
犬・猫などペットの輸出入について 

                 
 

 

 

畜産物の輸出入について 

                  
                           



 

 

 

 

 

 

所    名 輸入空海港 電  話 FAX 電子メール 

北海道・東北支所 
苫 小 牧 港 、  

新千歳空港 
0123-24-6080 0123-24-6091 aqs.spk@maff.go.jp 

成田支所 

犬・猫輸出入手続窓口 
成田国際空港 0476-32-6664 0476-34-4261 

aqs.nrtr1@maff.go.jp 

（第１ターミナル利用） 

aqs.nrtr2@maff.go.jp 

（第２ターミナル利用） 

aqs.nrtcargo@maff.go.jp 

（貨物利用） 

成田支所旅具検疫第１課 

（第１ターミナルビル内） 
成田国際空港 0476-32-6510 0476-30-3011 aqs.nrtr1@maff.go.jp 

成田支所旅具検疫第２課 

（第２ターミナルビル内） 
成田国際空港 0476-34-2342 0476-34-2338 aqs.nrtr2@maff.go.jp 

成田支所貨物検査課 成田国際空港 0476-32-6655 0476-30-3012 aqs.nrtcargo@maff.go.jp 

羽田空港支所検疫第１課 

（第３ターミナルビル内） 
東京国際空港 03-5757-9753 03-5757-9759 aqs.hnd@maff.go.jp 

      検疫第２課 

(犬・猫輸出入手続窓口)  
東京国際空港 03-5757-9752 03-5757-9759 aqs.hnd@maff.go.jp 

（貨物合同庁舎） 東京国際空港 03-5757-9755 03-5757-9760 aqs.hndcargo@maff.go.jp 

横浜本所（動物検疫課） 京浜港 045-751-5973 045-751-5951 aqs.yokdobutu@maff.go.jp 

中部空港支所 中部国際空港 0569-38-8577 0569-38-8585 aqs.nga@maff.go.jp 

名古屋出張所 名古屋港 052-651-0334 052-661-0203 aqs.ngo@maff.go.jp 

関西空港支所 

（犬・猫輸出入手続） 
関西国際空港 

072-455-1956 
072-455-1957 aqs.kixk1@maff.go.jp 

（犬・猫以外） 072-455-1986 

（貨物事務所） 072-455-1958 072-455-1959 aqs.kixcargo@maff.go.jp 

神戸支所 阪神港（兵庫） 078-222-8990 078-222-8993 aqs.ukb@maff.go.jp 

大阪出張所 阪神港（大阪） 06-6575-3466 06-6575-0977 aqs.osa@maff.go.jp 

門司支所 
関門港、 

北九州空港 
093-321-1116 093-332-5858 aqs.moj@maff.go.jp 

主要な空海港を管轄する動物検疫所一覧（犬・猫） 

出発・到着予定の空港や港を管轄する動物検疫所にお問い合わせください。 

※電子メールで連絡をとる予定の方へ 

電子メールに添付するファイルは合計で 5MBを超えないようにしてください。5MBを超える場合、分割して送信してください。 

システムの仕様上、メール自体を受信できないことがあります。 
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博多出張所 博多港 092-262-5285 092-262-5283 aqs.hkt@maff.go.jp 

福岡空港出張所 福岡空港 092-477-0080 092-477-7580 aqs.fuk@maff.go.jp 

鹿児島空港出張所 
鹿児島空港、 

鹿児島港 
0995-43-9061 0995-43-9066 aqs.kop@maff.go.jp 

沖縄支所 那覇港 098-861-4370 098-862-0093 aqs.nah@maff.go.jp 

那覇空港出張所 那覇空港 098-857-4468 098-859-1646 aqs.nap@maff.go.jp 
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所    名 空港 港 電  話 電子メール 

北海道・東北支所 

新千歳空港、 

帯広空港、旭川空港、

釧路空港 

稚内港、苫小牧港、 

室蘭港、釧路港、 

小樽港、石狩湾港 

0123-24-6080 aqs.spk@maff.go.jp 

函館空港出張所 函館空港、青森空港 函館港、八戸港 0138-84-5415 aqs.hkd@maff.go.jp 

仙台空港出張所 

秋田空港、仙台空港、

山形空港、福島空港、

花巻空港 

石巻港、仙台塩釜港、

秋田港、秋田船川港、

小名浜港、釜石港 

022-383-2302 aqs.sdj@maff.go.jp 

成田支所貨物検査課 

成田国際空港、 

百里飛行場 

（茨城空港） 

鹿島港、常陸那珂港 0476-32-6655 aqs.nrtcargo@maff.go.jp 

羽田空港支所 

（貨物合同庁舎） 

東京国際空港 

（羽田空港） 
 03-5757-9755 aqs.hndcargo@maff.go.jp 

東京出張所  京浜港（東京港区） 03-3529-3021 aqs.tyo@maff.go.jp 

千葉分室  千葉港 047-432-7241 aqs.chb@maff.go.jp 

横浜本所 

（畜産物検疫課） 
 

京浜港（横浜港区、 

川崎港区） 
045-201-9478 aqs.yokchiku@maff.go.jp 

川崎出張所  京浜港（川崎港区） 044-287-7412 aqs.kws@maff.go.jp 

新潟空港出張所 庄内空港、新潟空港 
酒田港、新潟港、 

直江津港 
025-275-4565 aqs.nii@maff.go.jp 

静岡出張所 静岡空港  清水港 

054-353-5086 

(清水港事務所) 

0548-29-2440 

(静岡空港事務所) 

aqs.smz@maff.go.jp 

中部空港支所 中部国際空港 三河港 0569-38-8579 aqs.nga@maff.go.jp 

名古屋出張所 名古屋飛行場 名古屋港 052-651-0334 aqs.ngo@maff.go.jp 

四日市分室  四日市港 0593-52-6918 aqs.ngo@maff.go.jp 

小松出張所 
小松飛行場、 

富山空港 
伏木富山港、金沢港 0761-24-1407 aqs.kmq@maff.go.jp 

主要な空海港を管轄する動物検疫所一覧（畜産物） 

輸出入検疫を受ける空港や港を管轄する動物検疫所にお問い合わせください。 
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関西空港支所 

（貨物事務所） 

関西国際空港、 

大阪国際空港 
和歌山下津港 072-455-1958 aqs.kixcargo@maff.go.jp 

神戸支所 神戸空港 

阪神港（神戸港区 ・

尼崎西宮芦屋港区）、

姫路港、舞鶴港 

078-222-8990 aqs.ukb@maff.go.jp 

大阪出張所  阪神港（大阪） 06-6575-3466 aqs.osa@maff.go.jp 

米子空港出張所 

米子空港（美保飛行

場）、鳥取空港、 

出雲空港 

境港 、浜田港 0859-45-3800 aqs.yng@maff.go.jp 

岡山空港出張所 岡山空港 水島港 086-294-4737 aqs.okj@maff.go.jp 

広島空港出張所 広島空港 広島港、福山港 0848-86-8118 aqs.hit@maff.go.jp 

四国出張所 

徳島飛行場 、 

高知空港、高松空港、

松山空港 

徳島小松島港、 

高知港、高松港、 

松山港、今治港、 

三島川之江港 

0885-32-2422  

(小松島港事務所) 

087-879-4654 

(高松空港事務所) 

aqs.tak@maff.go.jp 

門司支所 

山口宇部空港、 

北九州空港、 

大分空港 

関門港、大分港 093-321-1116 aqs.moj@maff.go.jp 

博多出張所  
博多港、唐津港、 

比田勝港、厳原港   
092-262-5285 aqs.hkt@maff.go.jp 

福岡空港出張所 
福岡空港、熊本空港、

佐賀空港 
八代港、熊本港 092-477-0080 aqs.fuk@maff.go.jp 

長崎空港出張所 長崎空港 長崎港、伊万里港 0957-54-4505 aqs.ngs@maff.go.jp 

鹿児島空港出張所 
宮崎空港、 

鹿児島空港 

志布志港、鹿児島港、

細島港、川内港 
0995-43-9061 aqs.kop@maff.go.jp 

沖縄支所 新石垣空港 
那覇港、平良港 、 

石垣港 
098-861-4370 aqs.nah@maff.go.jp 

那覇空港出張所 那覇空港  098-857-4468 aqs.nap@maff.go.jp 
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