
月 旬 公表日

上旬 16,328 トン 597,272 トン 令和２年４月17日

４月 中旬 26,721 トン 586,879 トン 令和２年４月27日

下旬 35,327 トン 578,273 トン 令和２年５月12日

上旬 42,478 トン 571,122 トン 令和２年５月15日

５月 中旬 55,917 トン 557,683 トン 令和２年５月27日

下旬 65,843 トン 547,757 トン 令和２年６月５日

上旬 77,530 トン 536,070 トン 令和２年６月17日

６月 中旬 85,665 トン 527,935 トン 令和２年６月26日

下旬 95,741 トン 517,859 トン 令和２年７月７日

上旬 108,609 トン 504,991 トン 令和２年７月17日

７月 中旬 115,865 トン 497,735 トン 令和２年７月29日

下旬 124,670 トン 488,930 トン 令和２年８月７日

上旬 129,326 トン 484,274 トン 令和２年８月17日

８月 中旬 143,179 トン 470,421 トン 令和２年８月27日

下旬 150,704 トン 462,896 トン 令和２年９月７日

上旬 161,373 トン 452,227 トン 令和２年９月17日

９月 中旬 166,462 トン 447,138 トン 令和２年９月29日

下旬 173,973 トン 439,627 トン 令和２年10月７日

上旬 186,307 トン 427,293 トン 令和２年10月16日

10月 中旬 192,292 トン 421,308 トン 令和２年10月27日

下旬 202,232 トン 411,368 トン 令和２年11月９日

上旬 211,285 トン 402,315 トン 令和２年11月17日

11月 中旬 221,531 トン 392,069 トン 令和２年11月30日

下旬 228,491 トン 385,109 トン 令和２年12月７日

上旬 241,469 トン 372,131 トン 令和２年12月17日

12月 中旬 249,233 トン 364,367 トン 令和２年12月25日

下旬 256,841 トン 356,759 トン 令和３年１月８日

上旬 265,916 トン 347,684 トン 令和３年１月18日

１月 中旬 276,533 トン 337,067 トン 令和３年１月27日

下旬 282,261 トン 331,339 トン 令和３年２月５日

上旬 289,878 トン 323,722 トン 令和３年２月18日

２月 中旬 296,694 トン 316,906 トン 令和３年３月１日

下旬 302,317 トン 311,283 トン 令和３年３月５日

上旬 312,174 トン 301,426 トン 令和３年３月17日

３月 中旬 319,790 トン 293,810 トン 令和３年３月26日

下旬 328,045 トン 285,555 トン 令和３年４月７日

【備考】

累計輸入数量 輸入基準数量との差分

  第１の３の項に掲げる物品。

・累計輸入数量は令和２年４月１日から各旬末日までの輸入数量。

　輸入数量を含む。

・輸入数量にはオーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の

環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、欧州連合協定適用牛肉の輸入数量、
アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量並びに英国協定適用牛肉の輸入数量

　関税暫定措置法（昭和35年法律第36号）第７条の８第４項及び第５項の規定に基づき、令和２年度における環太平洋
包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、欧州連合協定適用牛肉の輸入数量、アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸
入数量並びに英国協定適用牛肉の輸入数量を下記のとおり公表する。

記

○環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量

　※令和２年度における輸入基準数量：613,600 トン

・環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉は関税暫定措置法施行令（昭和35年政令第69号）別表



月 旬 公表日

上旬 604 トン 44,452 トン 令和２年４月17日

４月 中旬 838 トン 44,218 トン 令和２年４月27日

下旬 1,065 トン 43,991 トン 令和２年５月12日

上旬 1,316 トン 43,740 トン 令和２年５月15日

５月 中旬 1,517 トン 43,539 トン 令和２年５月27日

下旬 1,756 トン 43,300 トン 令和２年６月５日

上旬 2,125 トン 42,931 トン 令和２年６月17日

６月 中旬 2,357 トン 42,699 トン 令和２年６月26日

下旬 2,749 トン 42,307 トン 令和２年７月７日

上旬 3,481 トン 41,575 トン 令和２年７月17日

７月 中旬 3,686 トン 41,370 トン 令和２年７月29日

下旬 3,824 トン 41,232 トン 令和２年８月７日

上旬 3,940 トン 41,116 トン 令和２年８月17日

８月 中旬 4,355 トン 40,701 トン 令和２年８月27日

下旬 4,440 トン 40,616 トン 令和２年９月７日

上旬 4,644 トン 40,412 トン 令和２年９月17日

９月 中旬 4,757 トン 40,299 トン 令和２年９月29日

下旬 4,831 トン 40,225 トン 令和２年10月７日

上旬 4,986 トン 40,070 トン 令和２年10月16日

10月 中旬 5,096 トン 39,960 トン 令和２年10月27日

下旬 5,391 トン 39,665 トン 令和２年11月９日

上旬 5,497 トン 39,559 トン 令和２年11月17日

11月 中旬 5,600 トン 39,456 トン 令和２年11月30日

下旬 5,705 トン 39,351 トン 令和２年12月７日

上旬 5,801 トン 39,255 トン 令和２年12月17日

12月 中旬 6,002 トン 39,054 トン 令和２年12月25日

下旬 4,523 トン 40,533 トン 令和３年１月８日
※

上旬 4,603 トン 40,453 トン 令和３年１月18日

１月 中旬 4,795 トン 40,261 トン 令和３年１月27日

下旬 5,263 トン 39,793 トン 令和３年２月５日

上旬 5,534 トン 39,522 トン 令和３年２月18日

２月 中旬 5,572 トン 39,484 トン 令和３年３月１日

下旬 5,620 トン 39,436 トン 令和３年３月５日

上旬 5,715 トン 39,341 トン 令和３年３月17日

３月 中旬 5,864 トン 39,192 トン 令和３年３月26日

下旬 5,927 トン 39,129 トン 令和３年４月７日

【備考】

累計輸入数量 輸入基準数量との差分

○欧州連合協定適用牛肉の輸入数量

　※令和２年度における輸入基準数量：45,056 トン

※  令和３年１月１日に包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド

・欧州連合協定適用牛肉は関税暫定措置法施行令別表第１の37の項に掲げる物品。

・累計輸入数量は令和２年４月１日から各旬末日までの輸入数量。

　 連合王国との間の協定が発効したことに伴い、令和３年１月８日公表以降の累計輸入数量に英国

　 からの輸入数量は含まれない。



月 旬 公表日

上旬 16,493 トン 225,507 トン 令和２年４月17日

４月 中旬 24,503 トン 217,497 トン 令和２年４月27日

下旬 32,521 トン 209,479 トン 令和２年５月12日

上旬 37,762 トン 204,238 トン 令和２年５月15日

５月 中旬 45,196 トン 196,804 トン 令和２年５月27日

下旬 51,172 トン 190,828 トン 令和２年６月５日

上旬 59,583 トン 182,417 トン 令和２年６月17日

６月 中旬 65,548 トン 176,452 トン 令和２年６月26日

下旬 70,842 トン 171,158 トン 令和２年７月７日

上旬 79,795 トン 162,205 トン 令和２年７月17日

７月 中旬 85,682 トン 156,318 トン 令和２年７月29日

下旬 93,255 トン 148,745 トン 令和２年８月７日

上旬 99,485 トン 142,515 トン 令和２年８月17日

８月 中旬 108,514 トン 133,486 トン 令和２年８月27日

下旬 113,589 トン 128,411 トン 令和２年９月７日

上旬 123,939 トン 118,061 トン 令和２年９月17日

９月 中旬 128,367 トン 113,633 トン 令和２年９月29日

下旬 133,945 トン 108,055 トン 令和２年10月７日

上旬 144,266 トン 97,734 トン 令和２年10月16日

10月 中旬 149,226 トン 92,774 トン 令和２年10月27日

下旬 155,880 トン 86,120 トン 令和２年11月９日

上旬 162,663 トン 79,337 トン 令和２年11月17日

11月 中旬 171,813 トン 70,187 トン 令和２年11月30日

下旬 178,533 トン 63,467 トン 令和２年12月７日

上旬 185,765 トン 56,235 トン 令和２年12月17日

12月 中旬 192,562 トン 49,438 トン 令和２年12月25日

下旬 198,826 トン 43,174 トン 令和３年１月８日

上旬 203,721 トン 38,279 トン 令和３年１月18日

１月 中旬 210,765 トン 31,235 トン 令和３年１月27日

下旬 216,393 トン 25,607 トン 令和３年２月５日

上旬 222,966 トン 19,034 トン 令和３年２月18日

２月 中旬 227,310 トン 14,690 トン 令和３年３月１日

下旬 233,112 トン 8,888 トン 令和３年３月５日

上旬 242,229 トン 超過済 令和３年３月17日

３月 中旬 247,044 トン 超過済 令和３年３月26日
※１

下旬 247,764 トン 超過済 令和３年４月７日
※２

【備考】

累計輸入数量 輸入基準数量との差分

○アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量

　※令和２年度における輸入基準数量：242,000 トン

・アメリカ合衆国協定適用牛肉は関税暫定措置法施行令別表第１の44の項に掲げる物品。

・累計輸入数量は令和２年４月１日から各旬末日までの輸入数量。

※１ 普通貿易統計の計上方法に準じて計上した３月中旬におけるアメリカ合衆国を原産地とする牛肉

　　 （アメリカ合衆国協定適用牛肉を含む）の輸入数量は5,291トン。

※２ 普通貿易統計の計上方法に準じて計上した３月下旬におけるアメリカ合衆国を原産地とする牛肉

　　 （アメリカ合衆国協定適用牛肉を含む）の輸入数量は5,531トン。



月 旬 公表日

上旬 80 トン 11,184 トン 令和３年１月18日

１月 中旬 296 トン 10,968 トン 令和３年１月27日

下旬 777 トン 10,487 トン 令和３年２月５日

上旬 1,048 トン 10,216 トン 令和３年２月18日

２月 中旬 1,144 トン 10,120 トン 令和３年３月１日

下旬 1,193 トン 10,071 トン 令和３年３月５日

上旬 1,287 トン 9,977 トン 令和３年３月17日

３月 中旬 1,437 トン 9,827 トン 令和３年３月26日

下旬 1,499 トン 9,765 トン 令和３年４月７日

【備考】

○英国協定適用牛肉の輸入数量

　※令和２年度における輸入基準数量：11,264トン

・英国協定適用牛肉は関税暫定措置法施行令別表第１の51の項に掲げる物品。

・累計輸入数量は令和３年１月１日から各旬末日までの輸入数量。

・輸入数量には欧州連合協定適用牛肉の輸入数量を含む。

累計輸入数量 輸入基準数量との差分


