
名　　　　　称
現行小売価格

(1本)

2021年10月1日よりの予

定価格（1本）
差額（1本） 重量（1本辺り・グラム） 在庫状況

ボリバーベリコソスフィノス ¥2,600 ¥2,750 ¥150 12.4 ×
ボリバー ベリコソス フィノス SLB ¥3,000 ¥3,200 ¥200 12.4 ×
ボリバー テュボス No.1 ¥2,050 ¥2,100 ¥50 9.2 終売
ボリバー テュボス No.2 ¥1,850 ¥1,900 ¥50 8.4 ×
ボリバー テュボス No.3 ¥1,650 ¥1,750 ¥100 5.2 終売
ボリバーコロナスジュニア ¥1,530 ¥1,600 ¥70 7.4 ×
ボリバー ペティ コロナス ¥1,600 ¥1,700 ¥100 8.4 ×
ボリバー・ロイヤル・コロナス ¥2,200 ¥2,300 ¥100 11.6 ×
ボリバー・シルバー ジュビリー RE 2017 ¥4,600 ¥4,700 ¥100 13.3 終売
ボリバー・ソベラノ LE 2018 ¥4,920 ¥5,000 ¥80 14.2 終売
コイーバ ベイケ BHK 52 ¥6,800 ¥7,100 ¥300 10.9 ×
コイーバ ベイケ BHK 54 ¥8,200 ¥8,600 ¥400 14.6 ×
コイーバ ベイケ BHK 56 ¥9,200 ¥9,600 ¥400 16.3 ×
コイーバ・コロナス・　　　エスペシャル ¥4,200 ¥4,400 ¥200 8.1 ×
コイーバ・エスプレンディードス ¥6,000 ¥6,400 ¥400 15.0 ×
コイーバ・エクスクィジード ¥2,700 ¥2,850 ¥150 5.0 △
コイーバ・マデューロ5ヘニオス ¥6,800 ¥7,200 ¥400 12.4 ×
コイーバ・ランセロ ¥4,700 ¥5,000 ¥300 10.2 ×
コイーバ・マデューロ５マヒコス ¥5,600 ¥6,000 ¥400 11.2 ×
コイーバ・メディオ シグロ ¥4,620 ¥4,800 ¥180 9.9 ×
コイーバ・パナテラス ¥2,250 ¥2,400 ¥150 2.8 △
コイーバ・ピラミデス　エクストラ ¥6,300 ¥6,700 ¥400 15.7 ×
コイーバ・ロブストス ¥4,300 ¥4,600 ¥300 11.6 ×
コイーバ・マデューロ5・　セクレトス ¥2,900 ¥3,200 ¥300 6.3 ×
コイーバ　シグロ１　テュボス ¥2,480 ¥2,650 ¥170 5.9 ×
コイーバ・シグロⅠ ¥2,370 ¥2,500 ¥130 5.9 ×
コイーバ・シグロⅡテュボス ¥3,300 ¥3,500 ¥200 8.4 △
コイーバ・シグロⅡ ¥3,150 ¥3,350 ¥200 8.4 ×
コイーバ　シグロ3　テュボス ¥3,700 ¥3,900 ¥200 10.1 ×
コイーバ・シグロⅢ ¥3,550 ¥3,800 ¥250 10.1 ×
コイーバ　シグロ4　テュボス ¥4,300 ¥4,500 ¥200 11.4 ×
コイーバ・シグロⅣ ¥4,100 ¥4,400 ¥300 11.4 ×
コイーバ　シグロ5　テュボス ¥5,000 ¥5,200 ¥200 11.8 ×
コイーバ・シグロⅤ ¥4,800 ¥5,100 ¥300 11.8 ×
コイーバ シグロ Ⅵ　テュボス ¥5,700 ¥5,900 ¥200 14.6 ×
コイーバ シグロ Ⅵ ¥5,500 ¥5,800 ¥300 13.0 ×
コイーバ・タリスマン LE 2017 ¥14,500 ¥15,000 ¥500 15.6 ×
コンビナシオネス・　セレクシオン ピラミデス 6'S ¥41,000 ¥42,500 ¥1,500 85.2 ○
コンビナシオネス・　セレクシオン ロブストス 6'S ¥34,000 ¥35,500 ¥1,500 69.6 ○
クアバ ディスティングイドス 　　　フラットボックス ¥4,000 ¥4,150 ¥150 13.2 ×
クアバ  ディヴィノス ¥1,680 ¥1,750 ¥70 6.0 ×
クアバ エクスクルーシボス ¥2,400 ¥2,500 ¥100 8.9 ×
クアバ トラディショナレス ¥1,800 ¥1,850 ¥50 7.7 終売
クアバ サロモネス ¥4,850 ¥5,000 ¥150 19.8 ×
フォンセカ KDT カデット ¥1,300 ¥1,350 ¥50 5.4 ×
アップマン・コノスールNO.1 ¥2,100 ¥2,250 ¥150 10.8 ×
アップマン　コロナスジュニア ¥1,200 ¥1,250 ¥50 5.4 ×
アップマン コロナスメジャー ¥1,600 ¥1,650 ¥50 8.7 ×
H.アップマン・ハーフ　コロナ ¥980 ¥1,050 ¥70 6.2 ×
アップマン・マグナム ¥2,800 ¥2,950 ¥150 11.4 ×
H.アップマン マグナム 50 SLB ¥3,800 ¥4,000 ¥200 15.0 ×
H.アップマン・マグナム54 ¥3,100 ¥3,300 ¥200 11.1 ×
H.アップマン・プロピオス ¥2,620 ¥2,800 ¥180 9.5 ×
アップマン・サーウィンストン ¥4,000 ¥4,200 ¥200 15.0 ×
アップマン No.2 ¥2,900 ¥3,100 ¥200 14.2 ×
ホョードゥ・モントレー・ダブル・コロナス ¥3,550 ¥3,700 ¥150 17.8 ×
ホヨードウモントレー 　　　ダブルコロナスキャビネット ¥3,900 ¥4,000 ¥100 17.8 ×
ホヨー・ドゥ・モントレー 　エピキュア エスペシャル SLB ¥3,550 ¥3,700 ¥150 13.3 △
ホヨードゥ モントレー 　　　エピキュアNo.1 ¥2,550 ¥2,650 ¥100 11.4 ×
ホヨードゥモントレー 　　　エピキュアNO.2 キャビネット ¥2,900 ¥3,000 ¥100 11.6 ×
ホヨードゥ・モントレー・　エピキュアNo.2 ¥2,450 ¥2,600 ¥150 11.6 △
ホョードゥ・モントレー・デュピテ ¥1,550 ¥1,600 ¥50 5.8 ×
ホヨードゥモントレー・メール ¥1,400 ¥1,450 ¥50 3.2 △
ホヨードゥモントレー・プリンス ¥1,630 ¥1,650 ¥20 7.5 終売
ホヨー・ドゥ・モントレー・ リオ セコ ¥4,500 ¥4,700 ¥200 15.2 △
ホヨー・ドゥ・モントレー 　サン ファン ¥4,300 ¥4,500 ¥200 15.2 △
ホヨードゥモントレー ペティ 　ロブスト ¥1,750 ¥1,850 ¥100 9.5 △
ホセ・L・ピエドラ ブレバス 　バンドル ¥680 ¥720 ¥40 8.2 ×
ホセ・L・ピエドラ カサドレス 　バンドル ¥780 ¥820 ¥40 10.0 ×
ホセ・L・ピエドラ コンセルバス バンドル ¥730 ¥760 ¥30 9.2 ×
ホセ・L・ピエドラ ペティカバレロス ¥660 ¥700 ¥40 6.3 ×
ファンロペズ セレクション No.2 ¥2,800 ¥2,900 ¥100 11.6 ×
ラ・フロー・デ・カノ・セレクトス ¥1,550 ¥1,600 ¥50 8.9 終売
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モンテクリストA ¥7,500 ¥7,700 ¥200 18.7 ×
モンテクリスト・ダブル　エドゥムンド ¥4,200 ¥4,400 ¥200 14.5 ×
モンテクリスト・デュマス LINEA 1935 ¥3,340 ¥3,500 ¥160 11.5 ×
モンテクリスト　イーグル ¥3,500 ¥3,700 ¥200 15.2 ×
モンテクリスト・イーグル 　　　　　　テュボス ¥3,680 ¥3,800 ¥120 15.2 ×
モンテクリスト エドゥモンド ¥3,000 ¥3,150 ¥150 12.3 ×
モンテクリスト エドゥムンド テュボス ¥3,100 ¥3,250 ¥150 13.2 取り扱い中止
モンテクリスト・エスペシャルNO.2 ¥2,400 ¥2,500 ¥100 8.1 ×
モンテクリスト・エスペシャル　　　 ¥2,700 ¥2,800 ¥100 10.2 ×
モンテクリスト・ホイタス ¥1,280 ¥1,350 ¥70 2.8 ×
モンテクリスト　ジュニア ¥1,550 ¥1,650 ¥100 5.8 △
モンテクリスト・レジェンダ LINEA 1935 ¥4,700 ¥4,900 ¥200 17.3 ×
モンテクリスト・マルテス LINEA 1935 ¥4,250 ¥4,400 ¥150 15.0 ×
モンテクリスト　マスター ¥2,950 ¥3,100 ¥150 11.6 ×
モンテクリスト・メディアコロナ ¥1,350 ¥1,450 ¥100 7.1 ×
モンテクリストNO.1 ¥2,430 ¥2,550 ¥120 10.8 ×
モンテクリスト・NO.2 ¥3,100 ¥3,250 ¥150 14.2 △
モンテクリストNO.3 ¥2,000 ¥2,100 ¥100 9.2 △
モンテクリスト・NO.4 ¥1,800 ¥1,900 ¥100 8.4 △
モンテクリスト・NO.5 ¥1,650 ¥1,750 ¥100 5.9 △
モンテクリスト　ペティ　エドムンド ¥2,200 ¥2,300 ¥100 10.7 △
モンテクリスト　ペティ　エドムンド　テュボス ¥2,350 ¥2,400 ¥50 10.7 取り扱い中止
モンテクリスト・ペティ No.2 ¥2,800 ¥3,000 ¥200 11.0 ×
モンテクリスト ペティテュボス ¥1,960 ¥2,050 ¥90 8.4 ×
モンテクリスト　レガータ ¥2,400 ¥2,500 ¥100 9.2 ×
モンテクリスト・スープレモス　LE2019 ¥4,500 ¥4,700 ¥200 16.0 終売
モンテ・クリスト・テュボス ¥2,800 ¥2,900 ¥100 10.1 ×
パルタガス8-9-8バーニッシュ ¥3,000 ¥3,100 ¥100 11.8 ×
パルタガス・コロナス・シニア ¥1,600 ¥1,700 ¥100 8.7 ×
パルタガス・ルシタニアス ¥3,600 ¥3,800 ¥200 17.8 ×
パルタガス ルシタニアス 　　　　　　キャビネット ¥4,100 ¥4,200 ¥100 17.8 ×
パルタガス・マデューロ No.1 ¥3,800 ¥4,000 ¥200 12.7 ×
パルタガス・マデューロ No.2 ¥3,750 ¥3,900 ¥150 12.7 ×
パルタガス・マデューロ No.3 ¥4,050 ¥4,200 ¥150 13.6 ×
パルタガス パルタガス 　　　　　　デラックス ¥1,630 ¥1,700 ¥70 7.6 △
パルタガス・プレジデント ¥2,270 ¥2,400 ¥130 10.7 ×
パルタガス・セリーディ・No4 ¥2,480 ¥2,600 ¥120 11.6 △
パルタガス・セリーD　NO.5 ¥2,150 ¥2,250 ¥100 10.3 △
パルタガス・セリーD No.6 ¥1,860 ¥1,950 ¥90 9.4 ×
パルタガス・セリーE　NO.２ ¥2,950 ¥3,100 ¥150 14.2 ×
パルタガス セリーP No.2 ¥2,900 ¥3,000 ¥100 14.2 △
パルタガス ショーツ ¥1,520 ¥1,600 ¥80 6.9 △
ポール・ララナーガ　ペティコロナス ¥1,600 ¥1,650 ¥50 8.4 △
パンチコロネーション ¥1,750 ¥1,800 ¥50 7.7 ×
パンチ・ダブルコロナス ¥3,400 ¥3,500 ¥100 17.8 ×
パンチ　パンチ　パンチ ¥2,170 ¥2,300 ¥130 11.4 △
パンチ・パンチ パンチ　　　　　　 キャビネット ¥2,700 ¥2,800 ¥100 10.5 ×
パンチ・レジオス デ パンチ        LE 2017 ¥3,230 ¥3,330 ¥100 9.6 終売
パンチ・ショート デ パンチ ¥3,460 ¥3,600 ¥140 11.2 ×
ケドルセ　コロナス ¥1,900 ¥1,950 ¥50 9.2 ×
ケドルセ・No.54 ¥2,800 ¥2,950 ¥150 14.2 ×
ケドルセ・No.50 ¥2,050 ¥2,150 ¥100 10.3 ×
ケドルセ・セナドレス　LE2019 ¥3,400 ¥3,500 ¥100 13.4 終売
Quintero Favoritos ¥870 ¥900 ¥30 5.9 ×
キンテロ ロンドレス エクストラ ¥740 ¥800 ¥60 6.9 ×
キンテロ ナシオナレス ¥850 ¥900 ¥50 8.2 終売
キンテロ パナテラス ¥820 ¥850 ¥30 6.1 ×
ラファエル ゴンザレス 　ペテイコロナス ¥1,600 ¥1,700 ¥100 8.4 ×
ラモン・アロンネス・アロンネス　No.2 LE2019 ¥3,500 ¥3,600 ¥100 12.4 終売
ラモン・アロンネス・スペシャル・セレクテッド ¥2,170 ¥2,300 ¥130 11.6 △
ラモンアロンネス ジガンテス ¥3,400 ¥3,500 ¥100 17.8 ×
ラモン・アロンネス・シルバー ジュビリー RE 2017 ¥4,300 ¥4,400 ¥100 16.0 終売
ラモン アロンネス スモールクラブコロナス ¥1,400 ¥1,450 ¥50 7.4 ×
レイ・デル・ムンド・シュワスプリーム ¥2,050 ¥2,200 ¥150 10.8 ×
レイデルムンド デミタス ¥940 ¥1,000 ¥60 3.2 ×
ロメオYジュリエッタ ベリコソス ¥2,900 ¥3,000 ¥100 12.4 ×
ロメオ・Y・ジュリエッタ 　　ベルベデレス ¥1,170 ¥1,200 ¥30 6.2 ×
ロメオ・Y・ジュリエッタ・カプレト リミテッドエディション 2016 ¥4,650 ¥4,700 ¥50 15.0 終売
ロメオ・Y・ジュリエッタ・カサドラス ¥2,000 ¥2,100 ¥100 11.2 ×
ロメオ・Y・ジュリエッタ・セドロス・デラックス・No.2 ¥2,100 ¥2,200 ¥100 9.2 ×
ロメオYジュリエッタ 　　　セドロスデラックスNO.3 ¥1,900 ¥2,000 ¥100 8.4 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・チャーチルズ ¥3,650 ¥3,850 ¥200 15.0 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・チャーチルズ テュボス ¥3,850 ¥4,050 ¥200 15.0 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・チャーチルズ テュボス　 アネハドス ¥5,250 ¥5,400 ¥150 15.0 ×
ロメオ・Y・ジュリエッタ・エクシビションNo.4 ¥2,360 ¥2,500 ¥140 10.8 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ　　ミルフレイユ ¥1,330 ¥1,400 ¥70 7.7 ×
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ペティ　チャーチル ¥2,300 ¥2,450 ¥150 9.5 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ペティコロナス ¥1,620 ¥1,700 ¥80 8.4 △
ロメオ Y ジュリエッタ 　　ペティ ジュリエッタ ¥1,050 ¥1,100 ¥50 3.2 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ペティ ロイヤレス ¥2,200 ¥2,300 ¥100 7.8 ×
ロメオYジュリエッタ ロメオNO.1 ¥1,800 ¥1,850 ¥50 7.6 △
ロメオYジュリエッタ ロメオNO.2 ¥1,600 ¥1,650 ¥50 7.7 △
ロメオYジュリエッタ ロメオNO.3 ¥1,500 ¥1,550 ¥50 6.3 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ ショートチャーチル ¥2,270 ¥2,500 ¥230 11.6 △
ロメオ　イ　ジュリエッタ　　ショートチャーチル　チュボス ¥2,420 ¥2,600 ¥180 11.6 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ・タコス LE 2018 ¥5,150 ¥5,250 ¥100 12.8 終売
ロメオ・Y・ジュリエッタ　ワイド　チャーチルズ ¥3,300 ¥3,500 ¥200 12.5 △
ロメオ・Y・ジュリエッタ　ワイド　チャーチルズ　テュボス ¥3,500 ¥3,650 ¥150 12.5 △



サンルイレイ レジオス ¥1,950 ¥2,050 ¥100 10.8 △
サンクリストバル エルモロ ¥2,900 ¥2,950 ¥50 15.0 終売
サンクリストバル　エルプリンシペ ¥1,400 ¥1,450 ¥50 7.4 ×
サンクリストバル ラフエルザ ¥2,450 ¥2,550 ¥100 11.6 ×
サンクリストバル ラ・プンタ ¥2,580 ¥2,650 ¥70 12.4 ×
サンチョパンザベリコソス ¥2,450 ¥2,600 ¥150 12.4 ×
サンチョパンザ ノン プレス ¥1,420 ¥1,500 ¥80 8.4 終売
トリニダッド コロニアレス ¥4,500 ¥4,800 ¥300 9.1 △
トリニダッド　エスメラルダ ¥5,200 ¥5,600 ¥400 14.1 ×
トリニダート　フンダドレス　キャビネット ¥5,700 ¥6,000 ¥300 10.2 ×
トリニダッド レジェス ¥2,600 ¥2,800 ¥200 6.3 △
トリニダッド・ビヒア ¥5,050 ¥5,300 ¥250 11.1 △
ベガスロバイナ 　ドンアレハンドロ キャビネット ¥3,200 ¥3,300 ¥100 17.8 終売
べガスロバイナ　フェイモソス　キャビネット ¥2,140 ¥2,250 ¥110 10.8 ×
ベガスロバイナ ユニコス 　　　　　　キャビネット ¥3,000 ¥3,100 ¥100 14.2 ×
ベグエロス・　エントレティエンポス ¥2,520 ¥2,650 ¥130 10.7 △
ベグエロス・マナニタス ¥1,940 ¥2,000 ¥60 6.8 △
べグエロス・タパドス ¥2,150 ¥2,250 ¥100 9.5 △
グアンタナメラ　デシモス ¥490 ¥500 ¥10 6.0 △
グアンタナメラ　クリスタレス ¥700 ¥760 ¥60 9.1 ○
グアンタナメラ　プリトス ¥320 ¥330 ¥10 2.1 ○
アシュトン キャビネット 　　セレクション トレ ペティ ¥1,540 ¥1,560 ¥20 8.4 △
アシュトン コーディアル ¥1,140 ¥1,150 ¥10 4.2 △
アシュトン  コロナ ¥1,550 ¥1,580 ¥30 11.0 ×
アシュトン ヘリテージ ベリコソ ¥1,960 ¥1,990 ¥30 12.4 △
アシュトン ヘリテージ　コロナゴルダ ¥1,960 ¥1,990 ¥30 13.6 △
アシュトン バージンサングローン エンチャントメント ¥2,060 ¥2,090 ¥30 12.4 ×
アシュトン バージンサングロ-ン ロブスト ¥1,970 ¥2,000 ¥30 14.7 △
アシュトン バージンサングローン　　　 トレ ミスティーク ¥1,750 ¥1,780 ¥30 9.6 △
アシュトン エスクアイアー ¥4,450 ¥4,550 ¥100 42.5 ×
アシュトン エスクアイアー　　　マデューロ ¥4,450 ¥4,550 ¥100 42.5 ×
アシュトン ハーフコロナ ¥1,480 ¥1,530 ¥50 22.5 ×
アシュトン ミニ シガリロ ¥2,670 ¥2,720 ¥50 20.0 ×
アシュトン シガリロ ¥2,170 ¥2,220 ¥50 20.0 ×
アシュトン セニョリータ ¥2,580 ¥2,650 ¥70 28.0 ×
ダンヒル・エイジド　カブレラス　チューブ ¥2,060 ¥2,100 ¥40 17.4 終売
ダンヒル・ヘリテイジ・トロ ¥1,960 ¥2,000 ¥40 18.0 終売
オリバ　セリーV　ベリコソ ¥1,550 ¥1,630 ¥80 14.0 ○
オリバ　セリーV　No.4 ¥1,340 ¥1,370 ¥30 9.2 ○
オリバ　セリーV　メラニオ　ロブスト ¥1,860 ¥1,950 ¥90 14.8 ○
オリバ　セリーV　メラニオ　フィギュラド ¥2,680 ¥2,800 ¥120 18.2 ○
オリバ　セリーV　メラニオ　ディアデマ ¥3,020 ¥3,060 ¥40 16.0 ○
オリバ　セリーV　メラニオ　マデューロ　ロブスト ¥1,960 ¥2,050 ¥90 15.0 ○
オリバ　セリーV　メラニオ　マデューロ　トルペード ¥2,780 ¥2,900 ¥120 18.0 ○
オリバ　セリーO　ロブスト　チューボ ¥1,550 ¥1,620 ¥70 12.7 ○
ナブ　460　カメルーン ¥1,350 ¥1,400 ¥50 14.8 ○
ナブ 460 カメルーン　チューボ ¥1,450 ¥1,500 ¥50 14.8 ○
ナブ　460　コネチカット ¥1,450 ¥1,500 ¥50 15.8 ○
ナブ 460 コネチカット　チューボ ¥1,550 ¥1,620 ¥70 15.8 ○
ナブ　460　サングロウン ¥1,450 ¥1,500 ¥50 17.0 ○
ナブ 460 サングロウン　チューボ ¥1,550 ¥1,620 ¥70 17.0 ○
ナブ 460　マデューロ ¥1,500 ¥1,570 ¥70 17.0 ○
ナブ 460 マデューロ　チューボ ¥1,600 ¥1,670 ¥70 17.0 ○
リガプリヴァーダ　No.9　ロブスト ¥3,080 ¥3,120 ¥40 17.2 ○
アンダークラウン　コロナビバ ¥1,350 ¥1,380 ¥30 11.7 ○
リガプリヴァーダ　ダーティーラット ¥2,560 ¥2,590 ¥30 9.9 ○
リガプリヴァーダ　ウニコ L40 ¥1,960 ¥1,990 ¥30 11.3 ○
ヘレーラ　エステリ　ショートコロナゴルダ ¥1,450 ¥1,480 ¥30 11.0 ×
アンダークラウン　シェイドコロナ ¥1,350 ¥1,380 ¥30 11.0 ○
アンダークラウン　シェイドロブスト ¥1,650 ¥1,680 ¥30 14.7 ○
アンダークラウン　フラインピッグ ¥1,650 ¥1,680 ¥30 12.4 ○
アンダークラウン　サングロウン　コロナ ¥1,450 ¥1,480 ¥30 11.8 ○
アンダークラウン　サングロウン　フライングピッグ ¥1,860 ¥1,900 ¥40 14.6 ○
タバックエスペシャル　カフェチッタ　ドルセ ¥340 ¥350 ¥10 2.6 ○
タバックエスペシャル　カフェチッタ　ネグラ ¥340 ¥350 ¥10 3.1 ○
ロベルト・P・デュラン・バラコア　ゴルディート ¥840 ¥870 ¥30 14.0 ○
ロベルト・P・デュラン・バラコア　トロ ¥840 ¥870 ¥30 14.0 ○
ロベルト・P・デュラン・リオトア　ロブスト ¥1,450 ¥1,490 ¥40 14.0 ○
ベガフィナ・1998/50 ¥1,020 ¥1,050 ¥30 12.0 ○
ベガフィナ・1998/52 ¥1,320 ¥1,360 ¥40 17.0 ○
ベガフィナ・1998/54 ¥1,530 ¥1,580 ¥50 21.0 ○
ベガフィナ・コロナ テュボス ¥990 ¥1,020 ¥30 11.5 ○
ベガフィナ・グラン レゼルバ 2020 ¥2,300 ¥2,380 ¥80 17.0 終売
ベガフィナ・ミニュート ¥400 据え置き ¥0 3.5 ○
ベガフィナ･ペルラ ¥530 ¥550 ¥20 6.5 ○
ベガフィナ・ロブスト ¥970 ¥1,000 ¥30 13.5 ○
ベガフィナ・ショート　ロブスト ¥790 ¥820 ¥30 11.5 ○
ベガフィナ・イヤーオブザ　オックス　2021 ¥2,700 ¥2,740 ¥40 17.0 ×
ベガフィナ・F2　ロブスト ¥1,100 ¥1,130 ¥30 14.0 ○
ベガフィナ・F2　ショート 　ベリコソ ¥1,010 ¥1,040 ¥30 12.5 ○
ベガフィナ・F2 アンドゥージョ ¥1,800 ¥1,870 ¥70 15.2 終売
ベガフィナ・ニカラグア コロナ ¥990 ¥1,020 ¥30 11.5 ○
ベガフィナ・ニカラグア ロブスト ¥1,090 ¥1,130 ¥40 14.0 ○
ベガフィナ・ニカラグア 　　　　　　　　グラン　トロ ¥1,300 ¥1,340 ¥40 17.0 ○
ベガフィナ・ニカラグア ショート ¥790 ¥820 ¥30 11.0 ○
ベガフィナ・ニカラグア プーロオリヘン ¥2,200 ¥2,280 ¥80 18.0 終売

お問い合わせ先：ダビドフ・オブ・ジュネーブ・ジャパン株式会社 Tel:03-5413-1370 Fax:03-5413-1379 



銘柄名
現行定価

（パック）

新定価

（パック）

現行定価

（1本）

新定価

（1本）

1ﾊﾟｯｸ当たり

重量（グラム）

1本当たり

重量（グラム）

グアンタナメラ・ミニシガリロ ¥1,500 据え置き 20.0 1.0
コイーバ・クラブ ¥3,700 ¥3,800 22.0 1.1
コイーバ・クラブ　10’ｓ ¥1,850 ¥1,900 11.0 1.1
コイーバ・クラブ　10’s  2019ED ¥1,850 ¥1,900 11.0 1.1
コイーバ・クラブ　10’s  2020ED ¥1,850 ¥1,900 11.0 1.1
コイーバ・クラブ ホワイト ¥3,700 ¥3,800 22.0 1.1
コイーバ・クラブ ホワイト１０ ¥1,850 ¥1,900 11.0 1.1
コイーバ・ショート ¥2,700 ¥2,800 ¥270 ¥280 16.0 1.6
コイーバ・ショート 5's  2020ED ¥1,350 ¥1,400 ¥270 ¥280 8.0 1.6
コイーバ・ショート ヒュミドール 50  2019ED ¥14,200 ¥14,300 90.0 1.8
コイーバ・ショート ヒュミドール 50  2020ED ¥14,200 ¥14,300 80.0 1.6
コイーバ・ミニシガリロ ¥3,100 ¥3,200 20.0 1.0
コイーバ・ミニシガリロ１０’ｓ ¥1,550 ¥1,600 10.0 1.0
コイーバ・ミニシガリロホワイト ¥3,100 ¥3,200 20.0 1.0
コイーバ・ミニシガリロホワイト１０ ¥1,550 ¥1,600 10.0 1.0
トリニダッド・ショート ¥2,600 ¥2,700 ¥260 ¥270 16.0 1.6
パルタガス　ミニシガリロ ¥2,300 据え置き 20.0 1.0
パルタガス・クラブ ¥2,800 据え置き 22.0 1.1
パルタガス･セリークラブ ¥2,900 据え置き 22.0 1.1
パルタガス･セリークラブ１０’ｓ ¥1,450 据え置き 11.0 1.1
パルタガス･セリーミニシガリロ ¥2,400 ¥2,500 20.0 1.0
パルタガス･セリーミニシガリロ１０’ｓ ¥1,200 ¥1,250 10.0 1.0
パルタガス・チコ ¥1,700 ¥1,750 ¥340 ¥350 15.0 3.0
ホセ・L・ピエドラ・ミニシガリロ ¥1,700 ¥1,800 20.0 1.0
モンテクリスト･オープンクラブ10's ¥1,550 ¥1,600 11.0 1.1
モンテクリスト･オープンクラブ20's ¥3,100 ¥3,200 22.0 1.1
モンテクリスト･オープンミニ10's ¥1,300 ¥1,350 10.0 1.0
モンテクリスト･オープンミニ20's ¥2,600 ¥2,700 20.0 1.0
モンテクリスト・クラブ ¥3,100 ¥3,200 22.0 1.1
モンテクリスト・クラブ　10’ｓ ¥1,550 ¥1,600 11.0 1.1
モンテクリスト・ショート ¥2,300 ¥2,400 ¥230 ¥240 16.0 1.6
モンテクリスト・ミニシガリロ ¥2,600 ¥2,700 20.0 1.0
モンテクリスト・ミニシガリロ10’ｓ ¥1,300 ¥1,350 10.0 1.0
モンテクリスト・ミニシガリロ50’ｓ ¥6,750 ¥7,000 50.0 1.0
ロメオ・Y・ジュリエッタ・クラブ ¥3,000 据え置き 22.0 1.1
ロメオ・Y・ジュリエッタ・クラブ 20's Tin 2020ED ¥3,000 据え置き 22.0 1.1
ロメオ・Y・ジュリエッタ・プリトス ¥1,750 ¥1,800 ¥350 ¥360 11.5 2.3
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ミニシガリロ ¥2,500 ¥2,600 20.0 1.0
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ミニシガリロ10’ｓ ¥1,250 ¥1,300 10.0 1.0
ロメオ・Y・ジュリエッタ・ミニシガリロ50’ｓ ¥6,500 ¥6,750 50.0 1.0
アンホーラ・イングリッシュブレンド ¥1,400 ¥1,490 50.0 1.0
アンホーラ・ブラックキャベンディッシュ ¥1,400 ¥1,490 50.0 1.0
アンホーラ・フルアロマテック ¥1,400 ¥1,490 50.0 1.0
アンホーラ･リッチアロマ ¥1,400 ¥1,490 50.0 1.0

お問い合わせ先：ダビドフ・オブ・ジュネーブ・ジャパン株式会社 Tel:03-5413-1370 Fax:03-5413-1379 


