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ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｱﾒﾘｶﾝ・ﾀﾊﾞｺ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 

 

たばこ製品の小売定価改定の認可について 

 

 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン（本社：東京都港区赤坂、社長：ジェームズ 山中）は、本年 10 月１日に

実施される消費税増税等に伴うたばこ製品の小売定価の改定について、8月 28日（水）に財務大臣に対して添付内

容の認可申請を行った旨お伝えしましたが、本日、申請通りの内容で認可を受けましたので、茲許お知らせいたします。 

  

 今回小売定価改定の認可を受けたのは、紙巻たばこ 50 銘柄、葉巻たばこ 4 銘柄、加熱式たばこ 26 銘柄の計 80

銘柄で、本年 10月１日より実施いたします。  

 

 弊社としましては、今後とも革新的技術の導入による付加価値の高い製品の開発やサービスの向上等、弊社製品   

について消費者の皆様に引き続きご満足いただけるよう、積極的に取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

■代表的な銘柄の改定価格 

 

【紙巻たばこ】 

・「ケント」の主要銘柄：現定価 450円 ⇒ 新定価 460円 

・「クール」の主要銘柄：現定価 480円 ⇒ 新定価 490円 

・「ラッキー・ストライク」の主要銘柄：現定価 500円 ⇒ 新定価 520円 

※ 「ケント・エス・シリーズ」、「ラッキー・ストライク・エキスパートカット」、「ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール」等

一部銘柄については価格を据え置きます。 

 

【葉巻たばこ】 

・「クール・ループド」、「ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ」 ：現定価 350円 ⇒ 新定価 360円 

 

【加熱式たばこ】 

・「ネオ」：現定価 490円 ⇒ 新定価 500円 

・「ネオ・ポッド」：現定価 490円 ⇒ 新定価 500円 

※ 「ケント・ネオスティック」及び「クール・ネオスティック」については価格を据え置きます。 

以上 

 

 

 

 



ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｱﾒﾘｶﾝ・ﾀﾊﾞｺ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 

 

小売定価の改定一覧 

 

実施日：２０１9年１０月１日 

 

No. 区分 銘柄名 現定価 新定価 本数 

1 紙巻たばこ ダンヒル・ライト ¥500 ¥520 20 

2 紙巻たばこ ダンヒル・ライト・ファインカット ¥500 ¥520 20 

3 紙巻たばこ ダンヒル・ワン ¥500 ¥520 20 

4 紙巻たばこ ジェー・ピー・エス・KS・ボックス ¥460 ¥480 20 

5 紙巻たばこ ケント・１・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

6 紙巻たばこ ケント・１・KS・ボックス ¥450 ¥460 20 

7 紙巻たばこ ケント・３・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

8 紙巻たばこ ケント・３・KS・ボックス ¥450 ¥460 20 

9 紙巻たばこ ケント・６・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

10 紙巻たばこ ケント・６・KS・ボックス ¥450 ¥460 20 

11 紙巻たばこ ケント・９・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

12 紙巻たばこ ケント・９・KS・ボックス ¥450 ¥460 20 

13 紙巻たばこ ケント・アイ・スイッチ・１・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

14 紙巻たばこ ケント・アイ・ブースト・１・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

15 紙巻たばこ ケント・アイ・ブースト・１・ＫＳ・ボックス ¥450 ¥460 20 

16 紙巻たばこ ケント・アイ・ブースト・５・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

17 紙巻たばこ ケント・クリック・メンソール・アロマ・５・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

18 紙巻たばこ ケント・シトリック・メンソール・１・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

19 紙巻たばこ ケント・ナノテック・４・ＫＳ・ボックス ¥440 ¥450 20 

20 紙巻たばこ ケント・ナノテック・１・ＫＳ・ボックス ¥440 ¥450 20 

21 紙巻たばこ ケント・ナノテック・メンソール・１・ＫＳ・ボックス ¥440 ¥450 20 

22 紙巻たばこ ケント・ナノテック・メンソール・４・ＫＳ・ボックス ¥440 ¥450 20 

23 紙巻たばこ ケント・メンソール・１・１００・ボックス ¥450 ¥460 20 

24 紙巻たばこ ケント・ディー・シリーズ・１・ボックス ¥420 ¥430 19 

25 紙巻たばこ ケント・ディー・シリーズ・３・ボックス ¥420 ¥430 19 

26 紙巻たばこ ケント・ディー・シリーズ・６・ボックス ¥420 ¥430 19 

27 紙巻たばこ クール・ＦＫ・ボックス ¥480 ¥490 20 

28 紙巻たばこ クール・ナノ・ブリザード・８ ¥480 ¥490 20 

29 紙巻たばこ クール・ブースト・ダブル・５・ボックス ¥480 ¥490 20 

30 紙巻たばこ クール・ブースト・ダブル・８・ボックス ¥480 ¥490 20 

31 紙巻たばこ クール・ブースト・フレッシュ・５・ボックス ¥480 ¥490 20 

32 紙巻たばこ クール・ブースト・フレッシュ・８・ボックス ¥480 ¥490 20 

33 紙巻たばこ クール・ブースト・ミント・５・ボックス ¥480 ¥490 20 

34 紙巻たばこ クール・ブースト・ミント・８・ボックス ¥480 ¥490 20 

35 紙巻たばこ クール・マイルド・ＦＫ・ボックス ¥480 ¥490 20 

36 紙巻たばこ クール・ライト・ボックス ¥480 ¥490 20 

37 紙巻たばこ クール ¥480 ¥490 20 

38 紙巻たばこ クール・マックス・８・ボックス ¥490 ¥500 20 



No. 区分 銘柄名 現定価 新定価 本数 

39 紙巻たばこ クール・エース・ボックス ¥480 ¥490 20 

40 紙巻たばこ クール・エスケープ・Ｌ.Ａ.スウォッシュ・５・ボックス ¥480 ¥490 20 

41 紙巻たばこ クール・エスケープ・アイスランド・ダイブ・８・ボックス ¥480 ¥490 20 

42 紙巻たばこ クール・エスケープ・ニューヨーク・ダブルビート・８・ボックス ¥320 ¥330 14 

43 紙巻たばこ クール・エスケープ・バリ・サンセット・５・ボックス ¥320 ¥330 14 

44 紙巻たばこ クール・ナチュラル・８・ボックス ¥480 ¥490 20 

45 紙巻たばこ クール・ブースト・ダブル・５・ボックス・１４本入 ¥330 ¥340 14 

46 紙巻たばこ クール・ブースト・ダブル・８・ボックス・１４本入 ¥330 ¥340 14 

47 紙巻たばこ ラッキー・ストライク・ＦＫ ¥500 ¥520 20 

48 紙巻たばこ ラッキー・ストライク・ボックス ¥500 ¥520 20 

49 紙巻たばこ ラッキー・ストライク・ライト・ボックス ¥500 ¥520 20 

50 紙巻たばこ ラッキー・ストライク・メンソール・ライト・ボックス ¥500 ¥520 20 

51 葉巻たばこ クール・ループド・（５） ¥350 ¥360 20 

52 葉巻たばこ クール・ループド・（８） ¥350 ¥360 20 

53 葉巻たばこ ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・（６） ¥350 ¥360 20 

54 葉巻たばこ ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・（１０） ¥350 ¥360 20 

55 加熱式たばこ ネオ・クリーミー・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

56 加熱式たばこ ネオ・ダーク・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

57 加熱式たばこ ネオ・ダーク・フレッシュ・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

58 加熱式たばこ ネオ・フレッシュ・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

59 加熱式たばこ ネオ・ロースト・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

60 加熱式たばこ ネオ・ブースト・トロピカル・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

61 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

62 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック ¥490 ¥500 20 

63 加熱式たばこ ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

64 加熱式たばこ ネオ・シトラス・ツイスト・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

65 加熱式たばこ ネオ・ダーク・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

66 加熱式たばこ ネオ・ダーク・フレッシュ・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

67 加熱式たばこ ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

68 加熱式たばこ ネオ・ブースト・アクア・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

69 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ツイスト・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

70 加熱式たばこ ネオ・ブースト・トロピカル・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

71 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

72 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

73 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ルビー・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

74 加熱式たばこ ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J ¥490 ¥500 20 

75 加熱式たばこ ネオ・エレクトリック・フルーツ・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

76 加熱式たばこ ネオ・クリスタル・メンソール・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

77 加熱式たばこ ネオ・サンシャイン・ベリー・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

78 加熱式たばこ ネオ・ブリーズ・ミント・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

79 加熱式たばこ ネオ・メロー・ブレンド・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

80 加熱式たばこ ネオ・リッチ・ブレンド・ポッド ¥490 ¥500 3 個(注) 

（注）「ネオ・ポッド」製品一箱には、３個のたばこ・ポッドのほかフレーバー・カートリッジ 1個が同梱されています。 

以上 


