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ブランド* 商 品 名 
商品価格（税込） 

状 況 現行価格 新価格（11/1～） 

ドライフード 

NH 

マイリトルダーリン 

1袋 ¥1,870  ¥2,090  
NH 2袋 ¥3,520  ¥3,960  
NH 6袋 ¥9,900  ¥11,220  
NH 12袋 ¥18,480  ¥21,120  
NH マイリトルダーリン  

ポータブルパック 
1袋 ¥440  ¥462  

NH 30袋 ¥12,100  ¥13,200  
NH 

パピーチキン 

1袋 ¥2,970  価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH 2袋 ¥5,500  価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH 4袋 ¥10,340  価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH 8袋 ¥19,360  価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH パピーチキン  

ポータブルパック 
1袋  在庫なし（販売終了） 

NH 30袋 在庫なし（販売終了） 
NH 

メンテナンススモール 
 ラム 

1袋 ¥3,300  ¥3,740 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 
NH メンテナンススモール ラム  

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570 在庫なし（2022年9月下旬入荷予定） 
NH 

メンテナンススモール 
ターキー 

1袋 ¥3,300  ¥3,740 品薄（入荷時期未定） 
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260 品薄（入荷時期未定） 
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080 品薄（入荷時期未定） 
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280 品薄（入荷時期未定） 
NH メンテナンススモール ターキー  

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341 在庫なし（入荷時期未定） 

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570 在庫なし（入荷時期未定） 
NH 

メンテナンススモール 
フィッシュ 

1袋 ¥3,300  ¥3,740  
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260  
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080  
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280  
NH メンテナンススモール フィッシュ  

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341  

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570  
NH ローテーションセット１  在庫なし（販売終了） 
NH ローテーションセット2 在庫なし（販売終了） 
NH 

シュープリーム  
 

1袋 ¥3,520  ¥3,960  
NH 2袋 ¥6,820  ¥7,700  
NH 4袋 ¥13,200  ¥14,960  
NH 8袋 ¥25,520  ¥29,040  
NH シュープリーム     

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341  

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570  
NH 

メンテナンス 
 ラム 【大粒】 

1袋 ¥5,390  ¥6,490  
NH 2袋 ¥10,340  ¥12,540  
NH 4袋 ¥19,800  ¥24,200  
NH メンテナスラム【大粒】     

ポータブルパック 
1袋 ¥264  ¥286  

NH 30袋 ¥7,150  ¥7,920  
NH 

レジーム スモール 

1袋 ¥2,530  ¥2,860  
NH 2袋 ¥4,840  ¥5,500  
NH 4袋 ¥9,240  ¥10,560  
NH 8袋 ¥17,600  ¥20,240  
NH レジーム スモール   

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341  

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570  
NH 

レジーム 【大粒】 
1袋 ¥4,180  ¥5,170  

NH 2袋 ¥7,920  ¥9,900  
NH 4袋 ¥14,960  ¥18,920  
NH レジーム 【大粒】   

ポータブルパック 
1袋 ¥264  ¥286  

NH 30袋 ¥7,150  ¥7,920  
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ブランド* 商 品 名 
商品価格（税込） 

状 況 現行価格 新価格（11/1～） 

ドライフード 

NH 

 シニサポート 

1袋 ¥3,300  ¥3,740  
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260  
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080  
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280  
NH シニアサポート  

ポータブルパック 
1袋 ¥330  ¥341  

NH 30袋 ¥8,800  ¥9,570  
NH 

フラックス 

1袋 ¥3,300  ¥3,740  
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260  
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080  
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280  
NH フラックス  

ポータブルパック 
1袋 ¥286  ¥341  

NH 30袋 ¥8,360  ¥9,570  
NH 

キドニア 

1袋 ¥3,300  ¥3,740  
NH 2袋 ¥6,380  ¥7,260  
NH 4袋 ¥12,320  ¥14,080  
NH 8袋 ¥23,760  ¥27,280  
NH キドニア  

ポータブルパック 
1袋 ¥286  ¥341  

NH 30袋 ¥8,360  ¥9,570  
CR 

フィーラインコンフォート  
 

1袋 ¥1,650 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 2袋 ¥3,080 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 6袋 ¥8,580 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 12袋 ¥16,720 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 

フィーラインコンフォート     
ポータブルパック 

1袋 ¥374 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR ３袋 ¥1,100 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR 30袋 ¥11,000 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR 

プレシャスサポート 

1袋 ¥1,650 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 2袋 ¥3,080 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 6袋 ¥8,580 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 12袋 ¥16,720 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売休止 
CR 

プレシャスサポート   
ポータブルパック 

1袋 ¥374 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR ３袋 ¥1,100 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR 30袋 ¥11,000 価格改定なし 在庫なし（販売休止） 
CR 

キドニー プラス シニアケア 

1袋 ¥1,848 価格改定なし  
CR 2袋 ¥3,432 価格改定なし  
CR 6袋 ¥9,636 価格改定なし  
CR 12袋 ¥18,744 価格改定なし  
CR 

キドニー プラス シニアケア   
ポータブルパック 

1袋 ¥418 価格改定なし  
CR ３袋 ¥1,210 価格改定なし  
CR 30袋 ¥11,880 価格改定なし  

パウダーフード 
NH パウダーフード 

 ハートエイド  
150g ¥770 価格改定なし 在庫が無くなり次第欠品（リニューアル予定） 

NH 500g ¥2,200 価格改定なし 在庫が無くなり次第欠品（リニューアル予定） 
NH パウダーフード 

 レバエイド 
150g ¥770 価格改定なし 在庫が無くなり次第欠品（リニューアル予定） 

NH 500g ¥2,200 価格改定なし 在庫が無くなり次第欠品（リニューアル予定） 
ミルク 

NH / CR パウダーフード 
ミルクエイド  

150ｇ ¥1,650 ¥1,760  
NH / CR 450ｇ ¥4,400 ¥4,950  
NH / CR ミルクエイド 

スティックタイプ  
5g×５包 ¥836 価格改定なし  

NH / CR 5g×30包 ¥3,300 価格改定なし  
NH 

離乳食 ｉｎｆａｎｔ 
140g ¥1,320 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 950g ¥7,700 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
CR 

ミルク ヘアボールコントロ－ル 
45g ¥836 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

CR １30g ¥1,980 ¥2,090  
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ブランド* 商 品 名 
商品価格（税込） 

状 況 現行価格 新価格（11/1～） 

レトルトフード 

NH / CR スマイルキッチン  
ラム＆チキン 

60g×2袋パック ¥550 価格改定なし  
NH / CR 2袋パック×24 ¥12,672 価格改定なし  
NH / CR スマイルキッチン  

チキン＆ツナ 
60g×2袋パック ¥550 価格改定なし  

NH / CR 2袋パック×24 ¥12,672 価格改定なし  
NH ホームスタイル 

鶏むね肉シチュー仕立て 
1袋 ¥440 ¥462  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
NH ホームスタイル 

ひざなんこつシチュー仕立て 
1袋 ¥550 価格改定なし  

NH 12袋 ¥6,336 価格改定なし  
NH 

やさしいごはん腎臓ケア 
1袋 ¥506 価格改定なし  

NH 12袋 ¥5,808 価格改定なし  
NH 

パテド チキン 
1袋 ¥374 ¥440  

NH 12袋 ¥4,224 ¥5,016  
NH 

パテド ベニソン 
1袋 ¥396 ¥440  

NH 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
NH リコピンプラス 

チキン 
1袋 ¥396 ¥440  

NH 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
NH リコピンプラス 

ホース 
1袋 ¥396 ¥440  

NH 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
NH リコピンプラス 

フィッシュ 
1袋 ¥396 ¥440  

NH 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
NH リコピンプラス アソート 各１袋×3  ¥1,155 ¥1,276  
NH シンプレックス  

チキン 
1袋 ¥440 ¥462  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
NH シンプレックス  

ホース 
1袋 ¥440 ¥462  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
NH シンプレックス  

ポーク 
1袋 ¥440 ¥462  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
NH シンプレックス アソート 各１袋×3 ¥1,287 ¥1,342  
NH フェカリス１０００ 

 チキン 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ 

タラ 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ 

ホース 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ 

ポーク 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ 

ビーフレバー 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ 

サーモン＆大麦 
1袋 ¥462 ¥473  

NH 12袋 ¥5,016 ¥5,412  
NH フェカリス１０００ アソート 各１袋×6 ¥2,640 ¥2,761  
CR   フィーラインアドバンス  

プレミアムチキン 
1袋 ¥440 ¥462  

CR 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
CR フィーラインアドバンス  

プレミアムポーク 
1袋 ¥440 ¥462  

CR 12袋 ¥5,016 ¥5,280  
CR フィーラインアドバンス  

チキン＆トマト 
1袋 ¥396 ¥440  

CR 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
CR フィーラインアドバンス  

フィッシュ＆トマト 
1袋 ¥396 ¥440  

CR 12袋 ¥4,488 ¥5,016  
CR フィーラインアドバンス  

チキン＆ベジタブル 
1袋 ¥374 ¥440  

CR 12袋 ¥4,224 ¥5,016  
CR フィーラインアドバンスアソートセット 各１袋×5 ¥1,980 ¥2,178  
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ブランド* 商 品 名 
商品価格（税込） 

状 況 現行価格 新価格（11/1～） 

サプリメント 

NH / CR 
クリルオイル 

35粒 ¥1,760 価格改定なし  
NH / CR 180粒 ¥6,490 価格改定なし  
NH / CR 

プチクリルオイル  
30粒 ¥770 ¥880  

NH / CR 150粒 ¥2,530 ¥2,860  
NH / CR 

クリルフェカリス 
35粒 ¥2,090 価格改定なし  

NH / CR 180粒 ¥7,480 価格改定なし  
NH / CR 

ガーリックイースト 
60粒 ¥550 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH / CR 180粒 ¥1,210 ¥1,540  
NH / CR 

キープジョイント 
180粒 ¥2,200 ¥2,310  

NH / CR 630粒 ¥5,500 ¥6,380  
NH 

デオクリア１０  
4ｇ×7包入 ¥1,100 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 4ｇ×35包入 ¥4,400 価格改定なし 2022年10月頃内容量変更（35包→30包） 
NH 

アイクリア１０ 
4ｇ×7包入 ¥1,100 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 4ｇ×35包入 ¥4,400 価格改定なし 2022年10月頃内容量変更（35包→30包） 
NH / CR 

プラスアップ 
80g ¥1,980 価格改定なし  

NH / CR 300g ¥6,490 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

トッピング 

NH 納豆ソイナッツ〔ミックストリオ〕 30g ¥836 ¥880  
NH / CR 納豆ソイナッツ〔パウダー〕 40g ¥660 ¥704  

NH ホームシーズニング  75g ¥880 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

おやつ 
NH 

ベジビス 
パンプキン ¥550 価格改定なし  

NH ブルーベリー ¥550 価格改定なし  
NH 

ヤギミルクビスケット 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH 250ｇ ¥1,320 ¥1,364  
NH プロバイオビスケット  

グルコサミン 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH プロバイオビスケット  

クランベリー 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH プロバイオビスケット  

オメガ 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH プロバイオビスケット  

ミルクシスル 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH プロバイオビスケット  

ブルーベリー＆ルテイン 
ポケット25ｇ ¥330 価格改定なし  

NH 80ｇ ¥550 ¥572  
NH 

そらころん  
カルニチンプラス 

ポケット15ｇ ¥330 価格改定なし  
NH 40ｇ ¥550 ¥583  
NH 160ｇ ¥1,650 ¥1,870  
NH 

フェカリスビスケット  
ジョイント 

ポケット15ｇ ¥330 価格改定なし  
NH 40ｇ ¥550 ¥583  
NH 160ｇ ¥1,650 ¥1,870  
NH 

フェカリスビスケット  
ベリーベリー 

ポケット15ｇ ¥330 価格改定なし  
NH 40ｇ ¥550 ¥583  
NH 160ｇ ¥1,650 ¥1,870  
NH 

フェカリスビスケット  
チーズ 

ポケット15ｇ ¥330 価格改定なし  
NH 40ｇ ¥550 ¥583  
NH 160ｇ ¥1,650 ¥1,870  
NH パフクラッカー  

紫いも 
ポケット6枚 ¥330 価格改定なし  

NH 50ｇ ¥616 ¥638  
NH パフクラッカー  

まるごと小魚 
ポケット6枚 ¥330 価格改定なし  

NH 50ｇ ¥616 ¥638  
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ブランド* 商 品 名 
商品価格（税込） 

状 況 現行価格 新価格（11/1～） 

おやつ 
NH パフクラッカー  

ささみ 
ポケット6枚 ¥330 価格改定なし  

NH 50ｇ ¥616 ¥638  
NH パフクラッカー  

とまと 
ポケット6枚 ¥330 価格改定なし  

NH 50ｇ ¥616 ¥638  
NH ホースクランチ 25ｇ ¥550 価格改定なし  
NH 

ジャーキーマイスター 
ラム ¥550 ¥638  

NH チキン ¥550 ¥638  
NH / CR プチラムラング 25ｇ ¥550 価格改定なし  

NH 
 ドライドラムラング 

ポケット10ｇ ¥330 価格改定なし  
NH 80ｇ ¥1,100 ¥1,210  
NH スライスラムラング  80g ¥1,100 ¥1,210  

NH / CR 千葉ササミクランチ  30g ¥660 ¥770  
NH 千葉ササミジャーキー 60g ¥1,100 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH / CR 
ふわふわ千葉ササミ 

15g ¥550 ¥616  
NH / CR 40g ¥1,100 ¥1,210  
NH / CR 

ふわふわスモーキー 
15ｇ 

ホース ¥660 価格改定なし  
NH / CR ポーク ¥770 価格改定なし  
NH / CR ビーフ ¥880 価格改定なし  

NH  
千葉ポークラング 

20g ¥550 ¥594  
NH 70g ¥1,650 ¥1,760  
NH  

千葉ポークレバー 
20g ¥550 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 70g ¥1,540 ¥1,760  
NH  

千葉ポークハート 
20g ¥550 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 70g ¥1,540 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH   デンタルケア ローハイド 

ツイスト 
50g ¥660 価格改定なし  

NH 180g ¥1,980 価格改定なし  
NH   デンタルケア ローハイド 

バトン 
60g ¥660 価格改定なし  

NH 210g ¥1,980 価格改定なし  
NH デンタルヴィールリブ 100g ¥2,200 ¥2,420  
NH   デンタルケア  

馬すじ肉 
50g ¥880 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH 150g ¥2,420 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 
NH フレッシュブレス・ガム  9本 ¥1,760 価格改定なし 2022年10月頃内容量変更（9本→8本） 

NH / CR 
ドライドツナジャーキー 

35g ¥836 価格改定なし  
NH / CR 210g ¥4,180 価格改定なし  
NH / CR フリーズドライ キュービックチーズ  45ｇ ¥836 ¥924  
NH / CR 

ミックストリーツ 

チーズ＆ササミ ¥550 ¥572  

NH グルコサミン ¥550 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

NH ブルーベリー ¥550 価格改定なし 在庫が無くなり次第販売終了 

 

■ 価格改定実施日：2022年11月1日       (火)出荷分より新価格を適用させていただきます。 

■ 出荷について 

商品の在庫につきましては十分な余裕を持っておりますが、万が一、予定数を上回るご注文をいただいた場合、一時的に出荷を

調整させていただく場合がございます。また、販売休止・終了時期は出荷状況により前後します。予めご了承いただきますようお願

い申し上げます。 
 
 


