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プレスリリース 

 

2019 年 8 月 27 日 

フィリップ モリス ジャパン合同会社 
 

 
 
 

フィリップ モリス社製たばこ製品の小売定価改定の認可について 

 

 フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、社長：シェリー・ゴー、以下 PMJ）は、フィリップ 

モリス社製の紙巻たばこ及び加熱式たばこ製品 84 銘柄の小売定価改定を実施することにつき、弊社製品の

輸入・販売を行う双日株式会社（本社：東京都千代田区）を通じて、財務省より認可を受けましたので、お知ら

せいたします。 

 

小売定価の改定は、本年 10 月 1 日（火）付で実施されます。 

 

小売定価の詳細は別紙を参照ください。 

 

 
 

# # # 
 

 
 

 

 

 

報道関係者用問い合わせ先 

フィリップ モリス ジャパン合同会社 

エクスターナル コミュニケーション & パブリック リレーション シウ/小池 

TEL 03-3509-1715 | FAX 03-3506-7730 | E-MAIL pmj.press@pmi.com 
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別紙：小売定価改定一覧: 84 銘柄 

  

1. マールボロ・ブランドファミリー (28 銘柄)    
 

 
銘柄名 現行 

改定後 
(予定） 

1 マールボロ・ブラックメンソール・エッジ８・１００’ｓ ¥500 ¥510 
2 マールボロ・ブラックメンソール・エッジ１・１００’ｓ ¥500 ¥510 
3 マールボロ ¥510 ¥520 
4 マールボロ・ボックス ¥510 ¥520 
5 マールボロ・ミディアム・ボックス ¥510 ¥520 
6 マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス ¥510 ¥520 
7 マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス ¥510 ¥520 
8 マールボロ・ゴールド ¥510 ¥520 
9 マールボロ・ゴールド・ボックス ¥510 ¥520 

10 マールボロ・クリア・ハイブリッド・エイト・ボックス ¥510 ¥520 
11 マールボロ・クリア・ハイブリッド・シックス・ボックス ¥510 ¥520 
12 マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス ¥510 ¥520 
13 マールボロ・メンソール・12 ¥510 ¥520 
14 マールボロ・メンソール・12・ボックス ¥510 ¥520 
15 マールボロ・メンソール・8・100’ｓ・ボックス ¥510 ¥520 
16 マールボロ・メンソール・8 ¥510 ¥520 
17 マールボロ・メンソール・8・ボックス ¥510 ¥520 
18 マールボロ・メンソール・4・ボックス ¥510 ¥520 
19 マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス ¥510 ¥520 
20 マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス ¥510 ¥520 
21 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・８・ボックス ¥510 ¥520 
22 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・５・ボックス ¥510 ¥520 
23 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・１・ボックス ¥510 ¥520 
24 マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス ¥510 ¥520 
25 マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス ¥510 ¥520 
26 マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス ¥510 ¥520 
27 マールボロ・ダブル・バースト・アンバー・5・ボックス ¥510 ¥520 
28 マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス ¥510 ¥520 
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2. ラーク・ブランドファミリー (29 銘柄) 
 

 
銘柄名 現行 

改定後 
(予定） 

1 ラーク・ハイブリッド・セレクション・6ｍｇ 100 ボックス ¥440 ¥450 
2 ラーク・ハイブリッド・セレクション・1ｍｇ 100 ボックス ¥440 ¥450 
3 ラーク・アイス・ミント・セレクション・1ｍｇ 100 ボックス ¥440 ¥450 

4 ラーク・スーパー・5ｍｇ・100 ボックス ¥450 ¥460 
5 ラーク・スーパー・5ｍｇ・KS ボックス ¥450 ¥460 
6 ラーク１００ボックス ¥450 ¥460 
7 ラークＫＳボックス ¥450 ¥460 
8 ラーク・クラシック・マイルドＫＳボックス ¥450 ¥460 
9 ラーク・マイルド１００ボックス ¥450 ¥460 

10 ラーク・マイルドＫＳボックス ¥450 ¥460 
11 ラ－ク・ス－パ－・マイルド１００ボックス ¥450 ¥460 
12 ラ－ク・ス－パ－・マイルドＫＳボックス ¥450 ¥460 
13 ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス ¥450 ¥460 
14 ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス ¥450 ¥460 
15 ラーク・ウルトラ・1ｍｇ・100 ボックス ¥450 ¥460 
16 ラーク・ウルトラ・1ｍｇ・KS ボックス ¥450 ¥460 
17 ラーク・ブラック・ハイブリッド・8ｍｇ ＫＳボックス ¥450 ¥460 
18 ラーク・ハイブリッドＫＳボックス ¥450 ¥460 
19 ラーク・ハイブリッド・ワン １００ボックス ¥450 ¥460 
20 ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・5mg ＫＳボックス ¥450 ¥460 
21 ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・1mg 100 ボックス ¥450 ¥460 
22 ラーク・メンソール X ＫＳボックス ¥450 ¥460 
23 ラーク・マイルド・メンソールＫＳボックス ¥450 ¥460 
24 ラーク・スーパー・メンソ－ルＫＳボックス ¥450 ¥460 
25 ラ－ク・ウルトラ・メンソ－ル１００ボックス ¥450 ¥460 
26 ラ－ク・ウルトラ・メンソ－ルＫＳボックス ¥450 ¥460 
27 ラーク・ミント・スプラッシュ・７mg ＫＳ ボックス ¥450 ¥460 
28 ラーク・アイス・ミント・５mg１００ボックス ¥450 ¥460 
29 ラーク・アイス・ミント・１mg１００ボックス ¥450 ¥460 
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3. パーラメント・ブランドファミリー (10 銘柄)  
 

 
銘柄名 現行 

改定後 
(予定） 

1 パーラメントＫＳボックス ¥490 ¥500 
2 パーラメント・ライトＫＳボックス ¥490 ¥500 
3 パーラメント・ワンＫＳボックス ¥490 ¥500 
4 パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・ＫＳボックス ¥490 ¥500 
5 パーラメント・クリスタル・ブラスト・5・ＫＳボックス ¥490 ¥500 

6 パーラメント１００ボックス ¥530 ¥540 
7 パーラメント・ライト１００ボックス ¥530 ¥540 
8 パーラメント・エクストラ・ライト１００ボックス ¥530 ¥540 
9 パーラメント・ワン１００ボックス ¥530 ¥540 

10 パーラメント・ライト・メンソール１００ボックス ¥530 ¥540 

 

4. バージニア・エス・ブランドファミリー (7 銘柄)  
 

 
銘柄名 現行 

改定後 
(予定） 

1 バージニア・エス・デュオ・メンソール １０’ｓ ¥240 ¥250 

2 バージニア・エス・ソフィア 6 ¥480 ¥490 
3 バージニア・エス・ソフィア 1 ¥480 ¥490 
4 バージニア・エス・ロゼ・メンソ－ル ¥480 ¥490 
5 バージニア・エス・ノアール・メンソール ¥480 ¥490 
6 バージニア・エス・アイスパール ５ｍｇ ¥480 ¥490 
7 バージニア・エス・アイスパール １ｍｇ ¥480 ¥490 

 
5. マールボロ・ヒートスティック・ブランドファミリー (10 銘柄)  

 
 

銘柄名 現行 
改定後 
(予定） 

1 マールボロ・ヒートスティック・レギュラー ¥500 ¥520 
2 マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー ¥500 ¥520 
3 マールボロ・ヒートスティック・メンソール ¥500 ¥520 
4 マールボロ・ヒートスティック・ミント ¥500 ¥520 
5 マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール ¥500 ¥520 
6 マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー ¥500 ¥520 
7 マールボロ・ヒートスティック・ブレンド 05 ¥500 ¥520 
8 マールボロ・ヒートスティック・ブレンド 26 ¥500 ¥520 
9 マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール ¥500 ¥520 

10 マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール ¥500 ¥520 

 


