
2022 年 9 月 16 日 

家庭用市乳商品・業務用商品 価格改定のお知らせ 

雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、 

家庭用市乳商品並びに業務用商品の一部について、2022 年 11 月 1 日（火）より 

価格改定を実施させていただきますので、お知らせいたします。  

国内の酪農経営を取り巻く環境は、国際的な穀物・エネルギー等の価格高騰や円安の

進行により、生乳生産コストが急激に上昇し、厳しい状況となっております。 

このような状況の中、酪農生産基盤を守り、国産牛乳・乳製品の安定的供給を図るため、  

弊社は 2022 年 11 月より生乳取引価格（以下 乳価）を引き上げることで生産者団体と合

意いたしました。 

さらに、主要原材料や包装資材、エネルギー、物流費等のコストも上昇しており、  

乳価の引き上げとあわせて大幅なコストアップが続くことが見込まれております。 

弊社といたしましても、様々なコスト削減策にて内部吸収すべく取り組みを進めてお

りますが、これらのコストアップは企業努力による吸収の範囲を超えるものであること

から、下記の通り、価格改定を実施させていただくことといたしました。  

今後とも、お客様に安全で安心してお召し上がりいただける商品を安定的にお届けし

てまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

記 

1. 対象商品

(1) 家庭用

① 市販用 牛乳類、清涼飲料、ヨーグルト、デザート 45 品

② 宅配用 牛乳類、乳飲料、清涼飲料、ヨーグルト  22 品 

(2) 業務用   牛乳類、ヨーグルト 6 品 

 改定率 4.0% ～12.5% 

改定率 5.3% ～ 8.3% 

（2）業務用 改定率 7.4% ～ 9.2% 

2. 改定内容

(1) 家庭用
① 市販用 メーカー希望小売価格
② 宅配用 メーカー出荷価格

メーカー出荷価格

3. 改定日

2022 年 11 月 1 日(火)弊社出荷分より



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

雪印メグミルク株式会社 

 広報ＩＲ部 広報グループ 

TEL 03-3226-2124  FAX 03-3226-2150 

E-mail msb-pr@meg-snow.com 

mailto:msb-pr@meg-snow.com


（別紙）　価格改定　対象商品一覧表

１．市販用商品

おいしい雪印メグミルク牛乳　 180ml 北海道・九州

おいしい雪印メグミルク牛乳　 200ml 全国

おいしい雪印メグミルク牛乳　 500ml 全国

おいしい雪印メグミルク牛乳　 1000ml 全国

雪印牛乳 200ml 北海道

雪印牛乳 500ml 北海道

雪印牛乳 1000ml 北海道

農協牛乳 1000ml 九州

純情大地牛乳 1000ml 九州

味わい北海道しぼり 1000ml 北海道

生乳しぼり１．０低脂肪牛乳 500ml 北海道

生乳しぼり１．０低脂肪牛乳 1000ml 北海道

北海道牛乳 200ml 全国 108 113 +4.6%

カフェオ・レ 200ml 全国 95 100 +5.3%

いちごオ・レ 200ml 全国 95 100 +5.3%

フルーツオ・レ 200ml 全国 95 100 +5.3%

ばななオ・レ 200ml 全国 95 100 +5.3%

ヨーグルメット 200ml 全国 95 100 +5.3%

サントリー 烏龍茶 250ml 全国 80 90 +12.5%

サントリー 伊右衛門 250ml 全国 80 90 +12.5%

サントリー なっちゃんりんご 250ml 全国 100 110 +10.0%

サントリー なっちゃんオレンジ 250ml 全国 100 110 +10.0%

サントリー ぶどうこんにゃく 250ml 全国 100 110 +10.0%

サントリー りんごこんにゃく 250ml 全国 100 110 +10.0%

ニチレイ アセロラドリンク 200ml 全国 100 110 +10.0%

牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て 70g×3 全国 175 185 +5.7%

牧場の朝ヨーグルト いちご 70g×3 全国 175 185 +5.7%

牧場の朝ヨーグルト ぶどう 70g×3 全国 175 185 +5.7%

ナチュレ 恵 megumi 400g 全国 250 260 +4.0%

ナチュレ 恵 megumi 脂肪ゼロ 400g 全国 250 260 +4.0%

ナチュレ 恵 megumi ブルーベリー＋いちご 70g×4 全国 235 245 +4.3%

ナチュレ 恵 megumi アロエ ２つのおいしさ 70g×4 全国 235 245 +4.3%

ナチュレ 恵 megumi ７種の果実 フルーツミックス＋ベリーミックス 70g×4 全国 235 245 +4.3%

ナチュレ 恵 megumi 白桃＋ゴールドキウイ 70g×4 全国 235 245 +4.3%

恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト 70g×3 全国 220 230 +4.5%

プルーンＦｅ 1日分の鉄分 のむヨーグルト 190g 全国 110 115 +4.5%

プルーンＦｅ 1日分の鉄分 のむヨーグルト 糖質・カロリーオフ® 190g 全国 110 115 +4.5%

毎日骨太MBP® 1日分のカルシウム のむヨーグルト 190g 全国 110 115 +4.5%

なめらかプリン 70g×3 全国 160 170 +6.3%

そのまま味わうコーヒーゼリー 70g×3 関東除く全国 160 170 +6.3%

フルーティーりんごゼリー 70g×3 全国 160 170 +6.3%

ジューシーぶどうゼリー 70g×3 全国 160 170 +6.3%

アジア茶房 杏仁豆腐 140g 全国 140 150 +7.1%

アジア茶房 マンゴープリン 140g 全国 140 150 +7.1%

アジア茶房 黒ごまプリン 140g 全国 140 150 +7.1%

（※）サントリー紙パック商品（ニチレイアセロラドリンク含む）は弊社が仕入・販売しております。

部門 商品名 内容量 発売地域
希望小売価格（円，税別）

現行 改定後 改定率

希望小売価格を
設定しておりません

(参考)
メーカー
出荷価格
改定率
＋5.8%

～＋9.6%

牛乳類

清涼飲料
（※）

ヨーグルト

デザート



（別紙）　価格改定　対象商品一覧表

２.  宅配用商品

部門 商品名 内容量 発売地域 改定率

おいしい雪印メグミルク牛乳　 180ml 全国

厳選牛乳 180ml 関東

厳選牛乳 1000ml 東北・関東

牧場の朝牛乳 1000ml 北海道

牛乳屋さんの３．７牛乳 1000ml 関西

おいしいミルク 180ml 東北・関東・関西

MBP® カルパワー 180ml 全国

グルコサミンパワー 100ml 全国

グルコサミンパワー せんいプラス 100ml 全国

記憶ケア βラクトリン 宅配専用 100ml 全国

ルテイン＆ＧＡＢＡ　３つのチカラ 100ml 全国

特濃 180ml 北海道除く全国

雪印コーヒー 180ml 全国

雪印フルーツ 180ml 全国

雪印いちご 180ml 九州除く全国

壮快黒酢 125ml 全国

まいにち続ける飲む大豆 200ml 全国

MBP® カルパワーヨーグルト 80g 全国

恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト 宅配専用 70g 全国

恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ 宅配専用 100g 全国

恵 megumi おなかに直行便ヨーグルト 70g 全国

のむヨーグルト ビフィズス菌入り 110ml 関東除く全国

※業務用商品につきましては非公開です。

希望小売価格（円，税別）

希望小売価格を
設定しておりません

(参考)
メーカー
出荷価格
改定率
＋5.3%

～＋8.3%

清涼飲料

ヨーグルト

牛乳類

乳飲料




