　アニマルサポートフォーミュラ 020279995753 100粒 ¥4,400 ¥4,480 ¥4,928

ジョイントサポートフォーミュラ 736070960608 270ｇ ¥5,665 ¥5,768 ¥6,344

ABI　コロイダルシルバー　1100ppm 704659265437 59ml ¥8,800 ¥8,960 ¥9,856

ポテト＆ダックトリーツレギュラーサイズ 723633612005 397g ¥1,650 ¥1,730 ¥1,903
スウィートポテト＆フィッシュトリーツレギュラーサイズ 723633615006 397g ¥1,650 ¥1,730 ¥1,903

723633602013 100g ¥495 ¥520 ¥572
723633602082 227g ¥938 ¥990 ¥1,089
723633605014 100g ¥495 ¥520 ¥572
723633605083 227g ¥938 ¥990 ¥1,089
723633624015 100g ¥495 ¥520 ¥572
723633624084 227g ¥938 ¥990 ¥1,089
723633606011 100g ¥495 ¥520 ¥572
723633606080 227g ¥938 ¥990 ¥1,089

ジャンピンスティック　チキン 723633440615 142g ¥1,650 ¥1,730 ¥1,903
ジャンピンスティック　ダック 723633440622 142g ¥1,650 ¥1,730 ¥1,903
ジャンピンスティック　ベニソン 723633440608 113g ¥1,650 ¥1,730 ¥1,903

723633900010 Sサイズ ¥880 ¥920 ¥1,012
723633900034 Mサイズ ¥1,210 ¥1,270 ¥1,397
723633900041 Lサイズ ¥1,375 ¥1,440 ¥1,584
723633900027 スティック ¥880 ¥920 ¥1,012
723633900072 ベースボール ¥629 ¥660 ¥726

ナチュラル　ニュートリションボーン（チーズ） 723633900058 10本入り ¥1,056 ¥1,110 ¥1,221
ナチュラル　ニュートリションボーン（ミント） 723633900065 10本入り ¥1,056 ¥1,110 ¥1,221
プライムトリーツ JANコード

ナチュラル　ワイルドカンガルーテンダン 4582261700531 70g ¥1,430 ¥1,460 ¥1,606
ナチュラル　シャークスティックボーン 4582261700586 70g ¥1,430 ¥1,460 ¥1,606
ナチュラル　ホーススティックジャーキー 4582261700036 80g ¥1,430 ¥1,460 ¥1,606
ナチュラル　ホースミートスライス 4582261700043 100g ¥1,430 ¥1,460 ¥1,606

ボーン

ナチュラル　チューイングボーン

トリーツ

ポテト＆ダックトリーツ

スウィートポテト＆フィッシュトリーツ

スウィートポテト＆バイソントリーツ

スウィートポテト＆ベニソントリーツ

PetAg　プロバイオテック　ベネバックパウダー

セラピードッグシャンプー

パピー＆アレルギーセラピーシャンプー

ヘアー＆スキンコンディショナー

イヤークレンザーフラッシュ

クールスポッツスプレー


