
メーカー小売希望価格改定のお知らせ 2月20日現在

平素より、リカーズをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、酒類メーカーより、価格改定が発表されました。下記の一覧は弊社で現状取り扱いのある商品のうち、価格改定の対象商品です。

貴店でいつもご利用のウイスキーやスピリッツ、ワイン等の提供価格の見直しを検討するのにお役立てください。

なお、リカーズ・リカーズオンラインには、最新の「参考上代」を反映しております。

今後とも、「リカーズ」「リカーズオンライン」をご利用いただけますと幸いに存じます。

《改定日》

①2023年3月1日以降～　ペルノ・リカール・ジャパン、サントリー（一部）

②2023年4月1日以降～　アサヒビール、キリンビール、MHD、サッポロ（一部）

③2023年4月3日以降～　レミーコアントロー・ジャパン(一部)

※敬称略

《対象商品》

①2023年3月1日以降価格改定対象商品一覧

商品番号 商品名 改定日 カテゴリ 旧上代 新上代 改定率 メーカー名

0338 シーバス・リーガル・12年・700ml  3月1日 ウイスキー ¥4,660 ¥5,130 - ペルノ・リカール

0767 シーバス・リーガル・12年・1000ml 3月1日 ウイスキー オープン ¥7,830 - ペルノ・リカール

0867 シーバス・リーガル・18年 3月1日 ウイスキー ¥8,500 ¥9,350 - ペルノ・リカール

0281 シーバス・リーガル・ミズナラ・12年  3月1日 ウイスキー ¥5,040 ¥5,550 - ペルノ・リカール

0766 ローヤル・サルート・21年・シグネチャーブレンド 3月1日 ウイスキー ¥19,845 ¥21,800 110% ペルノ・リカール

1581 ペリエ・ジュエ・グラン・ブリュット 3月1日 ワイン ¥7,800 ¥8,190 105% ペルノ・リカール

0581 ペリエ・ジュエ・ブラゾン・ロゼ 3月1日 ワイン ¥9,420 ¥9,890 105% ペルノ・リカール

1606 ペリエ・ジュエ・ブラン・ド・ブラン   3月1日 ワイン ¥13,400 ¥14,070 105% ペルノ・リカール

7394 マム・グラン・コルドン・ジャパン 3月1日 ワイン ¥6,450 ¥6,770 105% ペルノ・リカール

7996 マム・グラン・コルドン・ロゼ      3月1日 ワイン ¥7,770 ¥8,160 105% ペルノ・リカール

2978 マム・アイス・エクストラ        3月1日 ワイン ¥7,700 ¥8,085 105% ペルノ・リカール

4677 メゾン・マム・ＲＳＲＶ・キュヴェ・ラルー 3月1日 ワイン ¥25,330 ¥26,600 105% ペルノ・リカール

0963 ジム・ビーム・ホワイト・700ml 3月1日 ウイスキー ¥1,540 ¥1,690 110% サントリー

0966 ジム・ビーム・ホワイト・1750ml 3月1日 ウイスキー ¥3,500 ¥3,850 110% サントリー

0519 ジム・ビーム・ブラック・ラベル・700ml 3月1日 ウイスキー ¥2,400 ¥2,640 110% サントリー

0990 ジム・ビーム・ライ・ジャパン      3月1日 ウイスキー ¥1,670 ¥1,840 110% サントリー

0961 ジム・ビーム・デビルズカット 3月1日 ウイスキー ¥2,000 ¥2,200 110% サントリー

0878 ジム・ビーム・ダブルオーク       3月1日 ウイスキー ¥2,800 ¥3,080 110% サントリー

4180 ジム・ビーム・アップル         3月1日 ウイスキー ¥1,540 ¥1,690 110% サントリー

0275 ザ・マッカラン・25年         3月1日 ウイスキー ¥160,000 ¥200,000 125% サントリー

0964 ザ・マッカラン・18年 3月1日 ウイスキー ¥32,000 ¥40,960 128% サントリー

0811 ザ・マッカラン・12年・シェリーオーク 3月1日 ウイスキー ¥9,000 ¥9,990 111% サントリー

0993 ザ・マッカラン・12年・ダブルカスク 3月1日 ウイスキー ¥8,000 ¥9,040 113% サントリー

2396 ザ・マッカラン・レアカスク 3月1日 ウイスキー ¥32,000 ¥35,200 110% サントリー

0962 メーカーズ・マーク・700ml     3月1日 ウイスキー ¥2,800 ¥3,080 110% サントリー

0509 メーカーズ・マーク・1000ml 3月1日 ウイスキー ¥4,000 ¥4,200 105% サントリー

0241 メーカーズ・マーク・350ml     3月1日 ウイスキー ¥1,500 ¥1,650 110% サントリー

0674 ベイゼル・ヘイデン 3月1日 ウイスキー ¥5,000 ¥5,500 110% サントリー

0672 ノブ・クリーク             3月1日 ウイスキー ¥4,000 ¥4,400 110% サントリー

1527 ノブ・クリーク・ライ          3月1日 ウイスキー ¥4,600 ¥5,060 110% サントリー

1623 ノブ・クリーク・シングルバレル・リザーブ 3月1日 ウイスキー ¥5,000 ¥5,500 110% サントリー

0525 オールド・クロウ            3月1日 ウイスキー ¥1,400 ¥1,540 110% サントリー
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商品番号 商品名 改定日 カテゴリ 旧上代 新上代 改定率 メーカー名

0560 オールド・グランダッド80・750ml 3月1日 ウイスキー ¥2,500 ¥2,750 110% サントリー

0745 ボウモア・18年 3月1日 ウイスキー ¥9,600 ¥12,000 125% サントリー

0744 ボウモア・15年 3月1日 ウイスキー ¥8,000 ¥9,200 115% サントリー

0743 ボウモア・12年 3月1日 ウイスキー ¥4,400 ¥5,060 115% サントリー

0391 ラフロイグ・10年・750ml     3月1日 ウイスキー ¥5,600 ¥6,440 115% サントリー

0380 ラフロイグ・セレクトカスク 3月1日 ウイスキー ¥4,000 ¥4,600 115% サントリー

0165 ティーチャーズ・ハイランドクリーム   3月1日 ウイスキー ¥1,270 ¥1,400 110% サントリー

2867 ティーチャーズ・ハイランドクリーム・2700mlペットボトル 3月1日 ウイスキー ¥4,100 ¥4,510 110% サントリー

0501 ティーチャーズ・ハイランドクリーム・1800mlペットボトル 3月1日 ウイスキー ¥2,940 ¥3,230 110% サントリー

1427 ティーチャーズ・ハイランドクリーム・1000ml 3月1日 ウイスキー ¥1,680 ¥1,850 110% サントリー

2899 アードモア・レガシー 3月1日 ウイスキー ¥3,000 ¥3,300 110% サントリー

0717 オーヘントッシャン・12年       3月1日 ウイスキー ¥4,000 ¥4,400 110% サントリー

0900 カネマラ・シングルモルト        3月1日 ウイスキー ¥4,200 ¥4,620 110% サントリー

0796 カナディアン・クラブ・20年 3月1日 ウイスキー ¥15,000 ¥16,500 110% サントリー

0708 カナディアン・クラブ・クラシック・12年・700ml 3月1日 ウイスキー ¥2,000 ¥2,200 110% サントリー

0707 カナディアン・クラブ・ブラック・ラベル 3月1日 ウイスキー ¥4,000 ¥4,400 110% サントリー

0705 カナディアン・クラブ・700ml 3月1日 ウイスキー ¥1,390 ¥1,530 110% サントリー

0727 カナディアン・クラブ・1000ml   3月1日 ウイスキー ¥2,200 ¥2,420 110% サントリー

0360 バランタイン・17年 3月1日 ウイスキー ¥9,000 ¥9,900 110% サントリー

0173 バランタイン・マスターズ        3月1日 ウイスキー ¥5,000 ¥5,500 110% サントリー

0314 バランタイン・12年 3月1日 ウイスキー ¥2,800 ¥3,080 110% サントリー

0616 バランタイン・7年 3月1日 ウイスキー ¥2,100 ¥2,310 110% サントリー

0595 バランタイン・バレルスムース      3月1日 ウイスキー ¥1,900 ¥2,090 110% サントリー

0114 バランタイン・ファイネスト・ECタイプ 3月1日 ウイスキー ¥1,390 ¥1,530 110% サントリー

0146 バランタイン・ファイネスト・1750ml 3月1日 ウイスキー ¥3,200 ¥3,520 110% サントリー

0931 バランタイン・ファイネスト・1000ml 3月1日 ウイスキー ¥2,100 ¥2,310 110% サントリー

0450 スキャパ・スキレン 3月1日 ウイスキー ¥6,400 ¥7,040 110% サントリー

0200 ロング・ジョン 3月1日 ウイスキー ¥1,360 ¥1,500 110% サントリー

3087 ビーフィーター・40% 3月1日 スピリッツ ¥1,160 ¥1,280 110% サントリー

3088 ビーフィーター・47% 3月1日 スピリッツ ¥1,290 ¥1,420 110% サントリー

3118 ビーフィーター・24          3月1日 スピリッツ ¥3,400 ¥3,740 110% サントリー

4629 ビーフィーター・ピンクストロベリー   3月1日 スピリッツ ¥1,390 ¥1,530 110% サントリー

3275 シップスミス・ロンドン・ドライ・ジン  3月1日 スピリッツ ¥4,200 ¥4,620 110% サントリー

3377 シップスミス・ＶＪＯＰ 3月1日 スピリッツ ¥4,735 ¥5,210 110% サントリー

3553 ピナクル・ウォッカ           3月1日 スピリッツ ¥1,180 ¥1,300 110% サントリー

3321 サウザ・シルバー・750ml 3月1日 スピリッツ ¥1,750 ¥1,930 110% サントリー

3328 サウザ・ゴールド・750ml 3月1日 スピリッツ ¥1,800 ¥1,980 110% サントリー

3460 サウザ・ブルー             3月1日 スピリッツ ¥1,900 ¥2,280 120% サントリー

3382 サウザ・ブルー・レポサド        3月1日 スピリッツ ¥2,200 ¥2,640 120% サントリー

4903 カシャーサ・51・700ml 3月1日 スピリッツ ¥1,350 ¥1,620 120% サントリー

3597 カシャーサ・51・1000ml     3月1日 スピリッツ ¥1,800 ¥2,160 120% サントリー

2257 クルボアジェ・Ｖ・Ｓ・Ｏ・Ｐ 3月1日 ブランデー ¥8,700 ¥9,570 110% サントリー

4181 マリブ・700ml 3月1日 リキュール ¥1,360 ¥1,500 110% サントリー

5052 カルーア・コーヒー・20％・700ml 3月1日 リキュール ¥1,380 ¥1,520 110% サントリー

5053 カルーア・コーヒー・20％・1000ml    3月1日 リキュール ¥1,830 ¥2,010 110% サントリー

4788 カルーア・抹茶 3月1日 リキュール ¥1,480 ¥1,630 110% サントリー

4125 チェリー・ヒーリング 3月1日 リキュール ¥2,400 ¥2,640 110% サントリー
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商品番号 商品名 改定日 カテゴリ 旧上代 新上代 改定率 メーカー名

4790 イエーガーマイスター・700ml 3月1日 リキュール ¥2,400 ¥2,520 105% サントリー

4196 ティフィン・ティー・リキュール 3月1日 リキュール ¥2,900 ¥3,190 110% サントリー

4117 モーツァルト・チョコレート・リキュール 3月1日 リキュール ¥1,720 ¥1,890 110% サントリー

4035 モーツァルト・ブラック・チョコレート  3月1日 リキュール ¥1,720 ¥1,890 110% サントリー

4275 モーツァルト・ホワイト・チョコレート  3月1日 リキュール ¥1,720 ¥1,890 110% サントリー

4140 ルジェ・クレーム・ド・カシス      3月1日 リキュール ¥1,560 ¥1,790 115% サントリー

4417 ルジェ・ロット・クレーム・ド・カシス・700ml 3月1日 リキュール ¥1,300 ¥1,500 115% サントリー

4548 ルジェ・ロット・クレーム・ド・カシス・1000ml 3月1日 リキュール ¥2,100 ¥2,420 115% サントリー

4421 ルジェ・クレーム・ド・フランボワーズ  3月1日 リキュール ¥1,630 ¥1,870 115% サントリー

4422 ルジェ・クレーム・ド・ブルーベリー   3月1日 リキュール ¥1,640 ¥1,890 115% サントリー

4427 ルジェ・クレーム・カルテット      3月1日 リキュール ¥1,640 ¥1,890 115% サントリー

4423 ルジェ・クレーム・ド・ピーチ 3月1日 リキュール ¥1,390 ¥1,600 115% サントリー

4424 ルジェ・クレーム・ド・アプリコット   3月1日 リキュール ¥1,640 ¥1,890 115% サントリー

4425 ルジェ・クレーム・ド・ストロベリー   3月1日 リキュール ¥1,630 ¥1,870 115% サントリー

4426 ルジェ・グリーン・アップル       3月1日 リキュール ¥1,630 ¥1,870 115% サントリー

4420 ルジェ・ノワール・ド・ブルゴーニュ 3月1日 リキュール ¥3,900 ¥4,490 115% サントリー

4186 ルジェ・ピンクグレープフルーツ 3月1日 リキュール ¥1,390 ¥1,600 115% サントリー

4208 ルジェ・ペア 3月1日 リキュール ¥1,390 ¥1,600 115% サントリー

4328 ルジェ・バナナ 3月1日 リキュール ¥1,390 ¥1,600 115% サントリー

4487 ルジェ・クランベリー          3月1日 リキュール ¥1,630 ¥1,870 115% サントリー

4143 パライソ・ライチ・リキュール      3月1日 リキュール ¥2,000 ¥2,400 120% サントリー

4448 マンゴヤン・マンゴーリキュール 3月1日 リキュール ¥2,200 ¥2,420 110% サントリー

4914 プラム・リキュール・ド・フランス・プルシア 3月1日 リキュール ¥2,400 ¥2,640 110% サントリー

4395 マスカット・リキュール・ド・フランス・ミスティア 3月1日 リキュール ¥2,400 ¥2,640 110% サントリー

2767 クムカット・リキュール・ド・フランス・キミア 3月1日 リキュール ¥2,400 ¥2,760 115% サントリー

4281 ヨーグリート              3月1日 リキュール ¥1,620 ¥1,860 115% サントリー

4401 メロン・リキュール・ミドリ・700ml 3月1日 リキュール ¥2,200 ¥2,420 110% サントリー

4167 ウンダーベルク[1ダース]       3月1日 リキュール ¥1,840 ¥2,020 110% サントリー

7334 鏡月・25度・700ml        3月1日 焼酎＆泡盛 ¥875 ¥900 103% サントリー

7902 鏡月・25度・5Lペットボトル 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥3,883 ¥4,000 103% サントリー

7111 鏡月・25度・4Lペットボトル     3月1日 焼酎＆泡盛 ¥3,230 ¥3,330 103% サントリー

7404 鏡月・25度・2.7Lペットボトル    3月1日 焼酎＆泡盛 ¥2,200 ¥2,270 103% サントリー

7300 鏡月・20度・700ml        3月1日 焼酎＆泡盛 ¥775 ¥800 103% サントリー

7857 鏡月・20度・5Lペットボトル 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥3,514 ¥3,620 103% サントリー

7113 鏡月・20度・4Lペットボトル     3月1日 焼酎＆泡盛 ¥2,940 ¥3,030 103% サントリー

7116 鏡月・プレミアム・25度・700ml  3月1日 焼酎＆泡盛 ¥1,201 ¥1,240 103% サントリー

7115 鏡月・プレミアム・20度・700ml  3月1日 焼酎＆泡盛 ¥1,101 ¥1,130 103% サントリー

7652 ふんわり鏡月・アセロラ・700ml 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥775 ¥800 103% サントリー

5447 ふんわり鏡月・アセロラ・1.8Lペットボトル 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥1,740 ¥1,790 103% サントリー

7651 ふんわり鏡月・ゆず・700ml 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥775 ¥800 103% サントリー

7515 ふんわり鏡月・ライチ・700ml    3月1日 焼酎＆泡盛 ¥775 ¥800 103% サントリー

7647 ふんわり鏡月・梅・700ml      3月1日 焼酎＆泡盛 ¥775 ¥800 103% サントリー

6149 ソウル・マッコリ・プロ 3月1日 焼酎＆泡盛 ¥600 ¥620 103% サントリー
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②2023年4月1日以降価格改定対象商品一覧

商品番号 商品名 改定日 カテゴリ 旧上代 新上代 改定率 メーカー名

0573 ジャック・ダニエル・ブラック・1000ml 4月1日 ウイスキー ¥3,130 ¥3,370 108% アサヒビール

0636 ジャック・ダニエル・キングサイズ 4月1日 ウイスキー ¥5,290 ¥5,720 108% アサヒビール

3105 ボルス・ジュネヴァ 4月1日 スピリッツ ¥3,850 ¥4,043 105% アサヒビール

3113 ボルス・バレルエイジド・ジュネヴァ 4月1日 スピリッツ ¥5,750 ¥6,038 105% アサヒビール

2351 イル・ド・レ・ファインアイランド 4月1日 ブランデー ¥6,300 ¥6,940 110% アサヒビール

2387 カミュ・V・S・O・P 4月1日 ブランデー ¥6,600 ¥7,270 110% アサヒビール

2136 カミュ・ボルドリー・VSOP 4月1日 ブランデー ¥9,200 ¥10,480 114% アサヒビール

2388 カミュ・XO 4月1日 ブランデー ¥20,000 ¥22,800 114% アサヒビール

2214 カミュ・ボルドリー・XO 4月1日 ブランデー ¥24,000 ¥28,600 119% アサヒビール

0807 ブラック・ブッシュ 4月1日 ウイスキー ¥2,300 ¥2,480 108% アサヒビール

0252 ブッシュミルズ・シングルモルト・12年 4月1日 ウイスキー ¥4,500 ¥5,150 114% アサヒビール

0830 ブッシュミルズ・16年 4月1日 ウイスキー ¥9,800 ¥12,300 126% アサヒビール

0335 グレンドロナック・15年 4月1日 ウイスキー ¥10,800 ¥14,000 130% アサヒビール

1705 グレンドロナック・18年 4月1日 ウイスキー ¥13,080 ¥17,000 130% アサヒビール

1710 グレンドロナック・21年 4月1日 ウイスキー ¥17,470 ¥23,500 135% アサヒビール

0148 ネヴィス・デュ― 4月1日 ウイスキー ¥1,330 ¥1,377 104% アサヒビール

0498 ブナハ―ブン・12年 4月1日 ウイスキー ¥6,370 ¥6,980 110% アサヒビール

1759 ベンリアック・スモーキー・10 4月1日 ウイスキー ¥5,330 ¥5,710 107% アサヒビール

0642 ベンリアック・スモーキー・12 4月1日 ウイスキー ¥6,600 ¥6,940 105% アサヒビール

0497 グレンゴイン・10年 4月1日 ウイスキー ¥3,800 ¥4,450 117% アサヒビール

0371 グレンゴイン・21年 4月1日 ウイスキー ¥15,800 ¥18,700 118% アサヒビール

3356 エラドゥーラ・プラタ 4月1日 スピリッツ ¥2,400 ¥3,500 146% アサヒビール

3237 クラーケン・ブラック・スパイスド・ラム・40％ 4月1日 スピリッツ ¥2,400 ¥2,630 110% アサヒビール

0868 カナディアン・ミスト 4月1日 ウイスキー ¥1,370 ¥1,604 117% アサヒビール

3351 エル・ヒマドール・ブランコ 4月1日 スピリッツ ¥2,010 ¥2,500 124% アサヒビール

5267 ボルス・クレーム・ド・カシス 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5486 ボルス・ピーチ・ジャパン 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5265 ボルス・ブルー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5266 ボルス・ライチ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5278 ボルス・ストロベリー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5270 ボルス・トリプル・セック 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

4327 ボルス・エルダーフラワー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5283 ボルス・パルフェタムール 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5642 ボルス・マンゴー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

4310 ボルス・パッションフルーツ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

4597 ボルス・ヨーグルト 4月1日 リキュール ¥2,320 ¥2,436 105% アサヒビール

5276 ボルス・メロン 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5272 ボルス・クレーム・ド・バナナ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5282 ボルス・クレーム・ド・カカオ・ホワイト 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5285 ボルス・グリーン・ティー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5280 ボルス・コーヒー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5643 ボルス・アマレット 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5271 ボルス・チェリー・ブランデー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5279 ボルス・グリーン・バナナ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5281 ボルス・クレーム・ド・カカオ・ブラウン 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5284 ボルス・ペパーミント・グリーン 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5269 ボルス・アプリコット・ブランデー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5418 ボルス・ココナッツ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5275 ボルス・キルシュ 4月1日 リキュール ¥3,480 ¥3,654 105% アサヒビール

7938 ボルス・ピンクグレープフルーツ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール
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4347 ボルス・キウイ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5273 ボルス・ドライ・オレンジ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5274 ボルス・マラスキーノ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5277 ボルス・ラズベリー 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5084 ボルス・パイナップル・チポートレ 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

5059 ボルス・マンゴスチン 4月1日 リキュール ¥1,740 ¥1,827 105% アサヒビール

0110 ジョニー・ウォーカー・赤ラベル・700ml 4月1日 ウイスキー ¥1,350 オープン - キリンビール

0602 ジョニー・ウォーカー・赤ラベル・1000ml 4月1日 ウイスキー ¥2,900 オープン - キリンビール

0112 ホワイトホース・ファインオールド・700ml 4月1日 ウイスキー ¥1,260 オープン - キリンビール

0158 ホワイトホース・ファインオールド・1000ml 4月1日 ウイスキー オープン オープン - キリンビール

1772 ホワイトホース・ファインオールド・4000ml 4月1日 ウイスキー オープン オープン - キリンビール

0113 ホワイトホース・12年 4月1日 ウイスキー ¥3,000 オープン - キリンビール

1064 フォア・ローゼズ・700ml 4月1日 ウイスキー ¥2,014 オープン - キリンビール

0511 フォア・ローゼズ・ブラック・ラベル 4月1日 ウイスキー ¥3,494 オープン - キリンビール

0740 フォア・ローゼズ・シングルバレル・ジャパン 4月1日 ウイスキー ¥5,592 オープン - キリンビール

0514 フォア・ローゼズ・プラチナ 4月1日 ウイスキー ¥7,323 オープン - キリンビール

0355 ジョニー・ウォーカー・スウィング 4月1日 ウイスキー ¥5,400 ¥5,950 110% MHD

0971 ジョニー・ウォーカー・ブルーラベル 4月1日 ウイスキー ¥21,000 ¥23,100 110% MHD

0764 オールド・パー・シルバー 4月1日 ウイスキー ¥3,000 ¥3,500 117% MHD

0748 オールド・パー・１２年・750ml 4月1日 ウイスキー ¥5,250 ¥5,800 110% MHD

0882 オールド・パー・１８年 4月1日 ウイスキー ¥11,000 ¥12,000 109% MHD

0331 ロイヤル・ハウスホールド 4月1日 ウイスキー ¥37,500 ¥41,300 110% MHD

0384 グレンモーレンジィ・オリジナル 4月1日 ウイスキー ¥5,650 ¥5,950 105% MHD

0385 グレンモーレンジィ・ラサンタ・12年・シェリーカスク 4月1日 ウイスキー ¥6,800 ¥7,400 109% MHD

0846 グレンモーレンジィ・キンタ・ルバン・１４年 4月1日 ウイスキー ¥8,150 ¥8,600 106% MHD

0388 グレンモーレンジィ・ネクタ―ドール 4月1日 ウイスキー ¥9,000 ¥9,600 107% MHD

0439 グレンモーレンジィ・１８年 4月1日 ウイスキー ¥13,800 ¥16,600 120% MHD

0400 グレンモーレンジィ・シグネット 4月1日 ウイスキー ¥22,000 ¥28,000 127% MHD

0423 アードベッグ・１０年・700ml 4月1日 ウイスキー ¥6,350 ¥6,800 107% MHD

0999 アードベッグ・ウーガダール 4月1日 ウイスキー ¥9,650 ¥10,700 111% MHD

0438 タリスカー・ストーム 4月1日 ウイスキー ¥6,100 ¥6,750 111% MHD

0838 ホイッスルピッグ・10年・スモールバッチ・ライ 4月1日 ウイスキー ¥10,000 ¥10,500 105% MHD

0992 ホイッスルピッグ・12年・オールドワールド・ライ 4月1日 ウイスキー ¥14,000 ¥14,700 105% MHD

0866 ホイッスルピッグ・15年・エステートオーク・ライ 4月1日 ウイスキー ¥27,000 ¥28,400 105% MHD

4627 パンペロ・アニバサリオ 4月1日 スピリッツ ¥3,150 ¥3,350 106% MHD

2223 ヘネシー・V・S・700ml 4月1日 ブランデー ¥4,750 ¥5,000 105% MHD

2224 ヘネシー・V・S・O・P 4月1日 ブランデー ¥13,500 ¥13,900 103% MHD

2280 ヘネシー・X・O 4月1日 ブランデー ¥23,500 ¥25,900 110% MHD

0422 タリスカー・１０年 4月1日 ウイスキー ¥5,300 ¥5,850 110% MHD

0924 タリスカー・１８年 4月1日 ウイスキー ¥16,400 ¥18,900 115% MHD

0394 ラガヴーリン・１６年 4月1日 ウイスキー ¥10,200 ¥11,800 116% MHD

0392 クラガンモア・１２年 4月1日 ウイスキー ¥4,650 ¥5,150 111% MHD

0737 グレンキンチー・１２年 4月1日 ウイスキー ¥4,650 ¥5,150 111% MHD

0282 グレン・エルギン・１２年 4月1日 ウイスキー ¥5,850 ¥6,450 110% MHD

0239 カリラ・１２年 4月1日 ウイスキー ¥6,100 ¥6,750 111% MHD
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0539 エヴァン・ウィリアムス・シングル・バレル 4月1日 ウイスキー ¥4,000 オープン - サッポロ

0747 デュワーズ・１２年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - サッポロ

0969 デュワーズ・１５年 4月1日 ウイスキー ¥5,000 オープン - サッポロ

1794 デュワーズ・１８年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - サッポロ

0788 デュワーズ・２５年 4月1日 ウイスキー ¥28,000 オープン - サッポロ

0473 デュワーズ・ポルトガルスムース・８年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - サッポロ

0155 デュワーズ・ホワイト・ラベル 4月1日 ウイスキー ¥1,574 オープン - サッポロ

0373 デュワーズ・ホワイト・ラベル・1750ml 4月1日 ウイスキー オープン オープン - サッポロ

3342 カミノ・レアル・ゴールド 4月1日 スピリッツ ¥2,152 オープン - サッポロ

3341 カミノ・レアル・ホワイト 4月1日 スピリッツ ¥2,152 オープン - サッポロ

3248 グレイグース・ラ・ポワール・700ml 4月1日 スピリッツ オープン オープン - サッポロ

4908 サンタ・テレサ・１７９６ 4月1日 スピリッツ ¥4,737 オープン - サッポロ

4617 バカルディ・ブラック 4月1日 スピリッツ ¥1,462 オープン - サッポロ

3348 バカルディ・スペリオール・1500ml 4月1日 スピリッツ オープン オープン - サッポロ

3073 パトロン・アニェホ・750ml 4月1日 スピリッツ ¥10,000 オープン - サッポロ

3072 パトロン・レポサド 4月1日 スピリッツ ¥8,800 オープン - サッポロ

3125 ボンベイ・ドライジン 4月1日 スピリッツ オープン オープン - サッポロ

4828 サンジェルマン・エルダーフラワー・リキュール 4月1日 リキュール オープン オープン - サッポロ

4551 バカルディ・クラシック・カクテルズ・モヒート 4月1日 ウイスキー ¥1,200 オープン - サッポロ

3565 バカルディ・スパイスド 4月1日 ウイスキー ¥1,540 オープン - サッポロ

4162 ペパーミント・ジェット・２７ 4月1日 スピリッツ ¥1,851 オープン - サッポロ

4139 ペパーミント・ジェット・３１ 4月1日 スピリッツ ¥1,951 オープン - サッポロ

0336 ザ・シングルトン・12年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - ディアジオジャパン

0977 ザ・シングルトン・18年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - ディアジオジャパン

0491 ロイヤル・ロッホナガー12年 4月1日 ウイスキー オープン オープン - ディアジオジャパン

0122 Ｊ＆Ｂ・レア・700ｍｌ 4月1日 ウイスキー オープン オープン - ディアジオジャパン

0538 I・W・ハーパー・ゴールドメダル 4月1日 ウイスキー オープン オープン - ディアジオジャパン

4155 ベイリーズ 4月1日 リキュール オープン オープン - ディアジオジャパン

4178 ピムス 4月1日 リキュール オープン オープン - ディアジオジャパン

5185 ゴードン・37.5％ 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

5179 ゴードン・43％ 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

3110 タンカレー 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

3112 タンカレーNO.TEN 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

3084 シロック 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

4968 ロンサカパ・23 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

4651 キャプテン・モルガン・スパイスト・750ｍｌ 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

3478 ドン・フリオ・ブランコ 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン

3002 ドン・フリオ・レポサド 4月1日 スピリッツ オープン オープン - ディアジオジャパン
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③2023年4月3日以降価格改定対象商品一覧

商品番号 商品名 改定日 カテゴリ 旧上代 新上代 改定率 メーカー名

2234 レミーマルタン・Ｖ・Ｓ・Ｏ・Ｐ 4月3日 ブランデー ¥6,000 ¥7,000 117% レミーコアントローJ

2319 レミーマルタン・１７３８ 4月3日 ブランデー ¥10,000 ¥8,500 85% レミーコアントローJ

2272 レミーマルタン・テルセ 4月3日 ブランデー ¥13,000 ¥14,000 108% レミーコアントローJ

2323 レミーマルタン・X・O 4月3日 ブランデー ¥22,000 ¥25,000 114% レミーコアントローJ

2202 レミーマルタン・ルイ１３世 4月3日 ブランデー ¥390,000 ¥450,000 115% レミーコアントローJ

3392 マウントゲイ・ブラックバレル・ダブル・カスク・ブレンド 4月3日 スピリッツ ¥3,200 ¥3,500 109% レミーコアントローJ

4037 マウントゲイ・XO 4月3日 スピリッツ ¥5,000 ¥5,200 104% レミーコアントローJ

3153 ザ・ボタニスト 4月3日 スピリッツ ¥4,000 ¥4,200 105% レミーコアントローJ

0467 ブルックラディ・ザ・クラシック・ラディ 4月3日 ウイスキー ¥5,000 ¥5,700 114% レミーコアントローJ

1229 ポートシャーロット・10年 4月3日 ウイスキー ¥6,200 ¥7,000 113% レミーコアントローJ

2218 テルモン・レゼルヴ・ブリュット 4月3日 ワイン ¥7,600 ¥7,700 101% レミーコアントローJ

4104 テルモン・レゼルヴ・ロゼ 4月3日 ワイン ¥9,300 ¥9,500 102% レミーコアントローJ

4696 パッソア 4月3日 リキュール ¥2,600 ¥2,700 104% レミーコアントローJ
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