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東日本大震災による当社グループへの影響について（ 終報） 

（出荷再開銘柄および一部銘柄の廃止について） 

 

 

東日本大震災により被災されました皆さまに心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早

い復興をお祈り申し上げます。 

 

本年 3月 25 日から順次お知らせしてまいりましたとおり、当社国内たばこ事業におきまして

は、臨時の措置としてたばこ商品の銘柄数・数量を限定した状態での出荷となっておりますが、

8 月上旬までに、出荷銘柄数を 73 銘柄まで順次拡大することといたしましたので、お知らせい

たします。 

73 銘柄の出荷に向けた順次の拡大時期および銘柄数につきましては、まず 6 月 6 日からピア

ニッシモ 2銘柄を含む 11銘柄を新たに追加して合計 36 銘柄、また 7月上旬からは新たに 22 銘

柄を追加して合計 58 銘柄、さらに 8月上旬には 15銘柄を追加して合計 73 銘柄を出荷いたしま

す。（具体的な銘柄名・出荷開始時期等につきましては、「別紙 1」をご参照ください。） 

 

また、上記 73 銘柄以外で震災前に販売しておりました 23 銘柄につきましては、以前より銘柄

ごとの販売数量が少なく、今後においても需要の減少がさらに加速するものと予想されることか

ら、出荷の再開を断念し、廃止することといたしました。（廃止する銘柄につきましては、「別紙

2」をご参照ください。） 

 

震災影響に伴う本臨時措置に関しまして、お客様ならびにたばこ販売店様に多大なご不便とご

迷惑をおかけしておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。また、このたび廃止となる

銘柄をご愛顧いただきましたお客様には、厚く御礼申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

 

当社といたしましては、本日お示ししました 73 銘柄の出荷体制を 8月上旬までに確実に整え

ることはもとより、これまで以上にお客様に満足いただける味香り・デザイン・パッケージ形態

等の改善に取り組んでまいります。併せて、主要ブランドを中心とした積極的な新製品の投入、

効果的な販売促進活動の展開などを通して、早期に市場シェアを回復させるべく、全力を挙げて

競争力の強化に取り組んでまいります。 

 

なお、今回の震災による被害および臨時措置に伴う影響につきましては、本日公表いたしまし

た「平成 23 年 3月期決算短信」等の記載をご参照ください。 

 

以上 



  
【別紙 1：出荷開始銘柄一覧】 

 

◎5月 12 日時点で出荷を開始している銘柄 

 

銘  柄  名 価格 出荷開始時期 

マイルドセブン 410円 

マイルドセブン・ワン 410円 

マイルドセブン・ワン・１００’ｓ・ボックス 410円 

セブンスター 440円 

キャスター・ワン・１００’ｓ・ボックス 410円 

キャビン・マイルド・ボックス 410円 

エコー 240円 

4 月 11 日から

出荷開始 

（7銘柄） 

マイルドセブン・ボックス 410円 

マイルドセブン・ライト 410円 

マイルドセブン・スーパーライト 410円 

マイルドセブン・エクストラライト 410円 

マイルドセブン・ワン・ボックス 410円 

マイルドセブン・アクア・メンソール・スーパーライト・ボックス 410円 

セブンスター・ボックス 440円 

キャスター・マイルド 410円 

ハイライト 410円 

4 月 25 日から

出荷開始 

（9銘柄） 

マイルドセブン・ディースペック・スーパーライト・ボックス 410円 

マイルドセブン・ディースペック・ワン・１００’ｓ・ボックス 410円 

マイルドセブン・インパクト・ワン・１００’ｓ・ボックス 410円 

マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・１００’ｓ・ボックス 410円 

セブンスター・ディープ・メンソール・ボックス 440円 

ピース・ライト・ボックス 440円 

ホープ（１０本入） 220円 

ハイライト・メンソール 410円 

わかば 250円 

5 月 9 日から 

出荷開始 

（9銘柄） 

 

 

 



  
 

◎6 月 6日以降に出荷を開始する銘柄 

 

銘  柄  名 価格 出荷開始時期

マイルドセブン・エクストラライト・ボックス 410円 

マイルドセブン・インパクト・ワン・メンソール・ボックス 410円 

セブンスター・ソリッド・メンソール・ボックス 440円 

ピアニッシモ・ワン 440円 

ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン 440円 

ピース（１０本入） 220円 

ピース（５０本入） 1,100円 

ベヴェル・ライト 440円 

ゼロスタイル・ミント（※1） 410円 

ゼロスタイル・ミント 詰替用カートリッジ（※1） 600円 

ウルマ（※2） 250円 

6 月 6 日から

出荷開始予定

（11 銘柄） 

マイルドセブン・１００’ｓ・ボックス 410円 

マイルドセブン・ライト・ボックス 410円 

マイルドセブン・ライト・１００’ｓ・ボックス 410円 

マイルドセブン・スーパーライト・ボックス 410円 

マイルドセブン・スーパーライト・１００’ｓ・ボックス 410円 

マイルドセブン・エクストラライト・１００’ｓ・ボックス 410円 

セブンスター・ミディアム・ボックス 440円 

セブンスター・ライト・ボックス 440円 

セブンスター・ソリッド・ボックス 440円 

ピアニッシモ･アイシーン・メンソール 440円 

ピアニッシモ・ルーシア・メンソール 440円 

ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン 440円 

ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン 220円 

キャスター・スーパーマイルド・ボックス 410円 

キャビン・スーパーマイルド・ボックス 410円 

キャビン・ウルトラマイルド・ボックス 410円 

キャビン・ワン・テイスティ・１００’ｓ・ボックス 410円 

ピース（２０本入） 440円 

ピース・スーパーライト・ボックス 440円 

セーラム・アラスカ・メンソール 440円 

フロンティア・ライト・ボックス 410円 

バイオレット（※2） 240円 

7 月上旬から

出荷開始予定

（22 銘柄） 

 

※1 「ゼロスタイル・ミント」「ゼロスタイル・ミント 詰替用カートリッジ」は東京都・神奈川県・埼玉

県・千葉県及び、全国の一部販売店様において販売しております。 

※2 「ウルマ」「バイオレット」は沖縄県限定販売の銘柄です。 



  
 

 

銘  柄  名 価格 出荷開始時期 

ピアニッシモ・ペティル・メンソール・ワン 440円 

キャスター・マイルド・ボックス 410円 

キャスター・スーパーマイルド 410円 

キャスター・ワン・ボックス 410円 

キャビン・ローストブレンド・１００’ｓ・ボックス 410円 

ピース・インフィニティ 470円 

ホープ・ライト 220円 

ホープ・スーパーライト 220円 

ホープ・メンソール 220円 

ウィンストン 400円 

ウィンストン・ライト・６・ボックス 400円 

ウィンストン・ウルトラワン・１００’ｓ・ボックス 400円 

セーラム・ライト・ボックス 440円 

しんせい 240円 

ゴールデンバット 200円 

8 月上旬から 

出荷開始予定 

（15 銘柄） 

 

 

 

 



  
【別紙 2：廃止銘柄一覧】 

 

 

銘  柄  名 価格 

マイルドセブン・アクア・スカッシュ・メンソール７・ボックス 410円 

マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・ボックス 410円 

マイルドセブン・ＦＫ 410円 

マイルドセブン・スペシャルライト・ボックス 410円 

セブンスター・ブラック・インパクト 440円 

セブンスター・ライト・メンソール 440円 

セブンスター・ライト・メンソール・ボックス 440円 

ピアニッシモ・ウルトラ・ライト 440円 

キャスター 410円 

キャスター・ワン 410円 

キャスター・メンソール・ボックス 410円 

キャビン・プレステージ 470円 

ピース・ミディアム・ボックス 440円 

キャメル・フィルター・ボックス 440円 

キャメル・マイルド・ボックス 440円 

キャメル・メンソール・ボックス 440円 

キャメル・メンソール・ミニ（※3） 220円 

ウィンストン・エクストラ３・ボックス 400円 

ベヴェル・フレアー・メンソール 440円 

フロンティア・メンソール・ボックス 410円 

サムタイム・ライト 410円 

チェリー 410円 

ハイトーン（※4） 390円 

 

※3 「キャメル・メンソール・ミニ」は東京都限定販売の銘柄です。 

※4 「ハイトーン」は沖縄県限定販売の銘柄です。 

 

 

 

 

 


