
■キットキャット　商品価格一覧表

　　新旧対比表

KIT CAT　商品一覧表
旧価格

～2022年5月

シリーズ 商品名 用途 UPC/JANコード
小売希望価格

（税抜）

小売希望価

格

（税抜）

小売希望価

格

（税込）

トッパーズ ツナ＆サーモン80g 8-852084-172270

トッパーズ ツナ＆スカラップ(ホタテ)80g 8-852084-172249

トッパーズ ツナ＆クラブ80g 8-852084-172263

トッパーズ ツナ＆チキン80g 8-852084-172256

トッパーズ ツナ＆シラス80g 8-858772-602227

トッパーズ ツナ＆アンチョビ80g 8-858772-602203

トッパーズ ツナ＆シュリンプ80g 8-858772-602210

トッパーズ チキン＆ラム80g 8-852084-172225

トッパーズ チキン＆プラウン(エビ)80g 8-852084-172232

トッパーズ チキンクラッシック80g 8-852084-172201

トッパーズ チキン＆シーフード80g 8-858772-602180

トッパーズ チキン＆クラブスティック80g 8-858772-602173

トッパーズ チキン＆シラス80g 8-858772-602159

トッパーズ チキン＆サーモン80g 8-858772-602166

ゴートミルク ツナ＆サーモン70g　 8-858772-602296

ゴートミルク ツナ＆シラス70g　 8-858772-602302

 ゴートミルク ツナ＆おかか70g　 8-858772-602319

ゴートミルク ツナ＆チーズ70g　 8-858772-602326

ゴートミルク ツナ＆クラブスティック70g　 8-858772-602333

ゴートミルク ツナ＆シュリンプ70g　 8-858772-602340

ゴートミルク チキン＆サーモン70g　 8-858772-602234

ゴートミルク チキン＆シラス70g 8-858772-602241

ゴートミルク チキン＆おかか70g 8-858772-602258

ゴートミルク チキン＆チーズ70g　 8-858772-602265

パーピューレ　ツナ＆ファイバー60g(15g×4) 8-852084-172843

パーピューレ　ツナ＆サーモン60g(15g×4)　 8-852084-172836

パーピューレ　ツナ＆おかか60g(15g×4) 8-852084-172850

パーピューレ　ツナ＆スカラップ60g(15g×4) 8-852084-172867

パーピューレ　チキン＆おかか60g(15g×4)　 8-852084-172898

パーピューレ　チキン＆サーモン60g(15g×4) 8-852084-172874

パーピューレ　チキン＆ファイバー60g(15g×4)　 8-852084-172881

パーピューレ　チキン＆スカラップ60g(15g×4)　 8-852084-172904

キットキャット フィレ グリルドチキン 30g 8-852084-172775

キットキャット フィレ グリルドマッカレル(サバ) 30g 8-852084-172782

キットキャット フィレ チキン＆おかか 30g 8-852084-172799

キットキャット フィレチキン＆ファイバー 30g 8-852084-172805

キットキャット フィレ ツナ＆おかか 30g 8-852084-172812

キットキャット フィレ ツナ＆ファイバー 30g 8-852084-172829

新価格

2022年6月1日～

¥500 ¥550

¥400 ¥440

¥330¥300

¥330 ¥363

トッパーズ

シリーズ
猫用栄養補完食 ¥270

ゴートミルク

シリーズ

猫用栄養補完食

¥300

パーピューレ

シリーズ

猫用トリーツ

¥450

フィレ

シリーズ

猫用トリーツ

¥360

グローバルペットニュートリション株式会社



■アブソルート商品価格一覧表

　　新旧対比表

ABSOLUTE HOLISTIC　商品一覧表
旧価格

～2022年5月

シリーズ 商品名 商品画像 用途
サイズ

kg

ケース

入数
パッケージ

小売希望価格

（税込）

小売希望価格

（税抜）

小売希望価

格

（税抜）

小売希望価

格

（税込）

アブソルート エアドライ ドッグフード

ビーフ＆ベニソン 1kg
1kg 6 輸入規格 0-712038-202003 ¥6,980 ⇒ ¥7,980 ¥8,778

アブソルート エアドライドッグフード

ラム&ブルーマッカレル 1kg
1kg 6 輸入規格 0-712038-202027 ¥6,980 ⇒ ¥7,980 ¥8,778

アブソルート エアドライドッグフード

ラム＆サーモン 1kg
1kg 6 輸入規格 0-712038-202072 ¥6,980 ⇒ ¥7,980 ¥8,778

アブソルート エアドライドッグフード

チキン＆ホキ 1kg
1kg 6 輸入規格 0-712038-202010 ¥6,980 ⇒ ¥7,980 ¥8,778

アブソルート エアドライドッグトリーツ

レッドミート 100g　(ビーフ&ベニソン)
100g 36 輸入規格 0-712038-202065 ¥980 ⇒ ¥1,150 ¥1,265

アブソルート エアドライドッグトリーツ

オセアニックファーム 100g　(ラム&ブルーマッカレ

ル)

100g 36 輸入規格 0-712038-202058 ¥980 ⇒ ¥1,150 ¥1,265

アブソルート エアドライドッグトリーツ

サーフ&ターフ 100g　(ラム&サーモン)
100g 36 輸入規格 0-712038-202041 ¥980 ⇒ ¥1,150 ¥1,265

アブソルート エアドライドッグトリーツ

グランドプレーリー 100g　(チキン&ホキ)
100g 36 輸入規格 0-712038-202034 ¥980 ⇒ ¥1,150 ¥1,265

アブソルート エアドライキャットトリーツ

レッドミート 50g　(ビーフ&ベニソン)
50g 45 輸入規格 0-671875-796741 ¥590 ⇒ ¥710 ¥781

アブソルート エアドライキャットトリーツ

オセアニックファーム 50g　(ブルーマッカレル&ラム)
50g 45 輸入規格 0-671875-796710 ¥590 ⇒ ¥710 ¥781

アブソルート エアドライキャットトリーツ

サーフ&ターフ 50g　(ラム&サーモン)
50g 45 輸入規格 0-671875-796734 ¥590 ⇒ ¥710 ¥781

アブソルート エアドライキャットトリーツ

グランドプレーリー 50g　(チキン&ホキ)
50g 45 輸入規格 0-671875-796727 ¥590 ⇒ ¥710 ¥781

新価格

2022年6月1日～

犬用

フード

犬用

トリーツ

猫用トリーツ

猫用

（全年齢対

応）

トリーツ

犬用

（全年齢対

応）

総合栄養食

犬用

（全年齢対

応）

トリーツ

グローバルペットニュートリション株式会社


