
月 旬 公表日

上旬 16,269 トン 620,931 トン 令和４年４月15日

４月 中旬 27,733 トン 609,467 トン 令和４年４月27日

下旬 33,718 トン 603,482 トン 令和４年５月11日

上旬 41,129 トン 596,071 トン 令和４年５月17日

５月 中旬 52,301 トン 584,899 トン 令和４年５月27日

下旬 61,333 トン 575,867 トン 令和４年６月７日

上旬 76,201 トン 560,999 トン 令和４年６月17日

６月 中旬 84,394 トン 552,806 トン 令和４年６月27日

下旬 94,198 トン 543,002 トン 令和４年７月７日

上旬 105,132 トン 532,068 トン 令和４年７月15日

７月 中旬 114,724 トン 522,476 トン 令和４年７月27日

下旬 125,773 トン 511,427 トン 令和４年８月５日

上旬 135,030 トン 502,170 トン 令和４年８月18日

８月 中旬 146,963 トン 490,237 トン 令和４年８月26日

下旬 155,242 トン 481,958 トン 令和４年９月７日

上旬 170,820 トン 466,380 トン 令和４年９月16日

９月 中旬 178,093 トン 459,107 トン 令和４年９月28日

下旬 185,789 トン 451,411 トン 令和４年10月７日

上旬 193,694 トン 443,506 トン 令和４年10月17日

10月 中旬 203,411 トン 433,789 トン 令和４年10月27日

下旬 211,419 トン 425,781 トン 令和４年11月８日

上旬 220,401 トン 416,799 トン 令和４年11月17日

11月 中旬 225,437 トン 411,763 トン 令和４年11月28日

下旬 - -

上旬 - -

12月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

１月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

２月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

３月 中旬 - -

下旬 - -

【備考】 ・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

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４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４年度における輸入基準数量：637,200トン

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４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



月 旬 公表日

上旬 686 トン 45,925 トン 令和４年４月15日

４月 中旬 1,011 トン 45,600 トン 令和４年４月27日

下旬 1,437 トン 45,174 トン 令和４年５月11日

上旬 1,703 トン 44,908 トン 令和４年５月17日

５月 中旬 2,064 トン 44,547 トン 令和４年５月27日

下旬 2,134 トン 44,477 トン 令和４年６月７日

上旬 2,630 トン 43,981 トン 令和４年６月17日

６月 中旬 2,759 トン 43,852 トン 令和４年６月27日

下旬 3,057 トン 43,554 トン 令和４年７月７日

上旬 3,483 トン 43,128 トン 令和４年７月15日

７月 中旬 3,740 トン 42,871 トン 令和４年７月27日

下旬 4,102 トン 42,509 トン 令和４年８月５日

上旬 4,458 トン 42,153 トン 令和４年８月18日

８月 中旬 5,096 トン 41,515 トン 令和４年８月26日

下旬 5,190 トン 41,421 トン 令和４年９月７日

上旬 5,748 トン 40,863 トン 令和４年９月16日

９月 中旬 6,094 トン 40,517 トン 令和４年９月28日

下旬 6,303 トン 40,308 トン 令和４年10月７日

上旬 6,552 トン 40,059 トン 令和４年10月17日

10月 中旬 6,855 トン 39,756 トン 令和４年10月27日

下旬 7,099 トン 39,512 トン 令和４年11月８日

上旬 7,347 トン 39,264 トン 令和４年11月17日

11月 中旬 7,359 トン 39,252 トン 令和４年11月28日

下旬 - -

上旬 - -

12月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

１月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

２月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

３月 中旬 - -

下旬 - -

【備考】 ・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４年４月１日から各旬末日までの輸入数量。

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４年度における輸入基準数量：46,611トン



月 旬 公表日

上旬 11,664 トン 240,016 トン 令和４年４月15日

４月 中旬 18,754 トン 232,926 トン 令和４年４月27日

下旬 25,329 トン 226,351 トン 令和４年５月11日

上旬 29,398 トン 222,282 トン 令和４年５月17日

５月 中旬 37,297 トン 214,383 トン 令和４年５月27日

下旬 41,786 トン 209,894 トン 令和４年６月７日

上旬 51,015 トン 200,665 トン 令和４年６月17日

６月 中旬 57,974 トン 193,706 トン 令和４年６月27日

下旬 64,865 トン 186,815 トン 令和４年７月７日

上旬 70,303 トン 181,377 トン 令和４年７月15日

７月 中旬 76,489 トン 175,191 トン 令和４年７月27日

下旬 83,594 トン 168,086 トン 令和４年８月５日

上旬 90,250 トン 161,430 トン 令和４年８月18日

８月 中旬 98,909 トン 152,771 トン 令和４年８月26日

下旬 106,008 トン 145,672 トン 令和４年９月７日

上旬 114,525 トン 137,155 トン 令和４年９月16日

９月 中旬 120,714 トン 130,966 トン 令和４年９月28日

下旬 125,918 トン 125,762 トン 令和４年10月７日

上旬 133,248 トン 118,432 トン 令和４年10月17日

10月 中旬 140,523 トン 111,157 トン 令和４年10月27日

下旬 147,784 トン 103,896 トン 令和４年11月８日

上旬 154,503 トン 97,177 トン 令和４年11月17日

11月 中旬 157,691 トン 93,989 トン 令和４年11月28日

下旬 - -

上旬 - -

12月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

１月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

２月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

３月 中旬 - -

下旬 - -

【備考】

・累計輸入数量は令和４年４月１日から各旬末日までの輸入数量。

○アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量

　令和４年度における輸入基準数量：251,680トン

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。



月 旬 公表日

上旬 770 トン 45,841 トン 令和４年４月15日

４月 中旬 1,298 トン 45,313 トン 令和４年４月27日

下旬 1,796 トン 44,815 トン 令和４年５月11日

上旬 2,243 トン 44,368 トン 令和４年５月17日

５月 中旬 2,681 トン 43,930 トン 令和４年５月27日

下旬 2,922 トン 43,689 トン 令和４年６月７日

上旬 3,473 トン 43,138 トン 令和４年６月17日

６月 中旬 3,699 トン 42,912 トン 令和４年６月27日

下旬 4,045 トン 42,566 トン 令和４年７月７日

上旬 4,591 トン 42,020 トン 令和４年７月15日

７月 中旬 5,016 トン 41,595 トン 令和４年７月27日

下旬 5,468 トン 41,143 トン 令和４年８月５日

上旬 5,903 トン 40,708 トン 令和４年８月18日

８月 中旬 6,631 トン 39,980 トン 令和４年８月26日

下旬 6,789 トン 39,822 トン 令和４年９月７日

上旬 7,356 トン 39,255 トン 令和４年９月16日

９月 中旬 7,805 トン 38,806 トン 令和４年９月28日

下旬 8,061 トン 38,550 トン 令和４年10月７日

上旬 8,334 トン 38,277 トン 令和４年10月17日

10月 中旬 8,776 トン 37,835 トン 令和４年10月27日

下旬 9,026 トン 37,585 トン 令和４年11月８日

上旬 9,298 トン 37,313 トン 令和４年11月17日

11月 中旬 9,310 トン 37,301 トン 令和４年11月28日

下旬 - -

上旬 - -

12月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

１月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

２月 中旬 - -

下旬 - -

上旬 - -

３月 中旬 - -

下旬 - -

【備考】

・累計輸入数量は令和４年４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。

○英国協定適用牛肉の輸入数量

　令和４年度における輸入基準数量：46,611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 輸入基準数量との差分


