
 
 

 

 
 
 
プレス・リリース 

 

2017 年 5 月 17 日 

フィリップ モリス ジャパン合同会社 
 

 
 
 

一部たばこ製品の小売定価改定を認可申請 
 
 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：ポール・ライリー、以下 PMJ）は、

フィリップ モリス社製品のラーク、マールボロ、パーラメント、およびバージニア・エスの 4 ブランドファミリ

ー、計 82 銘柄の小売定価改定を実施することにつき、フィリップ モリス社製品の輸入・販売を行う双日

株式会社（本社：東京都港区）を通じて、昨日 5 月 16 日（火）、財務省に認可申請いたしました。 
 
財務省から認可が得られた際は、9 月 1 日（金）（予定）に小売定価改定を実施する予定です。 
 
小売定価改定の詳細は別紙を参照ください。 
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別紙：小売定価改定一覧（予定）: 82 銘柄 

 

1. ラーク・ブランドファミリー (39 銘柄)   

 

銘柄名 現行 

改定後 

（予定） 

1 ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス ¥390 ¥400 

2 ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス ¥390 ¥400 

3 ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス ¥390 ¥400 

4 ラーク・ハイブリッド・セレクション・6mg 100 ボックス ¥410 ¥420 

5 ラーク・ハイブリッド・セレクション・1mg 100 ボックス ¥410 ¥420 

6 ラーク・アイス・ミント・セレクション・1mg 100 ボックス ¥410 ¥420 

7 ラーク・スーパー・100 ボックス ¥420 ¥430 

8 ラーク・スーパー・KS ボックス ¥420 ¥430 

9 ラーク・エクストラ・ライト 100 ボックス ¥420 ¥430 

10 ラーク・エクストラ・ライト KS ボックス ¥420 ¥430 

11 ラーク・ワン 100 ボックス ¥420 ¥430 

12 ラーク・ワン KS ボックス ¥420 ¥430 

13 ラーク 100 ボックス ¥420 ¥430 

14 ラーク KS ボックス ¥420 ¥430 

15 ラーク・クラシック・マイルド KS ボックス ¥420 ¥430 

16 ラーク・マイルド 100 ボックス ¥420 ¥430 

17 ラーク・マイルド KS ボックス ¥420 ¥430 

18 ラ－ク・ス－パ－・マイルド 100 ボックス ¥420 ¥430 

19 ラ－ク・ス－パ－・マイルド KS ボックス ¥420 ¥430 

20 ラーク・エクストラ・100 ボックス ¥420 ¥430 

21 ラーク・エクストラ・KS ボックス ¥420 ¥430 

22 ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス ¥420 ¥430 

23 ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス ¥420 ¥430 

24 ラ－ク・ロイヤル・ブレンド・１mg100 ボックス ¥420 ¥430 

25 ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KS ボックス ¥420 ¥430 

26 ラーク・ハイブリッド KS ボックス ¥420 ¥430 

27 ラーク・ハイブリッド・ワン 100 ボックス ¥420 ¥430 

28 ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・5mg KS ボックス ¥420 ¥430 

29 ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・1mg 100 ボックス ¥420 ¥430 

30 ラーク・トロピカル・ミックス・メンソール・5mg KS ボックス ¥420 ¥430 

31 ラーク・トロピカル・ミックス・メンソール・1mg 100 ボックス ¥420 ¥430 

32 ラーク・メンソール X KS ボックス ¥420 ¥430 

33 ラーク・マイルド・メンソール KS ボックス ¥420 ¥430 

34 ラーク・スーパー・メンソ－ル KS ボックス ¥420 ¥430 

35 ラ－ク・ウルトラ・メンソ－ル 100 ボックス ¥420 ¥430 

36 ラ－ク・ウルトラ・メンソ－ル KS ボックス ¥420 ¥430 

37 ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス ¥420 ¥430 

38 ラーク・アイス・ミント・5mg 100 ボックス ¥420 ¥430 

39 ラーク・アイス・ミント・1mg 100 ボックス ¥420 ¥430 

 

 

 



 

2. マールボロ・ブランドファミリー (32 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 ¥450 ¥460 

2 マールボロ・ブラックメンソール・エッジ 1･100’s ¥450 ¥460 

3 マールボロ ¥460 ¥470 

4 マールボロ・ボックス ¥460 ¥470 

5 マールボロ・ミディアム・ボックス ¥460 ¥470 

6 マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス ¥460 ¥470 

7 マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス ¥460 ¥470 

8 マールボロ・ゴールド ¥460 ¥470 

9 マールボロ・ゴールド・ボックス ¥460 ¥470 

10 マールボロ・クリア・ハイブリッド・エイト・ボックス ¥460 ¥470 

11 マールボロ・クリア・ハイブリッド・シックス・ボックス ¥460 ¥470 

12 マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス ¥460 ¥470 

13 マールボロ・クリア・ハイブリッド・ワン・100’s・ボックス ¥460 ¥470 

14 マールボロ・メンソール ¥460 ¥470 

15 マールボロ・メンソール・ボックス ¥460 ¥470 

16 マールボロ・ライト・メンソール・100’s・ボックス ¥460 ¥470 

17 マールボロ・ライト・メンソール ¥460 ¥470 

18 マールボロ・ライト・メンソール・ボックス ¥460 ¥470 

19 マールボロ・ウルトラ・ライト・メンソ－ル・ボックス ¥460 ¥470 

20 マールボロ・ブラック・メンソール・ボックス ¥460 ¥470 

21 マールボロ・ブラック・メンソール・ワン・ボックス ¥460 ¥470 

22 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス ¥460 ¥470 

23 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス ¥460 ¥470 

24 マ－ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス ¥460 ¥470 

25 マールボロ・フュージョン・ブラスト・エイト・KS ボックス ¥460 ¥470 

26 マールボロ・フュージョン・ブラスト・ファイブ・KS ボックス ¥460 ¥470 

27 マールボロ・フュージョン・ブラスト・ワン・100・ボックス ¥460 ¥470 

28 マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス ¥460 ¥470 

29 マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス ¥460 ¥470 

30 マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス ¥460 ¥470 

31 マールボロ・ダブル・バースト・アンバー・5・ボックス ¥460 ¥470 

32 マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス ¥460 ¥470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. パーラメント・ブランドファミリー (5 銘柄)  

 

銘柄名 現行 

改定後 

（予定） 

1 パーラメント KS ボックス ¥450 ¥460 

2 パーラメント・ライト KS ボックス ¥450 ¥460 

3 パーラメント・ワン KS ボックス ¥450 ¥460 

4 パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KS ボックス ¥450 ¥460 

5 パーラメント・クリスタル・ブラスト・5・KS ボックス ¥450 ¥460 

 

 

4. バージニア・エス・ブランドファミリー (6 銘柄)  

 

銘柄名 現行 

改定後 

（予定） 

1 バージニア・エス・ソフィア 6 ¥450 ¥460 

2 バージニア・エス・ソフィア 1 ¥450 ¥460 

3 バージニア・エス・ロゼ・メンソ－ル ¥450 ¥460 

4 バージニア・エス・ノアール・メンソール ¥450 ¥460 

5 バージニア・エス・アイスパール 5mg ¥450 ¥460 

6 バージニア・エス・アイスパール 1mg ¥450 ¥460 

 

 

 


