
輸入バターの最終需要者までの流通販売計画の実施状況(令和元年9月末時点)

１　28年度入札分（29年1月～3月分） （単位：トン）

自社使用 平成29年5月 ～ 平成30年8月 730.4 730.4

乳業・ｱｲｽｸﾘｰﾑ 平成29年5月 ～ 平成30年11月 469.3 469.3

はっ酵乳・乳酸菌飲料 平成30年1月 ～ 平成30年7月 50.0 50.0

加工油脂 平成29年7月 ～ 平成30年5月 197.8 197.8

製パン 平成29年7月 ～ 平成30年9月 196.9 196.9

製菓 平成29年6月 ～ 平成30年11月 649.5 649.5

飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

調理食品 平成29年7月 ～ 平成30年7月 157.0 157.0

外食・ホテル 平成29年5月 ～ 平成30年9月 122.0 122.0

小売 平成29年10月 ～ 平成30年5月 43.5 43.5

合計 2,616.4 2,616.4

２　29年度入札分（29年4月～30年3月分）　 （単位：トン）

自社使用 平成29年8月 ～ 令和1年7月 3,522.7 3,522.7

乳業・ｱｲｽｸﾘｰﾑ 平成29年11月 ～ 令和1年10月 2,022.5 2,022.5

はっ酵乳・乳酸菌飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

加工油脂 平成29年11月 ～ 令和1年8月 1,923.4 1,923.4

製パン 平成29年10月 ～ 令和1年8月 2,015.6 2,015.6

製菓 平成29年9月 ～ 令和1年10月 4,064.9 4,064.9

飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

調理食品 平成29年12月 ～ 令和1年8月 252.6 252.6

外食・ホテル 平成30年2月 ～ 令和1年8月 225.1 225.1

小売 平成30年2月 ～ 平成31年3月 95.7 95.7

合計 14,122.6 14,122.6
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注１：計画数量は、平成29年１月～29年3月の間に落札されたバターについて、令和元年

9月末時点の流通販売計画を取りまとめたものです。

２：実施数量は、流通販売計画のうち、令和元年9月末時点の実施状況（最終需要者

までの販売実績数量）を取りまとめたものです。

３：表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合があります。

注１：計画数量は、平成29年４月～30年3月の間に落札されたバターについて令和元年

9月末時点の流通販売計画を取りまとめたものです。

２：実施数量は、流通販売計画のうち、令和元年9月末時点の実施状況（最終需要者

までの販売実績数量）を取りまとめたものです。

３：表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合があります。



３　 　 （単位：トン）

自社使用 平成30年5月 ～ 令和2年3月 3,247.3 1,572.9

乳業・ｱｲｽｸﾘｰﾑ 平成30年4月 ～ 令和1年12月 2,454.0 2,227.8

はっ酵乳・乳酸菌飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

加工油脂 平成30年8月 ～ 令和2年9月 2,926.4 2,341.5

製パン 平成30年3月 ～ 令和2年1月 2,169.6 1,715.3

製菓 平成30年5月 ～ 令和2年9月 6,044.7 4,755.1

飲料 令和1年9月 ～ 令和2年2月 24.9 0.0

調理食品 平成30年5月 ～ 令和2年1月 268.4 231.0

外食・ホテル 平成30年5月 ～ 令和2年1月 304.1 243.9

小売 平成30年8月 ～ 令和2年1月 400.4 336.3

合計 17,839.8 13,423.8

４　　令和元年度入札分（平成31年4月～令和元年度9月分）　 （単位：トン）

自社使用 平成31年4月 ～ 令和2年2月 416.0 75.8

乳業・ｱｲｽｸﾘｰﾑ 令和1年5月 ～ 令和2年3月 552.5 320.8

はっ酵乳・乳酸菌飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

加工油脂 令和1年5月 ～ 令和2年8月 773.8 384.7

製パン 令和1年5月 ～ 令和2年12月 1,061.6 540.7

製菓 令和1年5月 ～ 令和2年8月 1,929.0 906.0

飲料 ― ～ ― 0.0 0.0

調理食品 令和1年6月 ～ 令和1年12月 26.7 16.7

外食・ホテル 令和1年11月 ～ 令和2年2月 9.4 0.0

小売 令和1年11月 ～ 令和2年2月 60.0 50.0

合計 4,829.0 2,294.7

30年度入札分（30年4月～31年3月）
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注１：計画数量は、平成31年4月～令和元年9月の間に落札されたバターについて、令和元

年9月末時点の流通販売計画を取りまとめたものです。

２：実施数量は、流通販売計画のうち、令和元年9月末時点の実施状況（最終需要者

までの販売実績数量）を取りまとめたものです。

３：表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合があります。

注１：計画数量は、平成30年4月～31年3月の間に落札されたバターについて、令和元年

9月末時点の流通販売計画を取りまとめたものです。

２：実施数量は、流通販売計画のうち、令和元年9月末時点の実施状況（最終需要者

までの販売実績数量）を取りまとめたものです。

３：表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合があります。
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