
８　酒　　　税

統計表を見る方のために
For the people who use the statistical tables

１　利用上の注意

２　酒税の概要

     各酒類の税率（１㎘当たり従量税率）は、次表のとおりである。

（平成18年５月１日～）
Since May 1, 2006

2  Outline of liquor tax

    　Alcoholic beverages are defined as beverages containing no less than 1% alcohol (excluding alcohol applied under the Alcohol Business Law), and divided into four categories

    and 17 items.

    　Alcoholic beverage categories are (1) Effervescent alcoholic beverages (beer, sparkling liquor and other effervescent alcoholic beverages); (2) brewed alcoholic beverages

    (sake, fruit wine, other brewed liquor); (3) distilled alcoholic beverages (continuous distillation Japanese spirits (shochu ), simple system distillation Japanese spirits

    (shochu), alcohol for material, whiskey, brandy, spirits); and (4) mixed alcoholic beverages (Sake  compound, Mirin , sweet fruit wine, liqueur, powder liquor,  miscellaneous

    liquor).

    　The rates of taxation applied to each type of alcoholic beverage (specific duty per 1 kiloliter) is summarized on the following chart.

８　酒　　税
　　　　　Liquor Tax

　   この章は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成30年４月30日までの申告又は
   処理による課税事績を示したものである。

　   酒類とは、アルコール分１度以上を含んでいる飲料（アルコール事業法の適用を受けるアルコールを除く。）で、その製法や性状によ
　 り４種類、17品目に分類している。

     酒類の分類は、①発泡性酒類（ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類）、②醸造酒類（清酒、果実酒、その他の醸造酒）、③蒸留酒類
   （連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、原料用アルコール、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ）、④混成酒類（合成清酒、みりん、甘味
　 果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒）である。

1  Notes on use

    　This section shows the statistics of taxation on alcoholic beverages shipped from manufacturing factories between April 1, 2017 and March 31, 2018 according to returns

    filed or cases processed made by April 30, 2018.

酒類の分類
Alcoholic beverage classification

ア ル コ ー ル 分 等
alcohol content, etc.

１　㎘　当　た　り　税　率
Taxation rate per 1 kiloliter

 ○　発泡性酒類 Effervescent alcoholic beverages (基本税率)(Basic taxation rate)

          220,000 円 220,000 yen

ビール
Beer

- 　　  　　220,000 円 220,000 yen

発泡酒
Sparkling liquor

麦芽50％以上
又はアルコール分10度以上

50% ≦ Malt proportion

　　  　　220,000 円 220,000 yen

麦芽25％以上50％未満のもの
(アルコール分10度未満）

25% ≦ Malt proportion < 50%

　　  　　178,125 円 178,125 yen

麦芽25％未満のもの
(アルコール分10度未満）

 Malt proportion < 25%

          134,250 円 134,250 yen

（その他の発泡性酒類）
Other effervescent alcoholic beverages

上記以外の酒類のうち、アルコール
分が10度未満で発泡性を有するもの

Other effervescent alcoholic beverages

 with alcohol content under 10%

           80,000 円 80,000 yen

 ○　醸造酒類　　　brewed alcoholic beverages (基本税率)(Basic taxation rate)

          140,000 円 140,000 yen

清　　　　酒
Sake

- 　　      120,000 円 120,000 yen

果実酒
Fruit wine

-            80,000 円 80,000 yen

その他の醸造酒
Other brewed liquors

-           140,000 円 140,000 yen

 ○　蒸留酒類　　distilled alcoholic beverages

　　　　　　　　　　　　　　　   21度以上 21% or above

　　　　　　　　　　　　　　　　 21度未満 Under 21%

(基本税率)(Basic taxation rate)

          200,000 円に20度を超える

          １度ごとに10,000円加算

          200,000 円

10,000 yen added to 200,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 20%.

200,000 yen

連続式蒸留焼酎
Continuous distillation Japanese spirits (shochu )

　　　  　21度以上 21% or above

          21度未満 Under 21%

          200,000 円に20度を超える

          １度ごとに10,000円加算

          200,000 円

10,000 yen added to 200,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 20%.

200,000 yen

単式蒸留焼酎
Simple system distillation

Japanese spirits (shochu )

原料用アルコール
Alcohol for material

ウイスキー
Whisky 　　　    37度以上 37% or above

          37度未満 Under 37%

          370,000 円に37度を超える

          １度ごとに10,000円加算

                 370,000 円

10,000 yen added to 370,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 37%.

370,000 yen

ブランデー
Brandy

スピリッツ
Spirits

 ○　混成酒類　　mixed alcoholic beverages

　　　　　　　　　　　　　　  　 　   21度以上 21% or above

　　　　　　　　　　　　　　　        21度未満  Under 21%

(基本税率)(Basic taxation rate)

          220,000 円に20度を超える

          １度ごとに11,000円加算

                  220,000 円

11,000 yen added to 220,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 20%.

220,000 yen

合成清酒
Sake  compound

-           100,000 円 100,000 yen

みりん
Mirin  (rice cooking wine)

-            20,000 円 20,000 yen

甘味果実酒
Sweet fruit wine

　　　  　13度以上 13% or above

          13度未満 Under 13%

          120,000 円に12度を超える

          １度ごとに10,000円加算

                  120,000 円

10,000 yen added to 120,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 12%.

120,000 yen
リキュール

Liqueur

粉末酒
Powder liquor

-           390,000 円 390,000 yen

雑酒
Miscellaneous liquor

 　  　みりん類似 Resembling sweet sake

　  　　  21度以上 21% or above

　　  　  21度未満  Under 21%

           20,000 円
          220,000 円に20度を超える

                 １度ごとに11,000円加算

                  220,000 円

20,000 yen

11,000 yen added to 220,000 yen (per kiloliter) for each

percentage point exceeding 20%.

220,000 yen
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