
※掲載している商品及びサービス内容は予告なく変更する場合がございます。
※店舗及び季節によりお取り扱いのない商品もございます。

プレミア会員様 対象商品

▶プロフェッショナル･バランス【25%OFF】

▶ロイヤルカナン猫用フード4kg 以下
　【25%OFF】( 療法食を除く )

▶ニュートロシュプレモウェット【10%OFF】

▶サークル (当社指定商品 )【10%OFF】

▶コジマ脱臭ゼリーシーツ (当社指定商品 ) 
 　【10%OFF】

▶猫砂 (当社指定商品 )    【5%OFF】

▶ピュアクリスタル【5%OFF】

▶デンタルウォーター【5%OFF】

▶コジマオリジナル猫砂  【10%OFF】

▶デオサンド  【20%OFF】

▶小動物フード･用品  【3%OFF】

▶ロッソちゅ～る子犬用 (20 本用 )【10%OFF】

▶チャオちゅ～る子ねこ用 (20 本用 )【10%OFF】

▶アイシア MiawMiaw パウダー 【25％OFF】

▶おやつ (当社指定商品 )  【3%OFF】

19.4

ニュートロ　シュプレモ　子犬用　トレイ　１００ｇ
ニュートロ　シュプレモ　カロリーケア　成犬用　トレイ　１００ｇ
ニュートロ　シュプレモ　カロリーケア　シニア犬用　トレイ　１００ｇ
ニュートロ　シュプレモ　カロリーケア　チキン　成犬用　トレイ　１００ｇ
ニュートロ　シュプレモ　カロリーケア　サーモン　成犬用　トレイ　１００ｇ
ニュートロ　シュプレモ　カロリーケア　ターキー　成犬用　トレイ　１００ｇ

木製３WAYサークル６面９０H　ブラウン
木製スライドペットサークル　レギュラー　ブラウン
木製スライドペットサークル　レギュラー　ナチュラル
木製スライドペットサークル　ワイド ダークブラウン
木製スライドペットサークル　ワイド ナチュラル
ウッドワンサークル　キャット　２段タイプ
ウッドワンサークル　キャット　３段タイプ

ロッソ　ちゅ～る子犬用　とりささみ　14ｇ×20本

チャオ　ちゅ～る子ねこ用　まぐろ 14ｇ×20本

脱臭ゼリーシーツレギュラー 100枚(旧JAN)
脱臭ゼリーシーツワイド 50枚(旧JAN)
脱臭ゼリーシーツＷワイド 30枚(旧JAN)
脱臭ゼリーシーツ超ウルトラワイド 9枚
脱臭ゼリーシーツレギュラー 100枚
脱臭ゼリーシーツワイド 50枚　　
脱臭ゼリーシーツＷワイド 30枚
脱臭ゼリーシーツハイグレード　レギュラー 50枚
脱臭ゼリーシーツハイグレード　ワイド 25枚
脱臭ゼリーシーツ  限定香りＷローズ
脱臭ゼリーシーツ  限定香りＷローズ
脱臭ゼリーシーツ　カーボン　レギュラー　100枚
脱臭ゼリーシーツ　カーボン　ワイド　50枚
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品スプリングブーケの香り　レギュラー
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品スプリングブーケの香り　ワイド
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品サマーグリーンの香り　レギュラー
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品サマーグリーンの香り　ワイド
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品オータムフローラルの香り　レギュラー
脱臭ゼリーシーツ　限定香り企画品オータムフローラルの香り　ワイド
脱臭ゼリーシーツハイグレード　レギュラー 100枚
脱臭ゼリーシーツハイグレード　ワイド 50枚
脱臭ゼリーシーツカーボン　Ｗワイド 22枚

テクニカルクリーン 7L
ブルーの猫砂 13.5L
ひのきの猫砂
固まる猫砂
ねこ姫　香る砂　フルーティフローラル
ねこ姫　香る砂　ピュアホワイト

デオサンド　オシッコのあとに香りで消臭する砂　ナチュラルグリーンの香り
デオサンド　オシッコのあとに香りで消臭する砂　ナチュラルソープの香り

▶AirBuggy ( 当社指定商品 )【5,000 円 OFF】

猫砂楽園　植物だから　７Ｌ
キャットインクレディブル　ラベンダー　6.35kg
キャットインクレディブル 無香料　6.35kg
ネオ砂　オカラ　6L
ネオ砂　オカラ　10L
ネオ砂　カーボン　６Ｌ
ネオ砂　オカラ小粒タイプ　５．
ネオ砂　ホワイト　10Ｌ
ニオイが消えるシリカサンド　クラッシュタイプ　4.6L
消臭する紙砂　ａｉｒ　アクアマリン
ＡＩＲ　フローラル　６Ｌ
消臭する紙砂　ａｉｒ　森林
スーパーＤＣ　8L
スーパーＤＣ　３００　8L
スーパーＤＣ　ウッディ　7L
消臭する紙砂　ａｉｒ　アクアマリン　6.5L
消臭する紙砂　ａｉｒ　フローラル　6.5L
消臭する紙砂　ａｉｒ　森林　6.5L
スーパーＤＣ　ウッディ　6.5L
クリスタルキャット
ファイネスト　５Ｌ
ファイネストキティ　5L
ファイネストネイチャーゴールド　 5L
トフカスＰｅｅ　7L
トフカスタブ 7L
トフカスＲｅｅ　7L
トフカスサンド　K　7L
トフカスサンド　7L
トフカスパイン　7L
お花畑　ペーパーサンド　7L
サクラの香りの猫砂　７Ｌ
スズランの香りの猫砂　７Ｌ
極カタピー　７Ｌ
消臭主義　7L
流砂　8L
デオサンド　香りで消臭する砂　ナチュラルソープの香り
デオサンド　香りで消臭する砂　ナチュラルグリーンの香り
デオサンド　紙砂
デオサンド　複数ねこ用紙砂
ペットキレイ　ニオイをとる砂　香りプラス　フローラルソープの香り　5L
ペットキレイ　ニオイをとる砂　香りプラス　ウッディグリーンの香り　5L
ペットキレイ　ニオイをとる砂　フローラルソープ　5.5Ｌ（増量）
ペットキレイ　ニオイをとる砂　リラックスグリーン　5.5Ｌ（増量）
ニオイをとる砂　7歳以上用　鉱物タイプ　5Ｌ
ニオイをとるおから砂  5L
ニオイをとる紙の猫砂  7L
ニオイをとる砂　７歳以上用紙タ
ニオイをとる砂　アニバーサリー
ペットキレイ　ポプラでニオイをとる砂　5L
ニオイをとる紙の猫砂１０Ｌ
ペットキレイ　ニオイをとる砂　5L
ペットキレイ　ニオイをとる砂　5.5L（増量）
ペットキレイ　お茶でニオイをとる砂　7L
お茶でニオイをとる砂　増量品　8L
超吸収・流せるタイプ天然ひのき消臭
キャッツベスト　オリジナル　スタンダードタイプ　5L
キャッツベスト　オリジナル　スマートペレット　5L
スーパーウッディ　13L
エバークリーン　小粒・芳香タイプ　6.35kg
エバークリーン　小粒・微香タイプ　6.35kg

ＮＥＷ　プレミアムラビットフード　1kg
セレクト　フェレットフード　２ｋｇ
ＦＶ　高カロリービタミンペースト　１２０ｇ
ミントマット　　　　　　
バランスフード　９００ｇ
三翔　スタ－セブンムキエサ　８００ｇ
ＡＩフ－ド（皮付き）　８００g
リス・ハムのバランスのとれたごはん　700g
ピカッと！リター　7L
サイコロおやつ　Ｄａｄｏ　Ｓｐｕｎｔｉｎｏ　チーズキューブ　50g
サイコロおやつ　Ｄａｄｏ　Ｓｐｕｎｔｉｎｏ　さつまいもキューブ　50g
アリメペットプラス　フクロモモンガ・ハリネズミ用乳酸菌パウダー　50g
乳酸菌とクロレラ　ラクトメイト　クロレラプラス　45g
フクロモモンガのためのおいしいミルク　Ｂｕｏｎａ　Ｌａｔｔｅ　100g
Ｚｅｒｏ　固まらないハムスター用トイレ砂　650g
Ｚｅｒｏ　ウサギ、小動物、小鳥用トイレ消臭粒　650g
Ｚｅｒｏ　固まらないハリネズミ用トイレ砂　650g
Ｚｅｒｏ　脱臭力に特化したハムスター用浴び砂　650g
Ｚｅｒｏ　脱臭力に特化したハリネズミ用浴び砂（デグー、ジリスその他小動物用）　650g
小動物・インコ用サポートフード　Ｂｕｏｎａ　Ｐｕｒｅ　リンゴ　10ｇ×7本
小動物・インコ用サポートフード　Ｂｕｏｎａ　Ｐｕｒｅ　フルーツＭＩＸ　10ｇ×7本
Ｚｅｒｏ　ビーチウッドフレーク　10Ｌ(約2.8ｋｇ)
Ｚｅｒｏ　コニファーチップ　クラシック　1ｋｇ(約15Ｌ)
Ｚｅｒｏ　コニファーチップ　アロマ　グリーンアップルの香り　1ｋｇ(約15Ｌ)
Ｚｅｒｏ　コニファーベッド　100ｇ
大地の恵み　ボタニカルヨーロピアンブレンド　セキセイインコ用（キビなし）　800g
大地の恵み　ボタニカルヨーロピアンブレンド　オカメインコ＆ラブバード用　800g
大地の恵み　ボタニカルヨーロピアンブレンド　コニュア＆中型インコ用　800g
Ｚｅｒｏ　天然酵素由来強力防臭・消臭スプレー　300ml
Ｚｅｒｏ　天然酵素由来強力防臭・消臭スプレー　100ml
Ｚｅｒｏ　天然酵素由来強力防臭・消臭剤　詰め替え用　300ml
サイコロおやつ　Ｄａｄｏ　Ｓｐｕｎｔｉｎｏ　とうふキューブ　15g
海のおいしさ　Ｇｕｓｔｏ　Ｄｅｌ　Ｍａｒｅ　減塩にぼし　15ｇ
海のおいしさ　Ｇｕｓｔｏ　Ｄｅｌ　Ｍａｒｅ　減塩ちりめんじゃこ　15ｇ
海のおいしさ　Ｇｕｓｔｏ　Ｄｅｌ　Ｍａｒｅ　減塩ちりめんとカニ風味かまぼこ　15ｇ
Ｚｅｒｏ　消臭パルプエコマット　500g
小動物のためのおいしいゼリー　Ｂｕｏｎａ　Ｇｅｌｅｅ　16ｇ×20個
小動物のためのおいしいヤギミルク　Ｂｕｏｎａ　Ｃａｐｒａ　Ｌａｔｔｅ　　30ｇ
小動物のためのおいしいお肉　Ｂｕｏｎａ　Ｃａｒｎｅ　鶏ささみ　80ｇ
Ｂｕｏｎａ　Ｖｅｒｍｅ　ミルワームパウダー　50ｇ
大地の恵み　ボタニカルヨーロピアンブレンド　文鳥用　800g
大地の恵み　Ｌａ　Ｔｅｒｒａ　ロングマット　1番刈りチモシー　1kg
乳酸菌生成エキス　コスモスラクト　草食小動物用　20ml
乳酸菌生成エキス　コスモスラクト肉食・雑食小動物用　20ml
乳酸菌生成エキス　コスモスラクト　ハムスター用　2ml×3包
Ｚｅｒｏ　コニファーチップ　アロマ　シトラスの香り　1ｋｇ(約15Ｌ)
Ｚｅｒｏ　コニファーチップ　アロマ　ストロベリーの香り　1ｋｇ(約15Ｌ)
大地の恵み　Ｌａ　Ｔｅｒｒａ　フクロモモンガフード　パウダータイプ　100ｇ
大地の恵み　Ｌａ　Ｔｅｒｒａ　リス・ハムスター　プレミアムミックスフード　野菜　180g
大地の恵み　Ｌａ　Ｔｅｒｒａ　リス・ハムスター　プレミアムミックスフード　フルーツ　180g
Ｚｅｒｏ　脱臭力に特化したハリネズミ用浴び砂（デグー、ジリスその他小動物用）　2ｋｇ
大地の恵み　Ｌａ　Ｔｅｒｒａ　ハリネズミフード
ＳＡバスサンド１ＫＧ　　
ＳＡ　ウッドリタ－　７Ｌ

ピュアクリスタル　犬用　１．５Ｌ
ピュアクリスタル　猫用　１．５Ｌ
ピュアクリスタル　ドリンクボウル　軟水カートリッジ　犬用２Ｐ
ピュアクリスタル　ドリンクボウル　軟水カートリッジ　猫用２Ｐ

デンタルウォーター 子犬用 236ml
デンタルウォーター　成犬用 236ml

Ａｉｒｂｕｇｇｙ　ｆｏｒ　ＤｏｇドームブレーキＭセット　ボルドー　M
Ａｉｒｂｕｇｇｙ　ｆｏｒ　ＤｏｇドームブレーキＭセット　ティールブルー　M

▶ジェックス製品わんわんカート
　 ( 当社指定商品 )【3,000 円 OFF】

プロフェッショナル・バランス　プレミアムジャーキー
プロフェッショナル・バランス　プレミアムジャーキー　ライト
プロフェッショナル・バランスパウチ　１歳まで子いぬ用　鶏ささみ　40ｇ
プロフェッショナル・バランスパウチ　１歳から成犬用　鶏ささみ　40ｇ
プロフェッショナル・バランスパウチ　１歳から成犬用　鶏ささみ＆野菜　40ｇ
プロフェッショナル・バランスパウチ　７歳から高齢犬用　鶏ささみ　40ｇ
プロフェッショナル・バランス　１歳まで　子いぬ用　1kg
プロフェッショナル・バランス　１歳まで　子いぬ用　超小粒 800g
プロフェッショナル・バランス　１歳まで　子いぬ用　3kg
プロフェッショナル・バランス　１歳まで　子いぬ用　超小粒 2.4kg
プロフェッショナル・バランス　１歳まで　子いぬ用　6ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　6kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　1kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　超小粒 800g
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　3kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　超小粒 2.4kg
プロフェッショナル・バランス　7歳から　高齢犬用　6ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　7歳から　高齢犬用　1kg
プロフェッショナル・バランス　７歳から　高齢犬用　超小粒 800g
プロフェッショナル・バランス　7歳から　高齢犬用　3kg
プロフェッショナル・バランス　７歳から　高齢犬用　超小粒 2.4kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　ライト　1kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　ライト　超小粒 800g
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　ライト　3kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　ライト　超小粒 2.4kg
プロフェッショナル・バランス　１歳から　成犬用　ライト　6ｋｇ

プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　1歳から　1ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　1歳から　3ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　１１歳から　1ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　１１歳から　3ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　ダイエット用　1ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　アレルゲンケア＆ｐＨコントロール　ダイエット用　3ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　１１歳から　2ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　１１歳から　400ｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　１歳まで子ねこ用　2ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　１歳まで子ねこ用　400ｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　避妊去勢した愛猫用　2ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　ｐＨコントロール＆エクストラケア　避妊去勢した愛猫用　400ｇ
プロフェッショナル・バランス　腎臓の健康維持　1.6ｋｇ
プロフェッショナル・バランス　腎臓の健康維持　320ｇ

フィット　400g
フィット　2kg
フィット　4kg
センシブル　400g
センシブル　2kg
センシブル　4kg
キトン　400g
キトン　2kg
ペルシャ　成猫用　400g
ペルシャ　成猫用　2kg
インドア　400g
インドア　2kg
ライトウェイトケア　400g
ライトウェイトケア　2kg
インドア　4kg
マザー＆ベビーキャット　400g
マザー＆ベビーキャット　2kg
マザー＆ベビーキャット　4kg
メインクーン　2kg
シャム　2kg
ベビーキャットミルク　300g
セイバーエクシジェント　400ｇ
セイバーエクシジェント　2ｋｇ
セイバーエクシジェント　4ｋｇ
オーラルケア　400ｇ
オーラルケア　1.5ｋｇ
ペルシャ　子猫用　400g
ペルシャ　子猫用　2kg
ヘアボールケア　400ｇ
ヘアボールケア　2ｋｇ
ヘアー＆スキンケア　400ｇ
ヘアー＆スキンケア　2ｋｇ
インドア　ロングヘアー　400g
インドア　ロングヘアー　2kg
インドア　ロングヘアー　4kg
ブリティッシュショートヘアー 400ｇ
ブリティッシュショートヘアー 2kｇ
プロテインエクシジェント　400ｇ
プロテインエクシジェント　2ｋｇ
アロマエクシジェント　400ｇ
アロマエクシジェント　2ｋｇ
エクシジェント　トライアルセット　120g×3
インドア　７＋　400ｇ
インドア　７＋　1.5ｋｇ
インドア　７＋　3.5ｋｇ
エイジング　１２＋　400ｇ
エイジング　１２＋　2ｋｇ
ライトウエイトケア　3.5ｋｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　成猫用　3.5ｋｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　成猫用　400ｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　成猫用　2ｋｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　７＋　中高齢猫用　4ｋｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　７＋　中高齢猫用　400ｇ
アペタイトコントロール　ステアライズド　７＋　中高齢猫用　1.5ｋｇ
エイジング　ステアライズド　１２＋　400ｇ
エイジング　ステアライズド　１２＋　2ｋｇ
エイジング　ステアライズド　１２＋　4ｋｇ
ラグドール 2kｇ
ノルウェージャンフォレストキャット　2ｋｇ
ラグドール 400ｇ
ノルウェージャンフォレストキャット　400ｇ
ユリナリー ケア　400ｇ
ユリナリー ケア　2ｋｇ
アメリカンショートヘアー 400ｇ
アメリカンショートヘアー 2kｇ
ウエット　キトン 　トライアル３種パック85g　3p
ウエット　インスティンクティブ　 トライアル３種パック85g　3p
ウェット　ユリナリー　ケア　健康な尿を維持したい成猫用　85ｇ
ウェット　ヘアボール　ケア　毛玉が気になる成猫用　85ｇ
ウェット　キトン　ローフ　１２ヶ月までの子猫用85g
ウェット　インスティンクティブ　ローフ　成猫用85g
ウェット　ウルトラ　ライト　肥満気味の成猫用　85ｇ
ウェット　インテンスビューティー　美しい被毛を維持したい成猫用　85g
ウェット　インスティンクティブ　健康的な成猫用　85g
ウェット　キトンインスティンクティブ　１２ヶ月までの子猫用　85g
ウェット　インスティンクティブ　ゼリー　成猫用85g
ウェット　エイジング１２＋　１２歳以上の高齢猫用　85ｇ
ウェット　インスティンクティブ７＋　７歳以上の中高齢猫用　85ｇ
ウェット　ステアライズド　適正体重の維持が難しく、過食、避妊・去勢で太りやすい成猫用　85g
ウェット　キトン　ゼリー　１２ヶ月までの子猫用85g
ウェット　マザー＆ベビーキャット　成長前期の子猫用母猫用　100ｇ

アイシア　Ｍｉａｗｍｉａｗペプチドパウダー　60ｇ

わんわんカート　スマートハンディ　ストライプグレー
わんわんカート　スーパーライト　ボーダーグレー
わんわんカート多頭用ＤＸαブラックチェック
わんわんカート多頭用ＤＸαボーダーグレー
わんわんカートライトαブラックチェック

▶ジェックス製品ÖSOTOキャリー
　 ( 当社指定商品 )【5,000 円 OFF】

ÖSOTOキャリー　roller ローラー スカイブルー
ÖSOTOキャリー　roller ローラー　ホワイト
ÖSOTOキャリー　roller ローラー　ブラック


