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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申請について 

 

 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日から適用される加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴う当社製品の小売定価の改定について、別紙の

内容をもって本日財務大臣に対し認可申請を行いましたので、お知らせいたします。 

  

 今回小売定価改定の申請を行ったのは、加熱式たばこ製品 34 銘柄で、この申請が認可されれば、小売定価

の改定は本年 10月１日より実施する予定です。 

  

 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。 

 

 

■代表的な銘柄の現行及び改定後（予定）の定価 

 

銘柄 現行定価 改定後定価（予定） 

「ﾈｵ」 560 円 580 円 

「ﾈｵ」（glo hyper 用） 540 円 560 円 

「ｸｰﾙ･ｴｯｸｽ･ﾈｵ」 520 円 540 円 

「ｹﾝﾄ・ﾈｵｽﾃｨｯｸ」 500 円 520 円 

 

※ 個別銘柄の小売定価改定額については、別紙「現行小売定価及び改定後小売定価一覧」をご参照ください。 

※ 以下の 11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。 

ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾀﾊﾞｺ･glo hyper用（500円）/ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper用（500円）/ 

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（500円）/ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾘｯﾁ･ﾀﾊﾞｺ･glo hyper用（500円）/ 

ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾘｯﾁ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper用（500円）/ ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾘｯﾁ･ｸﾘｱ･glo hyper用（500円）/ 

ｹﾝﾄ･ﾈｵｽﾃｨｯｸ･ﾄｩﾙｰ･ﾘｯﾁ･ｸﾞﾘｰﾝ･glo hyper用（500円）/ 

ﾗｯｷｰ･ｽﾄﾗｲｸ･ﾀﾞｰｸ･ﾀﾊﾞｺ･12本･glo hyper用（290円）/ ﾗｯｷｰ･ｽﾄﾗｲｸ･ﾘｯﾁ･ﾀﾊﾞｺ･12本･glo hyper用（290円）/ 

ﾗｯｷｰ･ｽﾄﾗｲｸ･ﾒﾝｿｰﾙ･12本･glo hyper用（300円）/ ﾗｯｷｰ･ｽﾄﾗｲｸ･ﾍﾞﾘｰ･ﾒﾝｿｰﾙ･12本･glo hyper用（300円） 

 

以 上 



（別紙） 

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 

 

現行小売定価及び改定後小売定価一覧 

 

実施日：２０２２年１０月１日（予定） 

NO 区分 銘柄名 現定価 
改定後定価 

（予定） 
本数 

1 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 \500 \520 20 本 

2 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 \500 \520 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･J（注） \500 \520 20 本 

4 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 \500 \520 20 本 

5 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 \500 \520 20 本 

6 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 \500 \520 20 本 

7 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 \500 \520 20 本 

8 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 \500 \520 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･J \500 \520 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･J（注） \500 \520 20 本 

11 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾘｰﾐｰ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J（注） \560 \580 20 本 

12 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾞｰｸ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J（注） \560 \580 20 本 

13 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾌﾟﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･J \560 \580 20 本 

14 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（注） \560 \580 20 本 

15 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（注） \560 \580 20 本 

16 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（注） \560 \580 20 本 

17 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾃﾗｺｯﾀ･ﾀﾊﾞｺ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

18 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾘｰｽﾞ･ﾒﾝｿｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

19 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ･ﾍﾞﾘｰ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

20 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾚｽｺ･ﾒﾝｿｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

21 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾄﾛﾋﾟｶﾙ･ｽﾜｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

22 加熱式たばこ ｸｰﾙ･ｴｯｸｽ･ﾈｵ･ﾏｯｸｽ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper 用 \520 \540 20 本 

23 加熱式たばこ ｸｰﾙ･ｴｯｸｽ･ﾈｵ･ﾌﾚｯｼｭ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper 用 \520 \540 20 本 

24 加熱式たばこ ｸｰﾙ･ｴｯｸｽ･ﾈｵ･ﾓﾋｰﾄ･ﾍﾞﾘｰ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper 用 \520 \540 20 本 

25 加熱式たばこ ｸｰﾙ･ｴｯｸｽ･ﾈｵ･ﾍﾞﾘｰ･ﾍﾞﾘｰ･ﾒﾝｿｰﾙ･glo hyper 用 \520 \540 20 本 

26 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾀﾊﾞｺ･ｵｰｸ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用  \540 \560 20 本 

27 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾛｰﾚｾﾝﾄ･ｼﾄﾗｽ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 （注） \540 \560 20 本 

28 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ･ﾍﾞﾘｰ･ﾐｯｸｽ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

29 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾒﾛﾝ･ｼﾄﾘｯｸ･ﾐｯｸｽ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \540 \560 20 本 

30 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾀﾊﾞｺ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \440 \460 20 本 

31 加熱式たばこ ﾈｵ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾐﾝﾄ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \440 \460 20 本 

32 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾊﾟｰﾌﾟﾙ･ﾍﾞﾘｰ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用 \440 \460 20 本 

33 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾒﾝｿｰﾙ･ﾌﾙｰﾂ･ﾐｯｸｽ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（注） \440 \460 20 本 

34 加熱式たばこ ﾈｵ･ﾜｲﾙﾄﾞ･ﾒﾝｿｰﾙ･ｽﾃｨｯｸ･glo hyper 用（注） \540 \560 20 本 

(注) 販売終了銘柄です。 

以上 

 

 

 

お問い合わせ先 

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン  広報・渉外 後藤 

TEL：070-7427-6923  MAIL：ML-batjapan_comms-JP@bat.com 


