
動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2.3 犬等の輸入検査の事前届出情報・申請情報を照会する 

輸入犬等検査申請の届出情報・申請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は以下となります。 

 

画面名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 4.1 ク 

犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面 4.2 ア 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

犬等輸入事前届出情報照会画面（試験研究用） 4.4 イ 

輸入犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（IIQ）（試験研究用以

外） 

4.4 ウ 

輸入犬等検査申請情報照会（IIQ）画面（試験研究用） 4.4 エ 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ア 届出情報・申請情報を検索する 

届出情報や申請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「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜輸入事前届出・輸出入検査申請情報の一覧を表示す

る。＞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／Search］ボタンをクリックします。 

 

「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）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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・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録／届出／申請番号］欄に登録

／届出／申請番号を入力し、［検索／Search］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示する

ことができます。番号が分からない場合は、届出年月日や到着年月日などの情報により該当する届

出や申請情報を検索してください。なお、年月日の指定範囲は３年間です。 

・初期表示では、検索結果一覧に 10 件の届出・申請情報が表示されます。それ以上の検索結果を表

示させる場合は、必要な検索条件を入力の上、検索してください。 

 

 一覧が表示される 

検索結果一覧に、条件に一致する届出情報・申請情報の一覧が表示されます。 

 

「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）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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・検索結果の件数が多いときは、＜前の 10 件／Back＞リンクと＜次の 10 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。 

 

 

 届出情報・申請情報を選択する 

詳細を確認したい届出情報・申請情報の＜登録／届出／申請番号＞リンクをクリックします。 

 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・この画面には、輸入の事前届出情報と、輸入の申請情報、輸出の申請情報が表示され、選択した情

報に応じて異なる画面が表示されます（試験研究用かそれ以外かで画面が異なります）。 

・ソートボタン[▲]、[▼]をクリックすると、検索結果一覧を並び替えることができます。ソートボ

タンを押下した際、押下したソートボタンの色が変更します。 

      
 「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 

※ソートボタン押下後 

 

   ・最初に画面を表示したとき、直近の「登録/届出/申請番号」10 件を表示します。 

・検索条件を指定した場合、1 番目に「到着/出発（予定）年月日」の最新年月日順（降順）、

2 番目に「登録/届出/申請番号」のアルファベット順で検索条件に合致した全ての届出/申請

情報をソートします。 

   ・ソート条件を指定した場合、以下の順番でソートされます。 

① ソートボタン[▲]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3 番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 

② ソートボタン[▼]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3 番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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③ 昇順でソートした場合は以下の順です。 

a.「区分」 → 以下の順 

届出 

輸入申請 

届出兼申請 

輸出申請 

b.「登録/届出/申請番号」 → アルファベット順 

c.「犬等の名前」 → 名称順 

d.「到着/出発（予定）年月日」 → 古い年月日順 

e.「仕出/仕向国」 → 仕出/仕向国コード順 

f. 「頭数」 → 頭数順 

        g.「係留期間」 → 日数順 

h.「届出/申請状態」 → 以下の順 

保存中 

届出済 

届出変更済 

届出変更承認済 

受理書発行済 

保存中 

申請済 

申請変更済 

申請変更承認済 

結果登録済 

受理書発行済・指 

申請済・指 

 

 

 届出情報・申請情報の詳細が表示される 

クリックした番号の届出情報・申請情報が表示されます。 

 

・［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。 

・輸出の検査申請情報については、「3. 輸出犬等の検査申請」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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●輸入の試験研究用以外の事前届出情報の場合 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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●試験研究用の事前届出情報の場合 

 
「犬等輸入事前届出情報照会画面（試験研究用）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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●試験研究用以外の輸入検査申請情報の場合 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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●試験研究用の輸入検査申請情報の場合 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（IIQ）画面（試験研究用）」 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2.4 輸入犬等の届出情報・申請情報の追加・修正を行う 

届出情報・申請情報の追加・修正や取り止めの操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面は以下となります。 

 

画面名 参照先 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

犬等輸入事前届出取止（Cancellation(Notification)）画面 4.5 ア 

輸入犬等検査申請取止（Cancellation(Application of import)）画面 4.7 ア 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ア 届出情報を追加・修正する 

届出情報に情報を追加したり、修正することができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

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

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］

から［保存中］［届出済］［届出変更承認済］［受理書発行済］を選択して検索すると、検索結果一

覧に追加･修正が可能な届出情報を表示することができます。 

 

 届出情報の追加・修正を選択する 

＜この届出情報の追加・修正を行う Modification of the notification＞リンクをクリック

します。 

 

・届出／申請状態が「保存中」「届出済」「届出変更承認済」「受理書発行済」の届出情報を詳細画面

に表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

 届出情報を修正する 

必要に応じて届出情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.1 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする」「2.1 ウ 試験研

究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.1 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」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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イ 訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

届出後に動物検疫所から届出内容の訂正指示があった場合、その訂正指示にもとづき届出情報

を修正する操作について説明します。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

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

 

 届出情報の訂正指示にもとづき届出情報の修正を選択する 

＜訂正指示にもとづき届出内容を修正する。＞または、＜Modify the notification according 

to the correction instructions.＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「届出変更承認済」かつ、動物検疫所から訂正指示がある届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

 訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

動物検疫所より訂正指示があった届出内容を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」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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・動物検疫所より訂正指示のあった届出情報の修正をする場合は、訂正指示があった項目に対して、

[CLICK HERE!]ボタンが表示され、クリックすると訂正指示内容を確認することができます。 

   

 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 「犬等訂正指示内容照会（Reference for correction instruction）画面」 

 

       試験研究用の場合は以下のように表示されます 

   

 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 

 

   
 「犬等訂正指示内容照会（Reference for correction instruction）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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 訂正指示にもとづき届出情報を確認する 

訂正指示にもとづく修正をした場合、訂正指示内容の有無にかかわらず届出内容に変更があっ

た項目は赤字で表示されます。また、訂正指示があった項目で、届出内容に変更がない項目は

黒字で表示されます。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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「犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示修正確認）」 

 

ペット等（試験研究用以外）の場合は、以下のように表示されます。 

 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示修正確認）」 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウ 届出の輸入検査申請をする 

届出の輸入検査申請する操作について説明します。既に動物検疫所に輸入の届出を行っている

場合には、その届出情報に加えて、引き続き輸入検査申請をすることができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

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

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］

から［届出済］、[届出変更済]を選択して検索すると、検索結果一覧に輸入検査申請が可能な届出

情報を表示することができます。 

 

 届出情報の輸入検査申請を選択する 

＜この届出情報の輸入検査申請を行う。＞または、＜Make an application based on the 

notification＞をクリックします。 

 

・届出情報を届出した後に輸入の検査申請をせず、届出を行った場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 届出に引続き申請をする 

届出に引続き申請をする場合は、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 申請が完了する 

申請が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了）」 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

                                         2-  74

エ 届出を取り止めする 

届出を取り止めする操作について説明します。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

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

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］

から［保存中］を選択して検索すると、検索結果一覧に取り止めが可能な届出情報を表示すること

ができます。 

 

 届出情報の取り止めを選択する 

＜この届出の取り止めを行う。（保存した場合に限る）＞または、＜Cancel the 

notification.(Only you saved)＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」の届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 届出を取り止めする 

届出を取り止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

 届出の取り止めが完了する 

届出の取り止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「犬等輸入事前届出取止（Cancellation(Notification)）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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オ 申請情報を追加・修正する 

申請情報に情報を追加したり、修正することができます。 

 

 申請情報の詳細を表示する 

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

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］

から［保存中］［申請済］［申請変更承認済］を選択して検索すると、検索結果一覧に追加･修正が

可能な申請情報を表示することができます。 

 

 申請情報の追加・修正を選択する 

＜この申請の追加・修正を行う。＞または、＜Modification of the application＞リンクを

クリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」「申請済」「申請変更承認済」の申請情報を詳細画面に表示した場合の

み、このリンクが表示されます。ただし、申請番号の枝番が「9」の場合は、「保存中」「申請変更

承認済」のときのみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）」（試験研究用以外） 

 

 申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の申請事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の検査申請をする」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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カ 申請を取り止めする 

申請を取り止めする操作について説明します。 

 

 申請情報の詳細を表示する 

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

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］

から「保存中」を選択して検索すると、検索結果一覧に取り止めが可能な申請情報を表示すること

ができます。 

 

 申請情報の取り止めを選択する 

＜この申請の取り止めを行う。（保存した場合に限る）＞または、＜Cancel of the application 

（Only you saved）＞リンクをクリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）」（試験研究用以外） 
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 申請を取り止めする 

申請を取り止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

 申請の取り止めが完了する 

申請の取り止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請取止（Cancellation(Application of import)）画面」 

 


