
価格改定のお知らせ 

 

 

お客様各位 

 

平素は、弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 

 

仕入れ価格高騰により当社におきましてもこれまで諸経費の削減をはじめ企業努力により

価格の維持に努力してまいりましたが、商品の改正をさせていただきたくお知らせ申し上

げます。 

 

まことに遺憾ではございますが、 

 

当社のオリジナル商材の商品価格改定させていただきます。 

 

具体的な商品ジャンルといたしましては 

 

「ホリスティッククッキング」「生肉・生骨類」「サプリメント」「おやつ」「ASHU ブランド

商材」 

 

となります。 

 

2021 年 5 月 20 日より順次価格変更となりますことを何卒ご理解頂けますようお願い申し

上げます。 

 

今後ともより一層、品質、サービスを向上し、お客様にご満足いただけるように 

努めてまいりますので、なにとぞご理解をいただき、 

今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。 

 

2 枚目以降に各種価格改定対象商品リストがございますのでご確認頂けますようお願い申

し上げます。 

 

株式会社帝塚山ハウンドカム 



商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

ホリスティッククッキング ホース1kg ¥3,289 ¥3,465

ホリスティッククッキング ホース2kg(1kg×2) ¥6,578 ¥6,930

ホリスティッククッキング ホース3kg(1kg×3) ¥9,867 ¥10,395

ホリスティッククッキング ホース4kg(1kg×4) ¥13,156 ¥13,860

ホリスティッククッキング ホース8kg(1kg×8) ¥25,432 ¥26,840

ホリスティッククッキング フィッシュ1kg ¥3,289 ¥3,465

ホリスティッククッキング フィッシュ2kg(1kg×2) ¥6,578 ¥6,930

ホリスティッククッキング フィッシュ3kg(1kg×3) ¥9,867 ¥10,395

ホリスティッククッキング フィッシュ4kg(1kg×4) ¥13,156 ¥13,860

ホリスティッククッキング フィッシュ8kg(1kg×8) ¥25,432 ¥26,840

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

馬肉小分ケトレー/1kg[粗挽] ¥2,629 ¥2,739

馬肉小分ケトレー/3kg[粗挽] ¥7,722 ¥8,052

馬肉小分ケトレー/5kg+500g ¥13,145 ¥13,695

馬肉小分ケトレー/10kg+1kg ¥26,290 ¥27,390

馬肉イタタイプ/1kg ¥2,354 ¥2,464

馬肉板タイプ/3kg ¥6,622 ¥6,952

馬肉板タイプ/5kg+500g ¥11,770 ¥12,320

馬肉板タイプ/10kg+1kg ¥23,540 ¥24,640

馬肉ブロック/1kg ¥2,354 ¥2,464

馬肉ブロック/3kg ¥6,622 ¥6,952

馬肉ブロック/5kg+500g ¥11,770 ¥12,320

馬肉ブロック/10kg+1kg ¥23,540 ¥22,400

グルコサミン馬肉小分ケトレー/1kg ¥2,959 ¥3,069

グルコサミン馬肉小分ケトレー/3kg ¥8,712 ¥9,042

グルコサミン馬肉小分ケトレー/5kg+500g ¥14,795 ¥15,345

グルコサミン馬肉小分ケトレー/10kg+1kg ¥29,590 ¥30,690

老犬用馬肉小分ケトレー1kg ¥3,729 ¥3,839

老犬用馬肉小分ケトレー3kg ¥10,692 ¥11,022

老犬用馬肉小分ケトレー5kg ¥18,645 ¥19,195

※下記商品を含むセット商品も価格改定対象となります。

価格改正リスト一覧

ドライフード

生肉・生骨



老犬用馬肉小分ケトレー10kg ¥37,290 ¥38,390

国産馬肉 こま切れ 500g ¥1,859 ¥1,914

国産馬肉 こま切れ 1kg ¥3,718 ¥3,828

国産馬肉 こま切れ 3kg ¥10,494 ¥10,824

国産馬肉 こま切れ 5kg+500g ¥18,590 ¥19,140

国産馬肉 こま切れ 10kg+1kg ¥37,180 ¥38,280

馬肉ハツ入リミンチ小分ケトレー/1kg ¥3,080 ¥3,190

馬肉ハツ入リミンチ小分ケトレー/3kg ¥9,075 ¥9,735

馬肉ハツ入リミンチ小分ケトレー/5kg+500g ¥15,400 ¥15,950

馬肉ハツ入リミンチ小分ケトレー/10kg+1kg ¥30,800 ¥31,900

エゾ鹿生肉/500g[小分ケトレー]　スターター ¥2,079 ¥2,189

エゾ鹿肉小分ケトレー/500g ¥2,079 ¥2,189

北海道産 エゾ鹿生肉小分ケパック/1kg（50 ¥4,158 ¥4,378

北海道産 エゾ鹿生肉小分ケパック/3kg（50 ¥11,924 ¥12,584

エゾ鹿生肉小分ケトレー/5kg+500g ¥20,790 ¥21,890

エゾ鹿生肉小分ケトレー/10kg+1kg ¥41,580 ¥43,780

エゾ鹿肉角切リ/500g ¥1,650 ¥1,760

エゾ鹿肉角切リ/1kg ¥3,300 ¥3,520

エゾ鹿肉角切リ/3kg ¥9,350 ¥10,010

エゾ鹿肉角切リ/5kg+500g ¥16,500 ¥17,600

エゾ鹿肉角切リ/10kg+1kg ¥33,000 ¥35,200

老犬用エゾシカ肉小分ケトレー500g ¥2,684 ¥2,794

老犬用エゾシカ肉小分ケトレー1kg ¥5,148 ¥5,368

老犬用エゾシカ肉小分ケトレー3kg ¥14,894 ¥15,554

熟成エゾ鹿生肉小分ケトレー粗挽キ500g ¥2,409 ¥2,519

熟成エゾ鹿生肉小分ケトレー粗挽キ1kg ¥4,708 ¥4,928

熟成エゾ鹿生肉小分ケトレー粗挽キ3kg ¥13,904 ¥14,564

熟成エゾ鹿肉生肉ブロック500g ¥2,409 ¥2,519

熟成エゾ鹿肉生肉ブロック1kg ¥4,708 ¥4,928

熟成エゾ鹿肉生肉ブロック3kg ¥13,904 ¥14,564

熟成エゾ鹿生肉サイコロ内臓ミックス600g ¥2,959 ¥3,069

熟成エゾ鹿生肉サイコロ内臓ミックス1.2kg ¥5,698 ¥5,918

熟成エゾ鹿生肉サイコロ内臓ミックス3.6kg ¥16,874 ¥17,534

丹波産　鹿肉小分ケトレー　500g ¥1,694 ¥1,804

丹波産　鹿肉小分ケトレー1kg ¥3,388 ¥3,608

丹波産　鹿肉小分ケトレー3kg ¥9,614 ¥10,274

丹波産　鹿肉小分ケトレー5kg ¥16,940 ¥18,040

丹波産　鹿肉小分ケトレー10kg ¥33,880 ¥36,080

特上赤身鹿肉小分ケトレー/450g ¥2,475 ¥2,585



特上赤身鹿肉小分ケトレー/900g ¥4,840 ¥5,060

特上赤身鹿肉小分ケトレー/2.7kg ¥14,080 ¥14,740

特上赤身鹿肉小分ケトレー/4.5kg＋450g ¥24,200 ¥25,850

ラム肉/500g[小分けトレー] ¥2,354 ¥2,464

ラム肉/1kg[小分けトレー] ¥4,598 ¥4,818

ラム肉/500g[ブロック] ¥2,354 ¥2,464

ラム肉/1kg[ブロック] ¥4,598 ¥4,818

シシ肉ミンチ/小分ケトレー　500g ¥2,101 ¥2,211

シシ肉ミンチ/小分ケトレー　1kg ¥4,070 ¥4,290

シシ肉ミンチ/小分ケトレー　3kg ¥11,550 ¥12,210

国産 合鴨ミンチ 500g ¥2,420 ¥2,530

国産 合鴨ミンチ 1kg ¥4,730 ¥4,950

国産 合鴨ミンチ 3kg ¥13,750 ¥14,410

国産ダチョウ肉ミンチ小分ケトレー500g ¥2,200 ¥2,310

国産ダチョウ肉ミンチ小分ケトレー1kg ¥4,290 ¥4,510

国産ダチョウ肉ミンチ小分ケトレー3kg ¥12,650 ¥13,310

国産ダチョウ肉ミンチ小分ケトレー5kg+500g ¥22,000 ¥23,100

国産ダチョウ肉ミンチ小分ケトレー10kg+1kg ¥44,000 ¥45,100

カンガルー肉ミンチ小分ケトレー/500g ¥1,925 ¥2,035

カンガルー肉ミンチ小分ケトレー/1kg ¥3,850 ¥4,070

カンガルー肉ミンチ小分ケトレー/3kg ¥11,000 ¥11,660

カンガルー肉ミンチ小分ケトレー/5kg+500g ¥19,250 ¥20,350

カンガルー肉ミンチ小分ケトレー/10kg+1kg ¥38,500 ¥40,700

国産 ウズラミンチ 500g ¥2,420 ¥2,475

国産 ウズラミンチ 1㎏ ¥4,730 ¥4,840

国産 ウズラミンチ 3㎏ ¥13,750 ¥14,080

黒毛和牛生骨/S ¥1,078 ¥1,188

黒毛和牛生骨/L ¥2,794 ¥2,904

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

ハウンドカム食堂シリーズ ¥3,850 ¥4,004

すき焼き風鍋セット ¥1,848 ¥1,903

鴨すき風鍋セット ¥1,848 ¥1,903

すき焼き風鍋具材 ¥1,320 ¥1,375

鴨すき風鍋具材 ¥1,320 ¥1,375

毎日野菜 ミックスベジタルブル 1トレー ¥748 ¥770

毎日野菜 ミックスベジタルブル 2トレー ¥1,375 ¥1,419

ハウンドカム食堂・お惣菜



毎日野菜ミックスベジタブル11トレー ¥7,480 ¥7,700

毎日野菜おいもとｶﾎﾞﾁｬﾐｯｸｽ1ﾄﾚｰ ¥748 ¥770

毎日野菜 おいもとｶﾎﾞﾁｬﾐｯｸｽ2ﾄﾚｰ ¥1,375 ¥1,419

毎日野菜 おいもとｶﾎﾞﾁｬﾐｯｸｽ11ﾄﾚｰ ¥7,480 ¥7,700

毎日野菜 2種セット計2トレー ¥1,375 ¥1,419

毎日野菜 2種セット計11トレー ¥7,480 ¥7,700

愛犬愛猫用ローストベニソン ¥1,320 ¥1,375

愛犬愛猫用合鴨ロースト ¥1,320 ¥1,375

ロースト2種ト神戸ポーク3種盛リノ贅沢ギフト ¥4,950 ¥5,060

ローストベニソン&合鴨ローストセット ¥2,530 ¥2,640

愛犬用　馬肉団子鍋セット　ミルク鍋 ¥1,628 ¥1,683

愛犬用　馬肉団子鍋セット　寄せ鍋 ¥1,628 ¥1,683

愛犬用　馬肉団子鍋　ミルク鍋　具材 ¥877 ¥933

愛犬用　馬肉団子鍋　寄せ鍋　具材 ¥877 ¥933

愛犬用　馬肉団子鍋セット　きりたんぽ鍋 ¥1,628 ¥1,683

愛犬用　馬肉団子鍋セット　ミルク鍋 ¥1,240 ¥1,295

愛犬用　馬肉団子鍋セット　寄せ鍋 ¥1,240 ¥1,295

馬肉団子鍋具材×5袋セット（ﾐﾙｸ） ¥4,021 ¥4,296

馬肉団子鍋具材×5袋セット（寄せ） ¥4,021 ¥4,296

フレッシュチーズ 60g×3個セット ¥1,210 ¥1,375

フレッシュチーズ 60g×6個セット ¥2,310 ¥2,750

フレッシュチーズ 60g×13個セット ¥4,620 ¥5,280

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

G&E酵素ﾊﾟﾜｰ元気/100g ¥715 ¥748

酵素ﾊﾟﾜｰ元気 100g 5袋セット ¥3,575 ¥3,740

G&E酵素ﾊﾟﾜｰ元気/1㎏ ¥5,335 ¥5,665

G&Eｽｰﾊﾟｰ元気 ¥773 ¥825

G&Eｽｰﾊﾟｰ元気6本セット ¥4,169 ¥4,479

酵素ﾊﾟﾜｰ元気健康プラス150g ¥1,320 ¥1,375

酵素ﾊﾟﾜｰ元気健康プラス500g ¥4,015 ¥4,180

酵素ﾊﾟﾜｰ元気健康プラス1kg（500×2） ¥7,590 ¥7,920

酵素ﾊﾟﾜｰ元気消化プラス150g ¥1,320 ¥1,375

酵素ﾊﾟﾜｰ元気消化プラス500g ¥4,015 ¥4,180

酵素ﾊﾟﾜｰ元気消化プラス1kg（500×2） ¥7,590 ¥7,920

乳酸菌飲料 発酵のめぐみ 150ml 玄米 ¥572 ¥594

乳酸菌飲料 発酵のめぐみ6本セット 玄米 ¥3,025 ¥3,157

手作り食材



乳酸菌飲料 発酵のめぐみ12本セット 玄米 ¥5,720 ¥5,984

乳酸菌飲料 発酵のめぐみ  プレーン ¥572 ¥594

乳酸菌飲料 発酵のめぐみ　プレーン6本セット ¥3,025 ¥3,157

乳酸菌飲料 発酵のめぐみ プレーン12本セット ¥5,720 ¥5,984

発酵のめぐみ 2本セット(プレーン＆玄米) ¥1,144 ¥1,188

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

愛犬の安心レトルト ササミと玉子のおかゆ 100g ¥605 ¥660

ササミと玉子のおかゆ12袋 ¥6,710 ¥7,370

愛犬の安心レトルト 馬肉とかぼちゃのﾐﾙｸがゆ ¥605 ¥660

馬肉とかぼちゃのﾐﾙｸがゆ 12袋 ¥6,710 ¥7,370

ササミと馬肉の2つの味セット ¥1,210 ¥1,320

ササミと馬肉の2つの味 12食セット ¥6,710 ¥7,370

愛犬の安心レトルト ササミと卵のおかゆ1ケース ¥54,450 ¥59,400

愛犬の安心レトルト 馬肉とかぼちゃ1ケース ¥54,450 ¥59,400

愛犬の安心レトルト 鮭のいも粥 100g ¥649 ¥704

鮭のいも粥 100g12袋セット ¥7,205 ¥8,448

鮭のいも粥 100g1ケース ¥58,410 ¥63,360

安心レトルト3つの味セット ¥1,826 ¥1,991

安心レトルト3つの味12袋セット ¥6,875 ¥7,728

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

みつばちﾊﾟﾜｰ元気/150g ¥5,214 ¥5,434

みつばちﾊﾟﾜｰ元気/300g ¥9,856 ¥10,186

みつばちﾊﾟﾜｰ元気/60g ¥2,244 ¥2,354

乳酸菌ｻﾌﾟﾘ ｲｰｽﾄｽﾘﾑ100g ¥3,014 ¥3,124

乳酸菌ｻﾌﾟﾘ ｲｰｽﾄｽﾘﾑ/200g ¥5,775 ¥5,995

ｸﾘｱC ¥2,134 ¥2,244

ｸﾘｱC/120g ¥3,454 ¥3,674

お口ﾋﾟｶﾋﾟｶ♪デンタルｸﾘｰﾝ90g ¥3,399 ¥3,509

お口ﾋﾟｶﾋﾟｶ♪デンタルｸﾘｰﾝECO180g ¥6,391 ¥6,611

消化酵素ｴﾝｻﾞｲﾑ100ｇ ¥2,970 ¥3,190

お口ﾗｸﾗｸ歯石ｸﾘｰﾝPro　100g ¥4,059 ¥4,169

お口ﾗｸﾗｸ歯石ｸﾘｰﾝProお得用　300g ¥10,912 ¥11,242

ご長寿ﾐﾙｸ 200g ¥4,268 ¥4,488

ご長寿ﾐﾙｸ 60g ¥1,474 ¥1,584

サプリメント

レトルト食品



腎ﾊﾟﾜｰ元気 犬用 90g ¥4,224 ¥4,334

腎ﾊﾟﾜｰ元気 犬用 200g ¥8,448 ¥8,668

腎ﾊﾟﾜｰ元気 猫用 90g ¥4,224 ¥4,334

腎ﾊﾟﾜｰ元気 猫用 200g ¥8,448 ¥8,668

肝ﾊﾟﾜｰ元気 犬猫用 90g ¥4,224 ¥4,334

肝パワー元気 犬猫用 200g ¥8,448 ¥8,668

ｱｲﾊﾟﾜｰ元気 犬猫用 60g ¥4,224 ¥4,334

ｱｲﾊﾟﾜｰ元気 犬猫用 150g ¥9,548 ¥9,768

尿路元気 犬猫用 90g ¥3,344 ¥3,564

尿路元気 犬猫用 200g ¥7,018 ¥7,458

老犬元気　90g ¥3,058 ¥3,168

老犬元気　180g ¥5,753 ¥5,973

老猫元気　90g ¥3,058 ¥3,168

老猫元気　180g ¥5,753 ¥5,973

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

オランダ産ヤギミルク/60g ¥1,188 ¥1,221

肥満犬・老犬用ヤギミルク/60g ¥847 ¥1,012

オランダ産ヤギミルク/200g ¥3,619 ¥3,960

肥満犬・老犬用ヤギミルク/200g ¥2,354 ¥2,904

グルコサミン入リ ヤギミルク 60g ¥1,529 ¥1,727

グルコサミン入リ ヤギミルク 200g ¥4,521 ¥5,192

国産ヤギミルクプレミアム濃厚 60g ¥1,848 ¥1,991

国産ヤギミルクプレミアム濃厚 200g ¥5,610 ¥6,083

濃厚国産生ヤギミルク プレミアム ¥541 ¥572

濃厚国産生ヤギミルク プレミアム 6本 ¥3,245 ¥3,432

濃厚国産生ヤギミルク プレミアム 12本 ¥6,160 ¥6,534

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

おいもの膵ケアビスケットハード60g ¥748 ¥770

おいもの膵ケアビスケットハードﾞ60g5袋 ¥3,740 ¥3,850

おいもの膵ケアビスケットハード60g11袋 ¥7,480 ¥7,700

おからの腎ケアサクサクキューブ 60g ¥649 ¥671

おからの腎ケアサクサクキューブ 5袋 ¥3,082 ¥3,192

おからの腎ケアサクサクキューブ 11袋 ¥6,490 ¥6,710

ミルク

おやつ



デンタルさつまいもｺﾛｺﾛ ¥638 ¥660

デンタルさつまいもｺﾛｺﾛ 5袋セット ¥3,190 ¥3,300

デンタルさつまいもｺﾛｺﾛ 10+1袋セット ¥6,380 ¥6,600

デンタルひじきビスケット ﾊｰﾄﾞ60g ¥638 ¥660

デンタルひじきビスケット ﾊｰﾄﾞ60g 5袋セット ¥3,190 ¥3,300

デンタルひじきビスケット60g 10袋セット＋1袋ｵﾏｹ ¥6,380 ¥6,600

デンタルビスケット2種セット (黒ごま＆ひじき) ¥1,276 ¥1,320

小豆かぼちゃの腎ケアビスケ60g ¥748 ¥770

小豆かぼちゃ腎ケアビスケ60g5袋セット ¥3,740 ¥3,850

小豆かぼちゃ腎ケアビスケ60g11袋セット ¥7,480 ¥7,700

なた豆ライスガムソフト ¥1,089 ¥1,122

なた豆ライスガムソフト5袋セット ¥5,445 ¥5,610

なた豆ライスガムソフト10袋セット＋1袋 ¥10,890 ¥11,220

デンタル米ぬかビスケット60g ¥638 ¥660

デンタル米ぬかビスケット60g 5袋セット ¥3,190 ¥3,300

デンタル米ぬかビスケット60g 10袋セット＋1袋ｵﾏｹ ¥6,380 ¥6,600

じゃこせんべい ¥638 ¥660

じゃこサブレ ¥550 ¥572

りんごチップス ¥792 ¥814

オリジナルクッキー ¥627 ¥649

オリジナルクッキー5袋セット ¥3,135 ¥3,245

オリジナルクッキー10袋セット ¥5,956 ¥6,177

オリジナルクッキー(マヌカハニー) ¥825 ¥847

オリジナルクッキー　膵ｹｱプラス ¥847 ¥869

オリジナルクッキー　膵ｹｱプラス5袋 ¥4,235 ¥4,345

オリジナルクッキー　膵ｹｱプラス11袋 ¥8,470 ¥8,690

オリジナルクッキー　腎ｹｱプラス ¥847 ¥869

オリジナルクッキー　腎ｹｱプラス 5袋セット ¥4,235 ¥4,345

G&E乳酸菌ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾔｷﾞﾐﾙｷｰ/35g ¥660 ¥682

G&E乳酸菌ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾔｷﾞﾐﾙｷｰ/150g ¥2,031 ¥2,141

干し芋スティック/100g ¥572 ¥594

干し芋スティック/100g　10袋セット ¥5,434 ¥5,544

フリーズドライ豆腐 ¥473 ¥506

フリーズドライ豆腐5袋セット ¥1,881 ¥2,530

鹿アバラ ¥759 ¥781

鹿肉チップ ¥759 ¥781

鹿心臓 ¥759 ¥781

鹿レバー ¥759 ¥781

鹿ラング ¥759 ¥781



鹿肉スティック ¥759 ¥781

馬肉コロコロステーキ　60g ¥880 ¥902

馬肉コロコロステーキ　5袋セット ¥4,400 ¥4,510

馬肉コロコロステーキ　10袋セット ¥8,800 ¥9,020

腎ｹｱﾐﾆおやつセット ¥1,375 ¥1,430

とさかｼﾞｬｰｷｰ ¥880 ¥902

商品名 改正前税込価格 改正後税込価格

ワールドASHU Tシャツ/SS ¥3,550 ¥3,990

ワールドASHU Tシャツ/S ¥3,550 ¥3,990

ワールドASHU Tシャツ/M ¥3,550 ¥3,990

ワールドASHU Tシャツ/L ¥4,180 ¥4,620

ワールドASHU Tシャツ/LL ¥4,180 ¥4,620

ワールドASHU Tシャツ/XL ¥5,111 ¥5,551

ワールドASHU Tシャツ/4L ¥5,111 ¥5,551

ピッチカラー/SS ¥3,410 ¥3,850

ピッチカラー/S ¥3,850 ¥4,290

ピッチカラー/M ¥4,290 ¥4,730

ピッチカラー/L ¥6,050 ¥6,490

ピッチリード/S ¥5,720 ¥6,270

ピッチリード/L ¥7,480 ¥8,030

デニムレザーループカラーSS ¥3,410 ¥3,850

デニムレザーループカラーS ¥3,850 ¥4,290

デニムレザーループカラーM ¥4,180 ¥4,620

デニムレザーループカラーL ¥4,510 ¥4,950

デニムレザーループリードS ¥5,280 ¥5,830

デニムレザーループリードM ¥5,830 ¥6,380

ワールドカラー/SS ¥2,860 ¥3,300

ワールドカラー/S ¥3,080 ¥3,520

ワールドカラー/M ¥3,520 ¥3,960

ワールドカラー/L ¥4,840 ¥5,280

ワールドリード/S ¥4,976 ¥5,526

ワールドリード/L ¥6,270 ¥6,710

ASHUサイドループレザーカラーSS ¥3,410 ¥3,850

ASHUサイドループレザーカラーS ¥3,850 ¥4,290

ASHUサイドループレザーカラーM ¥4,290 ¥4,730

ASHUサイドループレザーカラーL ¥5,610 ¥6,050

首輪・リード・ハーネス・ハーフチョーク・ウェア



ASHUサイドループレザーカラーLL ¥6,050 ¥6,490

ASHUサイドループレザーリードS ¥7,150 ¥7,700

ASHUサイドループレザーリードM ¥7,810 ¥8,360

ワンラインカラー/S ¥1,760 ¥1,870

ワンラインカラー/M ¥1,870 ¥1,980

ワンラインハーフチェーン/M ¥2,420 ¥2,530

ワンラインハーフチェーン/S ¥2,310 ¥2,420

ワンラインハーネス/S ¥2,860 ¥2,970

ワンラインハーネス/M ¥3,080 ¥3,190

ワンラインチョークカラーM ¥1,870 ¥1,980

ワンラインチョークカラーS ¥1,760 ¥1,870

レインボーカラー/S ¥1,870 ¥1,980

レインボーカラー/M ¥1,980 ¥2,090

レインボーハーネス/S ¥2,915 ¥3,025

レインボーハーネス/M ¥2,970 ¥3,080

ラスターカラー/S ¥1,760 ¥1,870

ラスターカラー/M ¥1,870 ¥1,980

ラスターハーネス/S ¥2,860 ¥2,970

ラスターハーネス/M ¥3,080 ¥3,190

ツーラインカラー ¥2,200 ¥2,310

ツーラインハーフチョーク ¥2,860 ¥2,970

ツーラインハーネス ¥3,630 ¥3,740

ワンラインWカラー/S ¥1,760 ¥1,870

ワンラインWカラー/M ¥1,870 ¥1,980

ワンラインWハーフチョーク/S ¥2,310 ¥2,420

ワンラインWハーフチョーク/M ¥2,420 ¥2,530

ワンラインWハーネス/S ¥2,860 ¥2,970

ワンラインWハーネス/M ¥3,080 ¥3,190

ワンラインWチョークカラー/KH ¥1,870 ¥1,980

ネオカラー/S ¥2,200 ¥2,310

ネオカラー/M ¥2,310 ¥2,420

ネオカラー/L ¥2,750 ¥2,860

ネオハーネス/S ¥3,190 ¥3,300

ネオハーネス/M ¥3,410 ¥3,520

ネオハーネス/L ¥4,400 ¥4,510

ネオハーフチョーク/S ¥2,640 ¥2,750

ネオハーフチョーク/M ¥2,970 ¥3,080

ネオハーフチョーク/L ¥3,300 ¥3,410

ネオリード/S ¥3,080 ¥3,190



ネオリード/L ¥3,300 ¥3,410

ネオ/2頭引キ ¥3,520 ¥3,630

STEPカラー/S ¥1,980 ¥2,090

STEPカラー/M ¥2,090 ¥2,200

STEPカラー/L ¥2,420 ¥2,530

STEPハーネス/S ¥3,080 ¥3,190

STEPハーネス/M ¥3,300 ¥3,410

STEPハーネス/L ¥3,850 ¥3,960

STEPハーフチョーク/M ¥2,640 ¥2,750

STEPハーフチョーク/L ¥3,080 ¥3,190

STEPハーフチョーク/S ¥2,530 ¥2,640

STEPチョークカラー ¥2,090 ¥2,200

トリコロールカラーL ¥2,420 ¥2,530

トリコロールハーネスL ¥3,850 ¥3,960

トリコロールハーフチョークL ¥3,080 ¥3,190

トリコロールリードL ¥3,300 ¥3,410

トリコロールリードL/RE ¥3,300 ¥3,410

トリコロールカラーS ¥1,980 ¥2,090

トリコロールカラーM ¥2,090 ¥2,200

トリコロールハーネスS ¥3,080 ¥3,190

トリコロールハーネスM ¥3,300 ¥3,410

トリコロールハーフチョークS ¥2,530 ¥2,640

トリコロールハーフチョークM ¥2,640 ¥2,750

トリコロール2頭引キリード ¥3,630 ¥3,740

トリコロールリードS ¥2,970 ¥3,080

トリコロールDカン付リード ¥3,025 ¥3,135

トリコロールロングリード ¥3,905 ¥4,015

トリコロールツーハンドリードL ¥4,070 ¥4,180

トリコロールツーハンドリードS ¥3,850 ¥3,960

ワンラインリード ¥2,750 ¥2,860

ワンライン2頭引キ ¥3,410 ¥3,520

ワンラインDカン付リード ¥2,585 ¥2,695

レインボーリード ¥2,915 ¥3,135

ラスターリード ¥2,750 ¥2,970

ツーラインリード ¥3,080 ¥3,300

ワンラインWリード ¥2,750 ¥2,970

ワンラインW2頭引キ ¥3,410 ¥3,630

ワンラインWDカン付キリード ¥2,805 ¥3,025

ワンラインWロングリード ¥3,410 ¥3,630



STEPリード/S ¥2,970 ¥3,190

STEPリード/L ¥3,300 ¥3,520

STEPDカン付リード ¥3,025 ¥3,245

STEP2頭引キ ¥3,630 ¥3,850

STEP3WAYリード/S ¥4,620 ¥4,840

STEP3WAYリード/L ¥5,170 ¥5,390

STEPロングリード/S ¥3,630 ¥3,850

トラッドカラー/S ¥2,970 ¥3,080

トラッドカラー/M ¥3,190 ¥3,300

トラッドカラー/L ¥3,410 ¥3,520

トラッドハーネス/S ¥3,850 ¥3,960

トラッドハーネス/M ¥4,290 ¥4,400

トラッドリード/S ¥3,300 ¥3,410

トラッドリード/M ¥3,740 ¥3,850

ソフトレザーハーフチョーク/SS ¥3,960 ¥4,400

ソフトレザーハーフチョーク/S ¥3,960 ¥4,400

ソフトレザーハーフチョーク/M ¥4,180 ¥4,620

ソフトレザーハーフチョーク/L ¥4,510 ¥4,950

ソフトレザーハーフチョーク/LL ¥4,730 ¥5,170

ソフトレザーチョーク/LL ¥4,290 ¥4,730

ソフトレザーリード/S･MA ¥5,060 ¥5,610

ソフトレザーリード/M･MA ¥5,500 ¥6,050

ソフトレザー3WAYリード/S ¥10,175 ¥10,725

ソフトレザー3WAYリード/M ¥10,780 ¥11,330

首に優しいクッション　ハーネス/S ¥4,400 ¥4,620

首に優しいクッション　ハーネス/M ¥4,620 ¥4,840

首に優しいクッション　ハーネス/L ¥5,060 ¥5,280

首に優しいクッション　ハーネス/XL ¥5,500 ¥5,720


