
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

動物の輸入届出 
 

 

動物検疫関連業務における、動物の輸入に関する届出について説明します。 
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2. 動物の輸入届出 

2.1 動物の輸入に関する届出事項を登録する 

動物の輸入に関する届出の内容を登録する方法について説明します。 

 

届出時の留意事項 

・動物の輸入に関する届出は、偶蹄類の動物及び馬は動物が輸入港に到着する予定の日の 120 日前か

ら 90 日前までの間に、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び、七面鳥並びにあひる、がち

ょう、その他のかも目の鳥類は 70 日前から 40 日前までの間に、指定動物（サル）は 70 日前から 40

日前までの間に届け出ることが義務づけられています。この届出期間を過ぎた後に届け出る場合に

は、事前に動物検疫所へ連絡し、「緊急輸入願」を提出してください。 

・届出期間よりも早い時期に「届出」はできません。この場合は、「届出事項」をシステムに登録の上

「保存」し、届出期間に入った後に「届出」てください。 

・届出事項の登録は、5 画面リファレンス「5.2 輸入動物事前届出事項登録」の「入力項目」をご参

照ください。 

・「仕向先が複数ある場合」は、仕向先一覧を必ず添付してください。 

 

 

 

・輸入動物の事前届出は、既存の情報を再利用することで入力の手間を省くことができます。詳細に

ついては、「2.2 キ 情報を再利用して新規の届出をする」を参照してください。 

 

なお、本手順で使用する画面、帳票は以下となります。 

 

画面名・帳票名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 5.1 ク 

動物輸入事前届出事項登録画面（入力） 5.2 ア 

動物輸入事前届出事項登録画面（保存の確認登録） 5.2 イ 

動物輸入事前届出事項登録画面（保存の完了） 5.2 エ 

動物輸入事前届出事項登録画面（届出の確認登録） 5.2 ウ 

動物輸入事前届出画面（届出の完了） 5.2 オ 

指定動物（サル）の輸入に関する届出書 6.1 ア 

動物の輸入に関する届出書 6.1 イ 
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ア 届出事項を保存する 

動物の輸入に関する届出事項をシステムに登録します。届出は行わないので、システムに保存

した後で届出事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、画面の表示が上書きされて、入力中の情報が消

えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず情報を一時保存してください。 

・保存した情報は、「保存済み」の状態だと取り止める（削除する）ことが出来ません。届出を取り止

める場合には、本手順の「エ 届出を登録する」まで実施して、処理状況を「届出済」とし、その

後、「カ 届出を取り止める」の手順にて取り止めを行って下さい。 

 

 動物のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「動物」の列にある［▼］ボタンをクリックします。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

 届出事項の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の＜輸入事前届出の内容を登録する＞リンクをクリックします。 
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 届出基本情報を入力する 

届出基本情報を入力します。 

 
「動物輸入事前届出事項登録画面（入力）」 

 

 動物情報を入力する 

動物に関する情報を入力します。 

 

 

・［検索］ボタンをクリックすると、対応するコードを検索することができます。 

コードを検索する方法の詳細については、「7.1 コードを検索する」を参照してください。 

・コードには、「バスケットコード」と呼ばれるものがあります。バスケットコードは、入力する項目

がコード化されていない場合に使用してください。バスケットコードを使用する場合は、名称を必

ず入力してください。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 2-4

 仕向先情報を入力する 

仕向先に関する情報を入力します。 

 

 

・複数の仕向先を登録したいときは、［仕向先が複数ある場合］チェックボックスをチェックし、添付

ファイルまたはメールにて「仕向先情報」を動物検疫所へ提出してください。 

 

 荷受／荷送人情報を入力する 

荷受人と荷送人に関する情報を入力します。 

 

 

・荷受人が届出者と同じときは、［届出者と同じ］チェックボックスをチェックすると、入力を省略す

ることができます。 

・荷送人が届出者と同じときは、［届出者と同じ］チェックボックスをチェックすると、入力を省略す

ることができます。 

・荷受人氏名(コード)は 12 桁の「輸出入者コード」または、17 桁の「法人番号等」が入力可能です。 

 

 

 その他の参考事項を入力する 

その他の参考事項を入力します。 
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 必要に応じて添付ファイルを追加する 

仕向先一覧など添付ファイルが必要な場合は［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイ

ルを指定します。続けて［説明］欄に添付ファイルの説明内容を入力し、［ファイル登録／Add］

ボタンをクリックします。備考の入力が必要な場合は［備考］欄のテキストボックスに入力し

ます。 

入力が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 

・添付できるファイル数は 3ファイル、ファイルサイズは 1メガバイトです。 

・添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 
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 入力内容を確認して保存する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
「動物輸入事前届出事項登録画面（保存の確認登録）」 

 

 

・[修正]ボタンをクリックすると、入力画面に戻って入力内容を修正することができます。 

・12 桁の「輸出入者コード」と 17 桁の「法人番号等」の両方を持つユーザが 12 桁の「輸出入者コー

ド」で入力した場合、確認画面では以下のように表示されます。 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（入力）」 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（保存の確認登録）」 
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・動物種別ごとの必須入力項目は、次のとおりです。 

入力項目 偶蹄類・馬・家きん サル 

届出パスワード ○ ○ 

届出者氏名 ○ ○ 

動物種 ○ ○ 

品種  ○ 

学名  ○ 

用途 ○ ○ 

仕出国 ○ ○ 

生産地（生産施設） ○ ○ 

輸送形態 ○ ○ 

搭載予定船（機）名 ○ ○ 

搭載予定地 ○ ○ 

到着予定港 ○ ○ 

搭載予定年月日 ○ ○ 

到着予定年月日 ○ ○ 

係留検査予定場所  ○ 

出国検疫施設名  ○ 

 

 

 保存が完了する 

事前届出事項の保存が完了します。 

［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（保存の完了）」 

 

・保存した届出事項を届出する方法については、「2.2 動物の輸入に関する届出情報を照会する」を参

照してください。 
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イ 届出する 

届出事項の届出手続きを行い、届出を完了します。 

 

 届出事項を入力する 

「2.1 ア 届出事項を保存する」を参照して、届出事項を入力します。 

 

 届出する 

入力画面の［届出］ボタンをクリックします。 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（入力）」 

 

 入力内容を確認して届出する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［届出］ボタンをクリックすると、届出が完了します。 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（届出の確認登録）」 

 

・[修正]ボタンをクリックすると、各情報の入力画面に戻って入力内容を修正することができます。 
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・12 桁の「輸出入者コード」と 17 桁の「法人番号等」の両方を持つユーザが 12 桁の「輸出入者コー

ド」で入力した場合、確認画面では以下のように表示されます。 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（入力）」 

 

「動物輸入事前届出事項登録画面（届出の確認登録）」 

 

 

 届出書を印刷する 

届出書を出力する場合は、［届出書印刷］ボタンをクリックして、届出書を印刷します。 

 

「動物輸入事前届出画面（届出の完了）」 

「指定動物（サル）の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する届出書」 

 

 メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 
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2.2 動物の輸入に関する届出情報を照会する 

輸入動物の届出情報を照会する操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面、帳票は以下となります。 

 

画面名・帳票名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 5.1 ク 

動物輸入事前届出一覧照会画面 5.3 ア 

動物輸入事前届出情報照会画面 5.3 イ 

動物輸入事前届出画面（届出の完了） 5.2 オ 

動物輸入事前届出取止画面 5.4 ア 

指定動物（サル）の輸入に関する届出書 6.1 ア 

動物の輸入に関する届出書 6.1 イ 

動物輸入事前届出一覧 6.1 ウ 
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ア 届出情報を検索する 

届出情報を検索する操作について説明します。 

 

 一覧画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の［動物］の［▼］ボタンをクリックして［動物］の項目を表

示させてから、＜輸入事前届出の一覧を照会する＞リンクをクリックします。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

 検索条件を入力する 

検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

「動物輸入事前届出一覧照会画面」 

 

・照会したい情報の登録番号や届出番号がわかっているときは、［登録／届出番号］欄に登録／届出番

号を入力し、［検索］ボタンをクリックすると、その情報を表示することができます。 

なお、［登録／届出番号］欄に入力して検索した場合、他に入力されている項目があっても、それら

は検索条件となりません。 
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 一覧が表示される 

検索結果一覧に、条件に一致する登録／届出情報の一覧が表示されます。 

 

 

・検索結果の件数が多いときは、＜前の 20 件／Back＞リンクと＜次の 20 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 

 

 

 登録／届出情報を選択する 

詳細を確認したい登録／届出情報の＜登録／届出番号＞リンクをクリックします。 
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 登録／届出情報の詳細が表示される 

クリックした登録／届出番号の登録／届出情報が表示されます。 
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「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 

・［添付ファイル情報］欄のリンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードすることができま

す。 
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イ 照会した情報の一覧を印刷する 

検索した動物の輸入に関する届出情報の一覧表を印刷することができます。 

 

 検索結果の一覧を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、検索結果の一覧を表示します。 

 

 一覧表を印刷する 

［一覧印刷］ボタンをクリックします。 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、輸入動物検査届出一覧の PDF ファイルを印刷します。 

「動物輸入事前届出一覧」 
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ウ 届出事項を修正する 

保存している届出事項の内容を修正することができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、［処理状況］から［事項登録済］を選択して検索すると、検

索結果一覧に届出前の届出情報を表示することができます。 

 

 届出メニューの［事項変更］を選択する 

［届出メニュー］ボタンをクリックし、［事項変更］をクリックします。 

 

・処理状況が「事項登録済」の情報を詳細画面に表示した場合のみ、届出メニューに［事項変更］が

表示されます。 

 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 届出事項を修正する 

必要に応じて届出事項を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア 届出事項を保存する」「2.1 イ 届出する」を参照してくださ

い。 
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エ 届出を登録する 

保存済みの届出事項を登録することができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、［処理状況］から［事項登録済］を選択して検索すると、検

索結果一覧に届出前の届出情報を表示することができます。 

 

 届出メニューの［届出登録］を選択する 

［届出メニュー］ボタンをクリックし、［届出登録］をクリックします。 

 

・処理状況が「事項登録済」の情報を詳細画面に表示した場合のみ、届出メニューに［届出登録］が

表示されます。 

 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 届出を登録する 

［OK］ボタンをクリックすると、届出の登録が完了します。 
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 届出書を印刷する 

届出書を出力する場合は、［届出書印刷］ボタンをクリックして、届出書を印刷します。 

 

「動物輸入事前届出画面（届出の完了）」 

「指定動物（サル）の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する届出書」 

 

 メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 
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オ 届出を変更する 

登録済みの届出の内容を変更することができます。 

 

届出変更時の留意事項 

・届出の変更を希望する場合は、はじめに、「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、当該届出の「処理

状況」を確認してください。 

「処理状況」 

届 出 済 ： 自由に届出内容を変更して構いません。 

受 理 済 ： 動物検疫所では、既に届けられている内容に基づき輸入検査の準備を始めてい 

ます。届出事項を変更したい場合には、必ず動物検疫所へご連絡ください。 

決裁終了 ： 書面の変更届出書を動物検疫所へ提出してください。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、［処理状況］から［届出済］［受理済］を選択して検索すると、

検索結果一覧に変更が可能な届出情報を表示することができます。 

 

 届出メニューの［届出変更］を選択する 

［届出メニュー］ボタンをクリックし、［届出変更］をクリックします。 

 

・処理状況が「届出済」か「受理済」の情報を詳細画面に表示した場合のみ、届出メニューに［届出

変更］が表示されます。 

・処理状況が「受理済」の情報を変更する場合には、事前に動物検疫所へご連絡ください。 

 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 届出を変更する 

必要に応じて届出を変更します。 

以降の操作については、「2.1 ア 届出事項を保存する」「2.1 イ 届出する」を参照してくださ

い。 
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（申請者向け） 
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カ 届出を取止める 

届出を取止めることができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、［処理状況］から［届出済］を選択して検索すると、検索結

果一覧に取止め可能な届出情報を表示することができます。 

 

 届出メニューの［届出取止］を選択する 

［届出メニュー］ボタンをクリックし、［届出取止］をクリックします。 

 

・処理状況が「届出済」の情報を詳細画面に表示した場合のみ、届出メニューに［届出取止］が表示

されます。（「事項登録済み」の情報は取り止め出来ません。） 

 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 取止めする 

［OK］ボタンをクリックします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 取止めが完了する 

届出の取止めが完了します。 

［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

「動物輸入事前届出取止画面」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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キ 情報を再利用して新規の届出をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の届出を行うことができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

 届出メニューから［届出再利用］を選択する 

［届出メニュー］ボタンをクリックし、［届出再利用］をクリックします。 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 届出情報を入力する 

必要に応じて届出情報を入力します。 

以降の操作については、「2.1 ア 届出事項を保存する」「2.1 イ 届出する」を参照してくださ

い。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ク 動物の輸入に関する届出書を出力する 

動物の輸入に関する届出書を出力することができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 届出情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「動物輸入事前届出一覧照会画面」で、［処理状況］から［届出済］［受理済］［決済終了済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に届出書の出力が可能な届出情報を表示することができます。 

 

 帳票メニューから［動物の輸入に関する届出書］を選択する 

［帳票メニュー］ボタンをクリックし、［動物の輸入に関する届出書］をクリックします。 

 

・処理状況が「届出済」か「受理済」「決済終了済」の情報を詳細画面に表示した場合のみ、帳票メニ

ューに［動物の輸入に関する届出書］が表示されます。 

 

 

「動物輸入事前届出情報照会画面」 

 

 PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、動物の輸入に関する届出書の PDF ファイルを印刷します。 

「動物の輸入に関する届出書」 

「指定動物（サル）の輸入に関する届出書」 

 

 


