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プレスリリース 

 

2022 年 8 月 30 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再申請について 

 

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、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）を通じて行い、本年 8 月 23 日に財務省より小売定価

改定の認可を受けたフィリップ モリス社製の加熱式たばこ製品の一部について、同年 10 月 1 日以降も現在の

小売定価を維持するため、このたび双日株式会社を通じて再申請を行いましたので、お知らせいたします。 

このたびの再申請は、IQOS ILUMA専用たばこスティック「テリア ファミリー」および「センティア ファミリー」のみ

を対象としています。   

このたびの「テリア ファミリー」および「センティア ファミリー」に関する小売定価改定の再申請について、財務省

から認可が得られた場合における、10 月 1 日以降の各ファミリーの小売定価の詳細については別紙をご参照く

ださい。 

 

 

 

# # # 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

フィリップ モリス ジャパン合同会社 広報事務局（電通 PR コンサルティング内） 

並木 TEL 080 3936 5894 MAIL ayumu.namiki@dentsuprc.co.jp 

眞砂 TEL 090 2627 4230 MAIL f-masago@dentsuprc.co.jp 

 

一般の方および販売店の皆様はお客様相談センター（0120-308755）までお問い合わせ下さい 
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別紙：10 月 1 日以降の小売定価の詳細 

   

加熱式たばこ 

 

1. テリア ファミリー (15 銘柄)  *8 月 30 日再申請対象分 

 

  銘柄名 現行価格 
8/23 財務省

認可価格  
再申請価格 

1 テリア・リッチ・レギュラー ¥580 ¥600 ¥580 

2 テリア・レギュラー ¥580 ¥600 ¥580 

3 テリア・スムース・レギュラー ¥580 ¥600 ¥580 

4 テリア・バランスド・レギュラー ¥580 ¥600 ¥580 

5 テリア・ブラック・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

6 テリア・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

7 テリア・ミント ¥580 ¥600 ¥580 

8 テリア・パープル・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

9 テリア・イエロー・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

10 テリア・トロピカル・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

11 テリア・ブライト・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

12 テリア・フュージョン・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

13 テリア・ブラック・パープル・メンソール ¥580 ¥600 ¥580 

14 テリア・ブラック・イエロ―・メンソ―ル ¥580 ¥600 ¥580 

15 テリア・ルビ―・レギュラー ¥580 ¥600 ¥580 

 

 

2. センティア ファミリー (11 銘柄)  *8 月 30 日再申請対象分 

 

  銘柄名 現行価格 
8/23 財務省

認可価格  
再申請価格 

1 センティア・ディープ・ブロンズ ¥530 ¥550 ¥530 

2 センティア・バランスド・イエロー ¥530 ¥550 ¥530 

3 センティア・クリア・シルバー ¥530 ¥550 ¥530 

4 センティア・フレッシュ・エメラルド ¥530 ¥550 ¥530 

5 センティア・フロスト・グリーン ¥530 ¥550 ¥530 

6 センティア・クール・ジェイド ¥530 ¥550 ¥530 

7 センティア・シトラス・グリーン ¥530 ¥550 ¥530 

8 センティア・フレッシュ・パープル ¥530 ¥550 ¥530 

9 センティア・ピュア・ティーク ¥530 ¥550 ¥530 

10 センティア・アイシー・ブラック ¥530 ¥550 ¥530 

11 センティア・トロピカル・イエロー ¥530 ¥550 ¥530 
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3. マールボロ・ヒートスティック ファミリー (12 銘柄) *8 月 30 日再申請非対象分 

 

  銘柄名 現行価格 
8/23 財務省

認可価格  
再申請 

1 マールボロ・ヒートスティック・レギュラー ¥580 ¥600 無し 

2 マールボロ・ヒートスティック・メンソール ¥580 ¥600 無し 

3 マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー ¥580 ¥600 無し 

4 マールボロ・ヒートスティック・ミント ¥580 ¥600 無し 

5 マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー ¥580 ¥600 無し 

6 マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール ¥580 ¥600 無し 

7 マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール ¥580 ¥600 無し 

8 マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール ¥580 ¥600 無し 

9 マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール ¥580 ¥600 無し 

10 マールボロ・ヒートスティック・ブラック・メンソール ¥580 ¥600 無し 

11 マールボロ・ヒートスティック・リッチ・レギュラー ¥580 ¥600 無し 

12 マールボロ・ヒートスティック・フュージョン・メンソール ¥580 ¥600 無し 

 

 

4. ヒーツ ファミリー (11 銘柄)  *8 月 30 日再申請非対象分 

 

  銘柄名 現行価格 
8/23 財務省

認可価格 
再申請 

1 ヒーツ・ディープ・ブロンズ ¥530 ¥550 無し 

2 ヒーツ・バランスド・イエロー ¥530 ¥550 無し 

3 ヒーツ・クリア・シルバー ¥530 ¥550 無し 

4 ヒーツ・フレッシュ・エメラルド ¥530 ¥550 無し 

5 ヒーツ・フロスト・グリーン ¥530 ¥550 無し 

6 ヒーツ・クール・ジェイド ¥530 ¥550 無し 

7 ヒーツ・シトラス・グリーン ¥530 ¥550 無し 

8 ヒーツ・フレッシュ・パープル ¥530 ¥550 無し 

9 ヒーツ・ピュア・ティーク ¥530 ¥550 無し 

10 ヒーツ・アイシー・ブラック ¥530 ¥550 無し 

11 ヒーツ・トロピカル・イエロー ¥530 ¥550 無し 

 

  

 

 

 


