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販売店各位
※重要なお知 らせ※

ナチュラルバ ランス ペ ッ トフー ド価格改定のお知 らせ
拝啓
早春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼中し上げます。

さて、大変申し上げにくいことでございますが、近年新型コロナウイルス感染症の影響もあり、原材料の価格高騰、
コンテナ費や陸送費等の輸送費の値上げ、為替の影響等により弊社より販売しているナチュラルバランス製品にお
きまして、従来の価格を維持することが残念ながら困難となってまいりました。
当社におきましても2016年 8月 の価格改定以来、現行の価格を維持するべくこれまで諸経費の削減を始め様々な企
業努力を続けてまいりましたが、最早それも限界となりました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、 一部製品におきまして令和 4年 5月 1日 弊社発送分から別紙価格表
【改定後卸価格(販売店用)】 【改定後希望小売価格】のとおり価格改定をさせていただくこととなりました。
原材料により、製品ごとの価格の改定率は異なります。

また、価格改定に伴いお取扱いを頂いております全ての販売店様が円滑に改定後の価格設定に移行できますよう、
移行準備期間を設けたいと思います。販売店様各位で移行期間内での販売価格の変更をお願いします。なお移行期
間後 (改定後)の販売価格設定に関しましては、通信販売も含む全ての販売店様、弊社商品をお取扱いの全てのお
取引様を対象とさせて頂きます。
移行準備期間に関しましては以下の通りとさせて頂きます。
ご理解のほどお願い申しLげます。
《販売価格移行期間》
令和 4年 5月 1日 ～令和 4年 6月 3p日
※令和 4年 7月 1日 からは別紙にてご案内しております改定後の新価格での販売をお願い致します。
※弊社からの卸価格に関しましては、令和 4年 5月 1日 より改定後の価格となります。

弊社といたしましては、これを機に品質維持と更なるサービスの向 Lな ど一層努力していく所存です。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げますG

今後共弊社製品を何卒よろしくお願い致します。
敬具

記

【対象】 別紙をご参照ください。

令和 4年 5月 1日 弊社発送分より新価格にて発売開始いたします。
※改定後の価格につきましては別途新価格表をご確認下さい。
ご不明な点等ございましたらご連絡くださいますようお願い致します。

【価格改定の実施時期】
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【改定後希望小売価格】

下記商品以外の希望小売価格の変更はございません。

製品名

ウルトラプレミアム WBHドッグフード

サイズ

300g

1日 価格 (税抜 )

¥800

新価格 (税抜 )

¥905

新価格 (税込 )

¥996

2.2#:/F(1.00kc) ¥1.500 ¥1,710 ¥1,881

5ポンド〈2.27kD ¥3,150 ¥3,560 ¥3,916

12ポンド(5.45kD ¥7,350 ¥8,310 ¥9,141

ウルトラブレミアム リデユースカロリー フォーミュラ

2.2ポンド(1.00kD ¥1,600 ¥1,800 ¥1,980

sif.>Fe.ztxe) ¥3.300 ¥3,700 ¥4,070

121ポンド(5.45kg) ¥7,700 ¥8,630 ¥9,493

ウルトラプレミアム ポテト&ダック フォーミュラ

2.2ポンドに00kD ¥1,750 ¥1,980 ¥2,178

5ポンド(2.27kD ¥3,850 ¥4,360 ¥4,796

12ポンド(5.45kD ¥8,850 ¥9,920 ¥10,912

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

2.2;fi) l.:(1 .00ke) ¥1,750 ¥2,000 ¥2,200

5ポンド(2.27kg) ¥3.850 ¥4,390 ¥4,829

1 27fi> F'(5.45ks) ¥8,850 ¥10,100 ¥11,110

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

2.2ポンド(1.00kg) ¥2,050 ¥2,300 ¥2,530

5ポンド(2.27kg) ¥4,400 ¥4,930 ¥5,423

12ポンド(5.45kD ¥9,500 ¥10,930 ¥12,023

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
22オくンド(1.00kg) ¥2,050 ¥2,320 ¥2.552

57li> l':'(2"27ks) ¥4,400 ¥4,980 ¥5,478

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)

300g ¥800 ¥905 ¥996
2.2rlr> F'( 1 .00ks) ¥1,700 ¥1,940 ¥2,134
azfi> F'(1 .82ke) ¥3,000 ¥3,420 ¥3,762

ウルトラプレミアム ポテト&ダック フォーミュラ スモールバイツ(小粒)
2.2fi>F'(1.00kc) ¥1,850 ¥2,100 ¥2,310
azfi> F'( 1 .82ke) ¥3,300 ¥3,730 ¥4,103

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 スモールバイツ(小粒)
2.2ポンドに00kg) ¥1,850 ¥2,080 ¥2,288
5ポンド(2.27kD ¥4,100 ¥4,600 ¥5,060

ウルトラプレミアム ベジタリアン フォーミュラ
2.2オぐンド(1.00kg) ¥1,524 ¥1,740 ¥1,914

¥3,424 ¥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 5ポンド(227kg) ¥3,200 ¥3,650 ¥4,015

価格一覧表 価格改定

57F:/F'(2.27ke)



300g ¥800 ¥905 ¥996
トライアル (500g) ¥1,248 ¥1,410 ¥1,551

¥1,93622ポンド(■00kg) ¥1,550 ¥1,760
¥4,300 ¥4,910 ¥5,401

ウルトラプレミアム WBHキャットフード
63ポンド(285kg)
トライアル (500g) ¥1.300 ¥1,410 ¥1,551

22ポンド(■00kg) ¥1,572 ¥1,770 ¥1,947
¥5,390

ウルトラプレミアム リデュースカロリー フォーミュラ
63ポンド(2.85kg) ¥4,372 ¥4,900

¥1,530 ¥1,683トライアル (500g) ¥1,348
22ポンド(■00kg) ¥1,858 ¥2,100 ¥2,310グリンピース&ダック フォーミュラ
5ポンド(227kg) ¥4,024 ¥4,550 ¥5,005

¥2,150 ¥2,36522ポンド(■00kg) ¥1,896
インドアキャットフォーミュラ 63ポンド(285kg) ¥4,477 ¥5,110 ¥5,621

22ポンド(■00kg) ¥1,858 ¥2,100 ¥2,310
¥4,010 ¥4,411サーモン&チックピー フォーミュラ 44ポンド(2Ю Okg) ¥3,545

¥4,100 ¥4,600 ¥5,060ウルトラプレミアム ファットキャッツ ドライキヤットフォーミュラ 6ポンド(2″ 2kg)
■■

¥500 ¥580 ¥638ドッグ缶フード 13オンス(369g)

キャット缶フード 5.5オンス/6オンス ¥400 ¥460 ¥506
::::::::は ::藁

ポテト&ダック・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

ディレクタブル ディライツ CAT

プレートフル レトルトキャットフード

2.5オンス/3オンス

3オンス(85g)

397g

¥315

¥1,500

¥258

¥1,730

¥300

¥370

¥330

¥407

¥1,903
100g ¥450 ¥520 ¥572

¥1,089
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 227g ¥853 ¥990
¥1,730

¥920

ジヤンピンスティック(チキン、ダック、ベニソン)

ナチユラル チューイングボーン

113g～ 142g

sサィズ

¥1,200

¥800

¥1,903

¥1,012
¥1,397Mサイズ ¥1,270

¥1,440 ¥1,584Lサイズ ¥1,250
スティック ¥800 ¥920 ¥1,012
ベースボール ¥572 ¥660 ¥726

¥1.110 ¥1,221ナチュラル ニュートリションボーン(チーズ・ミント) 10本入り ¥960

ナチュラル ワイルドカンガルーテンダン 70g ¥1,300 ¥1,460 ¥1,606
¥1,606ナチユラル シャークスティックボーン 70g ¥1,300 ¥1,460

¥1,460 ¥1,606ナチユラル ホーススティックジヤーキー 80g ¥1,300
ナチュラル ホースミートスライス 100g ¥1,300 ¥1,460 ¥1.606
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製品名

セラピードッグシャンプー

サィズ

Sサイズ(238ml)

I日 価格(税抜)

¥3,000

新価格(税抜)

¥3,360

新価格(税込)

¥3,696
Lサイズ(946ml) ¥10,800 ¥121096 ¥13,306

パピー&アレルギーセラピーシャンプー Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312
Lサイズ(946ml) ¥11,800 ¥13,216 ¥14,538

ヘアー&スキンコンディショナー Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312
Lサイズ(946mi) ¥13,333 ¥14,933 ¥16,426

猫&細毛犬用 セラピーシヤンプー Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312
フットバームジエル 58mi ¥3,000 ¥31360 ¥3,696

イヤークレンザーフラッシュ Sサイズ(119ml) ¥2,800 ¥3,136 ¥3,450
Lサイズ(946mi) ¥19,000 ¥211280 ¥23,408

クールスポッツスプレー Sサイズ(58mi) ¥2,800 ¥3,136 ¥3,450
Mサイズ(119ml) ¥5,200 ¥5,824 ¥6,406

クールスポッツジエル

ゴートミルク&核酸 (DNA・ RNA)粉 末

Sサイズ(58mi)

150g

¥3,800

¥1,900

¥4,256

¥2,128

¥4,682

¥2,341

クランベリー サプリメント 50g ¥3,200 ¥3,584 ¥3,942
ロデオフレグランス(モンベベ、カサノバロマンス) 118ml ¥1,315 ¥1,473 ¥1,620

Eカラー

PetAgプロバイオテック ベネバックパゥダー

Sサイズ ¥1,300 ¥1,456 ¥1,602
Mサイズ ¥1,600 ¥1,792 ¥1,971
Lサイズ ¥2,100 ¥2,587
xLサイズ ¥2,600 ¥2,912 ¥3,203
xxLサィズ

Mサイズ(70g)

¥3,200

¥1,500

¥3,584

¥1,680

¥3,942

¥1,848
Lt4^@54e) ¥4,000 ¥4,480 ¥4,928

PetAgアニマルサポートフォーミユラ 100粒 ¥4,000 ¥4,480 ¥4,928
ジョイントサポートフォーミュラ 270g ¥5,150 ¥5,768 ¥6,345
ABI aE49 tvi )Vt\- 1 100ppm 59rnl ¥8,000 ¥8,960 ¥9,856

閉プライム
福岡県福岡市博多区吉塚 4-10-46

TEL092-627-5050  1FAX092-627-5052

C―DERM

PET BOTAN:―CiS

¥2,352

日


