
 

 

 

 

 

 

お客様各位 

※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、厚く御礼申し上げます。 

 

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 日から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。 
 

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上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。 

今後とも弊社製品を何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

【対象】             別紙をご参照ください。 
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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 サイズ 旧価格（税抜） 価格(税抜) 価格(税込)

300ｇ ¥800 ¥905 ¥995

12ポンド(5.45kg) ¥7,350 ¥8,310 ¥9,141

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥13,800 ¥15,610 ¥17,171

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥19,350 ¥21,890 ¥24,079

12ポンド(5.45kg) ¥7,700 ¥8,630 ¥9,493

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥14,400 ¥16,170 ¥17,787

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥20,250 ¥22,520 ¥24,772

12ポンド(5.45kg) ¥8,850 ¥9,920 ¥10,912

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥16,600 ¥18,610 ¥20,471

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥23,400 ¥26,250 ¥28,875

12ポンド(5.45kg) ¥8,850 ¥10,100 ¥11,110

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥16,600 ¥18,950 ¥20,845

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥23,400 ¥26,710 ¥29,381

12ポンド(5.45kg) ¥9,500 ¥10,930 ¥12,023

12ポンド(5.45kg) x 2袋入り ¥18,500 ¥21,290 ¥23,419

12ポンド(5.45kg) x 3袋入り ¥27,500 ¥31,640 ¥34,804

300ｇ ¥800 ¥905 ¥995

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,700 ¥1,940 ¥2,134

4ポンド(1.82kg) ¥3,000 ¥3,420 ¥3,762

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,850 ¥2,100 ¥2,310

4ポンド(1.82kg) ¥3,300 ¥3,730 ¥4,103

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,850 ¥2,080 ¥2,288

5ポンド(2.27kg) ¥4,100 ¥4,600 ¥5,060

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(2.27kg) ¥3,200 ¥3,650 ¥4,015

¥1,710

5ポンド(2.27kg) ¥3,916¥3,560

¥1,881¥1,500

¥3,150

¥1,914

¥4,301

¥1,980

¥4,070

¥2,178

¥4,796

¥2,200

¥4,829

¥2,530

¥5,423

¥2,552

¥5,478

ドライフード(ドッグ)

2.2ポンド(1.00kg)

ウルトラプレミアム WBH ドッグフード

価格一覧表　価格改定後

ウルトラプレミアム　リデュースカロリー　フォーミュラ

¥1,980

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,800

5ポンド(2.27kg) ¥3,700

¥1,600

¥3,300

¥1,750

¥4,360

2.2ポンド(1.00kg)

¥3,850
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(1.00kg)

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

5ポンド(2.27kg)

¥2,000

5ポンド(2.27kg) ¥4,390

¥1,750

¥3,850

2.2ポンド(1.00kg) ¥2,300

5ポンド(2.27kg) ¥4,930

¥2,050

¥4,400
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

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

¥2,320

5ポンド(2.27kg) ¥4,980

2.2ポンド(1.00kg) ¥2,050

¥4,400

¥1,740

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　フォーミュラ　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　フォーミュラ　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

2.2ポンド(1.00kg)

5ポンド(2.27kg) ¥3,910

¥1,524

¥3,424

 



300ｇ ¥800 ¥905 ¥995

トライアル（500ｇ) ¥1,248 ¥1,410 ¥1,551

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,550 ¥1,760 ¥1,936

6.3ポンド(2.85kg) ¥4,300 ¥4,910 ¥5,401

トライアル（500ｇ) ¥1,300 ¥1,410 ¥1,551

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,572 ¥1,770 ¥1,947

6.3ポンド(2.85kg) ¥4,372 ¥4,900 ¥5,390

トライアル（500ｇ) ¥1,348 ¥1,530 ¥1,683

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,858 ¥2,100 ¥2,310

5ポンド(2.27kg) ¥4,024 ¥4,550 ¥5,005

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,896 ¥2,150 ¥2,365

6.3ポンド(2.85kg) ¥4,477 ¥5,110 ¥5,621

2.2ポンド(1.00kg) ¥1,858 ¥2,100 ¥2,310

4.4ポンド（2.00kg） ¥3,545 ¥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 6ポンド(2.72kg) ¥4,100 ¥4,600 ¥5,060

ドッグ缶フード 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

1ケース（２４缶） ¥9,376 ¥13,230 ¥14,553

ホールボディヘルス 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

リデュースカロリー　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

ダック＆ポテト　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

フィッシュ＆スウィートポテト　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

ベニソン＆スウィートポテト　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

ベジタリアン　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

ラム＆ブラウンライス　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

チキン＆ブラウンライス　フォーミュラ 13オンス(369g) ¥410 ¥580 ¥638

キャット缶 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

1ケース（２４缶） ¥9,100 ¥10,460 ¥11,506

サーモン 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

ダック＆グリンピース 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

オーシャン 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

ツナ＆シュリンプ 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

インドア 5.5オンス ¥400 ¥460 ¥506

缶フード

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

 

 

                       

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ディレクタブル　ディライツ　 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ﾃﾞｨﾚｸﾀﾌﾞﾙﾃﾞｨﾗｲﾂ　シーブリュレ 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ﾃﾞｨﾚｸﾀﾌﾞﾙﾃﾞｨﾗｲﾂ　ライフズ　ア　ビーチ 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ﾃﾞｨﾚｸﾀﾌﾞﾙﾃﾞｨﾗｲﾂ　パーフェクト　パエリア 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ﾃﾞｨﾚｸﾀﾌﾞﾙﾃﾞｨﾗｲﾂ　オーフィッシャリー　スキャンピー 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ﾃﾞｨﾚｸﾀﾌﾞﾙﾃﾞｨﾗｲﾂ　キャタトゥイユ 2.5オンス ¥258 ¥300 ¥330

ディレクタブル　ディライツ　 1ケース（12缶） ¥3,060 ¥3,552 ¥3,907

プレートフル　レトルトキャットフード 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　マッカレル＆サーディン 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　ターキー・サーモン＆チキン 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　チキン＆チキンレバー　 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　ｺｯﾄﾞ・ﾁｷﾝ・ｿｰﾙ＆ｼｭﾘﾝﾌﾟ 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　チキン＆サーモン 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　チキン＆ジブレッツ 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　ターキー・チキン＆ダック 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾙ　ﾚﾄﾙﾄｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ　ｻｰﾓﾝ・ﾂﾅ・ﾁｷﾝ＆ｼｭﾘﾝﾌﾟ 3オンス(85g) ¥315 ¥370 ¥407

ディレクタブルディライツ

プレートフル　レトルトキャットフード

 

製品名 サイズ 旧価格（税抜） 価格(税抜) 価格(税込)

ポテト＆ダックトリーツレギュラーサイズ 397g ¥1,500 ¥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 397g ¥1,500 ¥1,730 ¥1,903

100g ¥450 ¥520 ¥572

227g ¥853 ¥990 ¥1,089

100g ¥450 ¥520 ¥572

227g ¥853 ¥990 ¥1,089

100g ¥450 ¥520 ¥572

227g ¥853 ¥990 ¥1,089

100g ¥450 ¥520 ¥572

227g ¥853 ¥990 ¥1,089

ジャンピンスティック（チキン、ダック、ベニソン） 113g～142g

ジャンピンスティック　チキン 113g～142g ¥1,500 ¥1,730 ¥1,903

ジャンピンスティック　ダック 113g～142g ¥1,500 ¥1,730 ¥1,903

ジャンピンスティック　ベニソン 113g～142g ¥1,500 ¥1,730 ¥1,903

Sサイズ ¥800 ¥920 ¥1,012

Mサイズ ¥1,100 ¥1,270 ¥1,397

Lサイズ ¥1,250 ¥1,440 ¥1,584

スティック ¥800 ¥920 ¥1,012

ベースボール ¥572 ¥660 ¥726

ナチュラル　ニュートリションボーン（チーズ） 10本入り ¥960 ¥1,110 ¥1,221

ナチュラル　ニュートリションボーン（ミント） 10本入り ¥960 ¥1,110 ¥1,221

プライムトリーツ

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

ナチュラル　シャークスティックボーン 70g ¥1,300 ¥1,460 ¥1,606

ナチュラル　ホーススティックジャーキー 80g ¥1,300 ¥1,460 ¥1,606

ナチュラル　ホースミートスライス 100g ¥1,300 ¥1,460 ¥1,606

トリーツ

ポテト＆ダックトリーツ

ボーン

ナチュラル　チューイングボーン

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

 
 

 

 

 

 



製品名 サイズ 旧価格（税抜） 新価格(税抜) 価格(税込)

Sサイズ(238ml) ¥3,000 ¥3,360 ¥3,696

Lサイズ(946ml) ¥10,800 ¥12,096 ¥13,305

Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312

Lサイズ(946ml) ¥11,800 ¥13,216 ¥14,537

Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312

Lサイズ(946ml) ¥13,333 ¥14,933 ¥16,426

猫＆細毛犬用　セラピーシャンプー Sサイズ(238ml) ¥3,500 ¥3,920 ¥4,312

フットバームジェル 58ml ¥3,000 ¥3,360 ¥3,696

Sサイズ(119ml) ¥2,800 ¥3,136 ¥3,449

Lサイズ(946ml) ¥19,000 ¥21,280 ¥23,408

Sサイズ(58ml) ¥2,800 ¥3,136 ¥3,449

Mサイズ(119ml) ¥5,200 ¥5,824 ¥6,406

クールスポッツジェル Sサイズ(58ml) ¥3,800 ¥4,256 ¥4,681

ゴートミルク＆核酸（DNA・RNA）粉末 150g ¥1,900 ¥2,128 ¥2,340

クランベリー　サプリメント 50g ¥3,200 ¥3,584 ¥3,942

Ｓサイズ ¥1,300 ¥1,456 ¥1,601

Ｍサイズ ¥1,600 ¥1,792 ¥1,971

Ｌサイズ ¥2,100 ¥2,352 ¥2,587

ＸＬサイズ ¥2,600 ¥2,912 ¥3,203

ＸＸＬサイズ ¥3,200 ¥3,584 ¥3,942

Mサイズ(70g) ¥1,500 ¥1,680 ¥1,848

Lサイズ(454g) ¥4,000 ¥4,480 ¥4,928

PetAg　アニマルサポートフォーミュラ 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 ¥6,344

ABI　コロイダルシルバー　1100ppm 59ml ¥8,000 ¥8,960 ¥9,856

PET　BOTANICS

Ｅカラー　

サプリメント・デンタルケア

PetAg　プロバイオテック　ベネバックパウダー

C-DERM

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
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