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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日に実施されるたばこ税増税に伴い、加熱式たばこの小売定価の改定について、8 月 31 日（月）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、加熱式たばこの 63 銘柄で、本年 10 月 1 日より改定を実施いたし

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 

加熱式たばこの代表的な銘柄 現定価 改定後定価 

「ｹﾝﾄ・ﾈｵｽﾃｨｯｸ」 460 円 480 円 

「ﾈｵ」 500 円 520 円 

「ｹﾝﾄ・ﾈｵｽﾃｨｯｸ」（glo hyper 用） 470 円 480 円 

「ﾈｵ・ﾎﾟｯﾄﾞ」 500 円 520 円 

  

尚、以下の銘柄につきましては、価格を据え置くこととしております。 

・加熱式たばこ：9 銘柄 

 ﾈｵ・ﾃﾗｺｯﾀ・ﾀﾊﾞｺ・ｽﾃｨｯｸ・glo hyper 用（500 円）/ ﾈｵ・ﾌﾚｽｺ・ﾒﾝｿｰﾙ・ｽﾃｨｯｸ・glo hyper 用（500 円）/  

ﾈｵ･ﾄﾛﾋﾟｶﾙ･ｽﾜｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（500 円）/ ﾈｵ･ﾌﾘｰｽﾞ･ﾒﾝｿｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（500 円）/  

ﾈｵ･ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ･ﾍﾞﾘｰ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（500 円）/ ﾈｵ･ﾌﾛｰﾚｾﾝﾄ･ｼﾄﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（500 円）/  

 ﾈｵ・ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ・ｽﾌﾟﾘｯﾄ・ｽﾃｨｯｸ・glo hyper 用（500 円）/ ﾈｵ・ﾋﾟﾆｬｺﾗｰﾀﾞ・ｽﾃｨｯｸ・glo hyper 用（500 円）/ 

 ﾈｵ・ﾀﾊﾞｺ・ｵｰｸ・ｽﾃｨｯｸ・glo hyper 用（500 円） 

・かぎたばこ：4 銘柄 

 ﾍﾞﾛ・ﾎﾟｰﾗｰ･ﾐﾝﾄ・ﾗｲﾄ（580 円）/ ﾍﾞﾛ・ﾎﾟｰﾗｰ・ﾐﾝﾄ・ﾐﾃﾞｨｱﾑ（580 円）/ ﾍﾞﾛ・ﾙﾋﾞｰ・ﾍﾞﾘｰ・ﾗｲﾄ（580 円）/ 

  ﾍﾞﾛ・ﾙﾋﾞｰ・ﾍﾞﾘｰ・ﾐﾃﾞｨｱﾑ（580 円） 

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：2020 年 10 月 1 日 

 

No. 区分 銘柄名 現定価 改定後定価 本数 

1 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｲﾝﾃﾝｽﾘｰ･ﾌﾚｯｼｭ ¥460 ¥480 20 本 

2 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｼﾄﾗｽ･ﾌﾚｯｼｭ ¥460 ¥480 20 本 

3 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｽﾊﾟｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ ¥460 ¥480 20 本 

4 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｽﾑｰｽ･ﾌﾚｯｼｭ ¥460 ¥480 20 本 

5 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ ¥460 ¥480 20 本 

6 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾌﾞﾗｲﾄ･ﾀﾊﾞｺ ¥460 ¥480 20 本 

7 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾐｯｸｽ ¥460 ¥480 20 本 

8 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾘｯﾁ･ﾀﾊﾞｺ ¥460 ¥480 20 本 

9 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾍﾞﾘｰ･ﾌﾞｰｽﾄ ¥460 ¥480 20 本 

10 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾐﾝﾄ･ﾌﾞｰｽﾄ ¥460 ¥480 20 本 

11 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾘｯﾁ･ﾀﾊﾞｺ･ｴｯｸｽ ¥460 ¥480 20 本 

12 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｲﾝﾃﾝｽﾘｰ･ﾌﾚｯｼｭ･J ¥460 ¥480 20 本 

13 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｼﾄﾗｽ･ﾌﾚｯｼｭ･J ¥460 ¥480 20 本 

14 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｽﾊﾟｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ･J ¥460 ¥480 20 本 

15 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ｽﾑｰｽ･ﾌﾚｯｼｭ･J ¥460 ¥480 20 本 

16 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ･J ¥460 ¥480 20 本 

17 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾌﾞﾗｲﾄ･ﾀﾊﾞｺ･J ¥460 ¥480 20 本 

18 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾐﾝﾄ･ﾌﾞｰｽﾄ･ｴｯｸｽ ¥460 ¥480 20 本 

19 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾍﾞﾘｰ･ﾌﾞｰｽﾄ･J ¥460 ¥480 20 本 

20 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾐﾝﾄ･ﾌﾞｰｽﾄ･J ¥460 ¥480 20 本 

21 加熱式たばこ ｸｰﾙ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾐﾝﾄ ¥490 ¥510 20 本 

22 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｰﾐｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

23 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

24 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

25 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

26 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾛｰｽﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

27 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾄﾛﾋﾟｶﾙ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

28 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾐﾝﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

29 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾍﾞﾘｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ ¥500 ¥520 20 本 

30 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｰﾐｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

31 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

32 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

33 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

34 加熱式たばこ ﾈｵ･ｼﾄﾗｽ･ﾂｲｽﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

35 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾄﾛﾋﾟｶﾙ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

36 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾐﾝﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

37 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾍﾞﾘｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

38 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ｱｸｱ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 



No. 区分 銘柄名 現定価 改定後定価 本数 

39 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾂｲｽﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

40 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾙﾋﾞｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

41 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾛｲﾔﾙ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥500 ¥520 20 本 

42 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ｱｼﾞｭｰﾙ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥550 ¥570 20 本 

43 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ﾛｯｻ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥550 ¥570 20 本 

44 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞｰｽﾄ･ｽｶｰﾚｯﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J ¥550 ¥570 20 本 

45 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾀﾊﾞｺ･glo hyper 用 ¥470 ¥480 20 本 

46 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper 用 ¥470 ¥480 20 本 

47 加熱式たばこ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾍﾞﾘｰ･ﾌﾞｰｽﾄ･glo hyper 用 ¥470 ¥480 20 本 

48 加熱式たばこ ﾈｵ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾌﾙｰﾂ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

49 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｽﾀﾙ･ﾒﾝｿｰﾙ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

50 加熱式たばこ ﾈｵ･ｻﾝｼｬｲﾝ･ﾍﾞﾘｰ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

51 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞﾘｰｽﾞ･ﾐﾝﾄ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

52 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾒﾛｰ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

53 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾘｯﾁ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

54 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾒﾛｰ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ･ﾎﾟｯﾄﾞ･N ¥500 ¥520 3 個(注) 

55 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｽﾌﾟ･ﾒﾝｿｰﾙ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

56 加熱式たばこ ﾈｵ･ｱｲｽ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

57 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｱ･ﾐﾝﾄ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

58 加熱式たばこ ﾈｵ･ｾﾞｽﾃｨｰ･ｱｯﾌﾟﾙ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

59 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾄﾞﾙﾁｪ･ﾃｨﾗﾐｽ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

60 加熱式たばこ ﾈｵ･ｼﾙｷｰ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

61 加熱式たばこ ﾈｵ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾁｪﾘｰ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

62 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾄﾛﾋﾟｶﾙ･ﾌﾙｰﾂ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 3 個(注) 

63 加熱式たばこ ﾈｵ･ｺｺﾅｯﾂ･ﾊﾟﾝﾅｺｯﾀ･ﾎﾟｯﾄﾞ ¥500 ¥520 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 

 


