
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

画面リファレンス 
 

 

動物検疫関連業務で使用する画面の項目について説明します。 
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4. 画面リファレンス 

 動物検疫関連業務を利用する 

ア 利用申込事前登録 入力画面（動物検疫関連業務） 

申請者が動物検疫関連業務の利用に必要な利用者 ID を取得するために事前登録を行う画面で

す。 

 
 

 
項目名 桁数 備考 

メールアドレス：パス

ワード入力／E-mail 

Address：Password 

メールアドレス 

E-mail Address 

半角英数字記号

のみ 70 桁 
メールアドレスを入力します。 

パスワード 

Password 
半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

パスワードを入力します。 

NACCS（動物検疫関連業務）にログイン

するために利用者自身で設定するもの

となります。 

半角英大文字・半角数字それぞれ 1 文

字以上を含めてください。 

パスワード（再確認） 

Re-enter password 

半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

確認のため、再度パスワードを入力しま

す。 
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項目名 形式 備考 

確認画面へ／Confirm ボタン 「利用申込事前登録 確認画面（動物検疫関連

業務）」を表示します。 

 

イ 利用申込事前登録 確認画面（動物検疫関連業務） 

事前登録で入力した情報に間違いがないか確認する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

メールアドレス：パスワード

入 力 ／ E-mail Address ：

Password 

メールアドレス 

E-mail Address 
70 桁 

－ 
パスワード 

Password 
6～8 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る／Back ボタン 「利用申込事前登録 入力画面（動物検疫関連業

務）」に戻ります。 

事前登録／Submit ボタン 表示されたメールアドレスとパスワードの組み合わせ

を事前登録します。 
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ウ 利用申込事前登録 完了画面（動物検疫関連業務） 

利用の事前登録が完了したことを表す画面です。 

引き続き、利用者情報の登録を行うための画面を表示するボタンが表示されます。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

規約の確認 

Confirm 

ボタン 「利用規約／プライバシーポリシー画面（動物検

疫関連）」を表示します。 
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エ 利用規約／プライバシーポリシー画面（動物検疫関連業務） 

 
 

 
項目名 桁数 備考 

利用規約 利用規約 － － 

プライバシ

ーポリシー 

プライバシーポリシー 
－ － 

 

 
項目名 形式 備考 

同意する／Agree ボタン 「利用者情報登録画面（登録）」を表示します。 

同意しない／Cancel ボタン この画面を閉じます。 

 

 

 

 

 

※ここには、利用規約が表示されます。※ 

 

 

※ここには、プライバシーポリシーが表示されます。※ 
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オ 利用者情報登録画面（登録） 

 

 

 ※が付いている項目は必須項目です。 

項目名 桁数 備考 

利用者情報 利用者 ID／User ID ※ 

半角英数字 10 桁 

別途メールにて通知された利用者 ID

を入力します。（AQW から始まる 10 桁

のものです。） 

パスワード／Password ※ 
半角英大文字・ 

半角数字 6～8 桁 

利用申込事前登録画面で利用者自身

が設定したパスワードを再入力しま

す。 

パ ス ワ ー ド の ヒ ン ト ／

Password hint【ヒント】 ※ 
文字列 50 桁 

パスワードを忘れた際の本人確認に

利用します。 

パスワードのヒント【答え】 

※ 文字列 20 桁 

パスワードを忘れた際の本人確認に

利用します。（全角、半角、英字、数

字、ひらがな、漢字、カナ等全て判別し
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項目名 桁数 備考 

ますので、間違えないようにしてくださ

い。） 

利用官署／Authority that you 

use【動物検疫所（AQS）】 ※ 

チェック 

ボックス 

動物検疫所に届出、申請を行う際は、

必ずチェックを入れます。 

利用官署／Authority that you 

use【植物防疫所（PPS）】 

チェック 

ボックス 
－ 

利用官署／Authority that you 

use【主に申請する植物防疫所】 
リストボックス － 

会 社 名 及 び 代 表 者 名 

Company/Name（日本語） 
文字列 70 桁 － 

会 社 名 及 び 代 表 者 名

Company/Name（英語） ※ 

半角英数字記号 

のみ 70 桁 
半角英大文字で入力します。 

住所 Address（日本語） 文字列 120 桁 － 

住所 Address（英語）※ 半角文字 120 桁 半角英大文字で入力します。 

電話番号／Phone number（ハイ

フン不要） ※ 
半角数字 11 桁 － 

FAX 番号／FAX（ハイフン不要） 半角数字 11 桁 － 

E-mail アドレス 1／E-mail 

Adress1 ※ 

半角英数字記号 

のみ 70 桁 
－ 

E-mail アドレス 2／E-mail 

Adress2 

半角英数字記号 

のみ 70 桁 
－ 

備考／Remarks 文字列 200 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

登録／User Registration ボタン 入力した内容で登録します。 
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カ 利用者情報登録画面（完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

ログイン画面／Login 

Page 

ボタン ログイン画面（申請者用）を表示します。 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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キ ログイン／Login 画面（申請者用） 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者 ID

／パスワー

ド入力 

利用者 ID／User ID 半角英数字記号

のみ 10 桁 
－ 

パスワード／Password 半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

画像に表示されている文字を入

力して下さい 

Please input the character 

displayed on the image 

半角数字 5 桁 
［画面認証］欄の画像に表示されている

数字 5 桁を入力します。 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者 ID

／パスワー

ド入力 

画面認証 

画像 

不正な登録を防ぐため、画像で認証を行いま

す。表示されている半角数字 5 桁を［画像に

表示されている文字を入力して下さい］欄に入

力します。 

お知らせ／information 文字列 お知らせを表示します。 

 

 

※ここには、システムからのお知らせが表示されます。※ 
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項目名 形式 備考 

パスワードを忘れた方はこちらへ In case you forget 

your password… 
リンク 

パスワードを忘れてしまった場合、利用者ＩＤ

またはパスワードを複数回誤ったため、ログ

インできない状態となった場合にクリックしま

す。 

別の画像を表示 

Another Image 
リンク 

画像認証の文字が読み取れない場合にクリ

ックします。別の画像を表示します。 

ログイン／Login ボタン 
入力した利用者 ID とパスワードを使って

システムにログインします。 

マ ニ ュ ア ル

（PDF）／コー

ド（Excel） 

manual(pdf)／

code(Excel) 

犬・猫・きつね・あらいぐま・スカンク リンク 

各業務のマニュアルを PDF 形式で表示しま

す。 

Dogs,Cats,Foxes,Raccoons,Skunks リンク 

動物 リンク 

畜産物 リンク 

検査場所指定申請 リンク 

総合電子申請 リンク 

コード集／code リンク 

テンプレート テンプレート一覧 リンク － 

ご利用される

方へ 

利用規約/プライバシーポリシー リンク 
「利用規約／プライバシーポリシー画面（動

物検疫関連業務）」を表示します。 

ヘルプ リンク 
動物検疫関連業務の Q＆A を PDF 形式でダ

ウンロードします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 
4-10

ク 申請者メニュー／MENU 画面 
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項目名 形式 備考 

ログアウト／Logout ボタン 動物検疫関連業務からログアウトします。 

利用者情報変更／User Information change リンク 「利用者情報登録画面（登録）」を表示します。 

犬、猫、きつ

ね、あらいぐ

ま、スカンク 

マニュアル リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

▼／▲ ボタン メニューの表示／非表示を切り替えます。 

新規に輸入事前届出を行う【輸入】 リンク 犬等の輸入事前届出を行います。 

新規に輸入検査申請を行う【輸入】 リンク 犬等の輸入検査申請を登録します。 

新規に輸出検査申請を行う【輸出】 リンク 犬等の輸出検査申請を登録します。 

輸入事前届出・輸出入検査申請情報の一

覧を表示する。【既に輸入事前届出／輸

出入検査申請情報の登録を行っている

方】 

リンク 

犬等の輸入事前届出・輸出入検査申請情報

の一覧を照会します。 

輸入事前届出の情報を利用して輸入検

査申請を行う【別の方（利用者 ID が異

なる方）が行った届出情報を利用して輸

入検査申請を行う方】 

リンク 
別の方（利用者 ID が異なる方）が行った犬

等の輸入事前届出の情報を利用して、輸入

検査申請を登録します。 

Dogs, Cats, 

Foxes, 

Raccoons 

and Skunks. 

manual リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

▼／▲ ボタン メニューの表示／非表示を切り替えます。 

Make a new notification.【Import】 リンク 犬等の輸入事前届出を行います。 

Make a new application of import 

animal.【Import】 

リンク 
犬等の輸入検査申請を登録します。 

Make a new application of export 

animal.【Export】 

リンク 
犬等の輸出検査申請を登録します。 

Reference of the registration data 

list.【For the correction of the 

regiatration data of the reference 

to them】 

リンク 

犬等の輸入事前届出・輸出入検査申請情報

の一覧を照会します。 

Make a new application of import 

animal based on the notification.

【 Renewal notification or 

application form for persons other 

than the authorized ID user.】 

リンク 

別の方（利用者 ID が異なる方）が行った犬

等の輸入事前届出の情報を利用して、輸入

検査申請を登録します。 

動物 マニュアル リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

▼／▲ ボタン メニューの表示／非表示を切り替えます。 
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項目名 形式 備考 

輸入事前届出の内容を登録する【輸入】

【届出】 

リンク 
動物の輸入事前届出の内容を登録します。 

輸入事前届出の一覧を照会する【輸入】

【届出】 

リンク 
動物の輸入事前届出の一覧を照会します。 

検査申請の内容を登録する【輸入】【検

査申請】 

リンク 
動物の輸入検査申請を登録します。 

検査申請の一覧を照会する【輸入】【検

査申請】 

リンク 
動物の輸入検査申請の一覧を照会します。 

輸入事前届出の情報を利用し、検査申請

の内容を登録する【輸入】【検査申請】 

リンク 動物に関する輸入事前届出情報を流用し

て、輸入検査申請を登録します。 

検査申請の内容を登録する【輸出】 リンク 動物の輸出検査申請を登録します。 

検査申請の一覧を照会する【輸出】 リンク 動物の輸出検査申請の一覧を照会します。 

畜産物 マニュアル リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

検査申請の内容を登録する【輸入】 リンク 畜産物の輸入検査申請を登録します。 

検査申請の一覧を照会する【輸入】 リンク 畜産物の輸入検査申請の一覧を照会しま

す。 

検査申請の内容を登録する【輸入】 リンク 畜産物の輸出検査申請を登録します。 

検査申請の一覧を照会する【輸入】 リンク 畜産物の輸出検査申請の一覧を照会しま

す。 

検査場所指

定 

マニュアル リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

場所指定申請の内容を登録する リンク 検査場所指定申請を登録します。 

場所指定申請情報を照会する リンク 検査場所指定申請の一覧を照会します。 

総合電子申

請 

マニュアル リンク マニュアルを PDF 形式でダウンロードしま

す。 

総合電子申請の内容を登録する リンク 総合電子申請を登録します。 

総合電子申請されている一覧を照会す

る 

リンク 
総合電子申請の一覧を照会します。 

犬の輸入事前届出に必要な届出書をダ

ウンロードする 

リンク 犬の輸入事前届出に必要な届出書をダウ

ンロードします。 

猫の輸入事前届出に必要な届出書をダ

ウンロードする 

リンク 猫の輸入事前届出に必要な届出書をダウ

ンロードします。 

犬及び猫の輸入事前届出を修正するた

めの変更届出書をダウンロードする 

リンク 変更届出書をダウンロードします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 
4-13

ケ パスワード通知 利用者 ID 入力画面（呼出） 

パスワード通知を受けるために、利用者 ID を入力する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 利用者 ID／User ID 半角英数

字記号の

み 10 桁 

利用者 ID を入力します。 

 

 
項目名 形式 備考 

呼出／Reference ボタン 
入力した利用者 ID に対応する「パスワード通知画面（確認）」

を表示します。 
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コ パスワード通知画面（確認） 

パスワード通知を受けるために、「パスワードのヒント」に対する答えを入力する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

入力情報 パスワードのヒント（質問の答

えを入力してください） 

Please enter the answer for 

your security question. 

文字列 20

桁以内 

半角、全角文字混在。利用者情報登録に登録

している「パスワードのヒント」に対する「答

え」を入力します。 

 

 

項目名 桁数 備考 

入力情報 パスワードのヒント 

【ヒント】 
50 桁以内 

利用者情報登録に登録されている「パスワー

ドのヒント」が表示されます。 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る／Back ボタン 「パスワード通知 利用者 ID 入力画面（呼出）」を表示します。 

確認／Confirmation ボタン 
入力された「答え」がチェックされ、正しい場合は、「パスワー

ド通知 完了画面」を表示します。 
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サ パスワード通知画面（完了） 

パスワード通知が完了したことを表す画面です。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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シ 利用者情報修正画面（修正） 

登録した利用者情報を修正する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者情報 パスワード／Password 半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

パスワード（再確認）／Re-type 

password 

半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

パ ス ワ ー ド の ヒ ン ト ／

Password hint【ヒント】 

文字列 50 桁 
－ 

パ ス ワ ー ド の ヒ ン ト ／

Password hint【答え】 

文字列 20 桁 
－ 

利用官署／Authority that you 

use【動物検疫所（AQS）】 

チェックボック

ス 
－ 

利用官署／Authority that you 

use【植物防疫所（PPS）】 

チェックボック

ス 
－ 

利用官署／Authority that you リストボックス － 
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項目名 桁数 備考 

use【主に申請する植物防疫所】 

会 社 名 及 び 代 表 者 名 

Company/Name（日本語） 
文字列 70 桁 － 

会 社 名 及 び 代 表 者 名

Company/Name（英語） 

半角英数字記号

のみ 70 桁 
－ 

住所 Address（日本語） 文字列 120 桁 － 

住所 Address（英語） 半角文字 120 桁 － 

電話番号／Phone number（ハイ

フン不要） 
半角数字 11 桁 － 

FAX 番号／FAX（ハイフン不要） 半角数字 11 桁 － 

E-mail アドレス 1／E-mail 

Adress1 

半角英数字記号

のみ 70 桁 
－ 

E-mail アドレス 2／E-mail 

Adress2 

半角英数字記号

のみ 70 桁 
－ 

備考／Remarks 文字列 200 桁 － 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者情報 利用者 ID／User ID 10 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

修正／User Registration ボタン 入力した内容で修正します。 
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ス 利用者情報修正画面（完了） 

利用者情報を修正したことを知らせる画面です。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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セ パスワード変更画面（登録） 

有効期限が切れたパスワードを変更する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者情報 変更前パスワード 半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

変更後パスワード 半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

変更後パスワード（再確認） 半角英大文字・

半角数字 

6～8 桁 

－ 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者情報 利用者 ID／User ID 10 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

変更／Password Registration ボタン 入力した内容で修正します。 

戻る／Back ボタン ログイン画面へ戻ります。 
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ソ パスワード変更画面（完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

メニュー画面／Menu ボタン メニュー画面が開きます。 
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 輸出入犬等検査申請一覧照会 

ア 犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（IQI）画面 

犬等届出・輸出入に関する検査申請の一覧を照会・表示する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

検索条件 登録／届出／申請番号 半角英数

字 10 桁 

登録番号（保存した場合）、届出番号、申請番

号を入力してください。 

届出／申請区分 

リストボ

ックス 

プルダウンで選択できる届出／申請区分は、

「届出」「届出兼申請（引続き申請の場合）」

「輸入申請」「輸出申請」「全て（全ての区分

が表示）」です。 

検索対象年月日 
リストボ

ックス 

プルダウンで選択できる検索対象年月日は、 

「届出／申請年月日」「到着／出発（予定）年

月日」「証明書発行年月日」です。 
検索期間年月日【From】【年】 

リストボ

ックス 
検索年月日の指定範囲は 3 年間までです。 

検索期間年月日【From】【月】 

検索期間年月日【From】【日】 

検索期間年月日【To】【年】 

検索期間年月日【To】【月】 

検索期間年月日【To】【日】 

 
項目名 桁数 備考 

検索結果一

覧 

項番 3 桁 － 

区分 
38 桁 

日本語 10 バイト、英語 28 バイトで表示しま

す。 

犬等の名称 16 桁 先頭の 16 バイトで 1 頭目を表示します。 

到着/出発（予定）年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

仕出/仕向国 30（×2

行）桁 

日本語 30 バイト、英語 30 バイトで表示しま

す。 

頭数 3 桁 届出／申請ごとの犬等の頭数を表示します 

係留期間 16（×2

行）桁 

日本語 16 バイト、英語 16 バイトで表示しま

す。 

届出/申請状態 18（×2

行）桁 

届出／申請状態（受理書発行済、申請済等）

を表示します。 

（全 n 件） - － 

 

 
項目名 形式 備考 

ソート（昇順）（区分） 
ボタン 

検索結果を以下の順で並び替えます。 

 届出 

 輸入申請 

 届出兼申請 

 輸出申請 

ソート（降順）（区分） 
ボタン 

ソート（昇順）（登録/届出/申請番号） ボタン 
検索結果をアルファベット順で並び替えます。 

ソート（降順）（登録/届出/申請番号） ボタン 

ソート（昇順）（犬等の名前） ボタン 
検索結果を名称順で並び替えます。 

ソート（降順）（犬等の名前） ボタン 

ソート（昇順） 

（到着/出発（予定）年月日） 
ボタン 

検索結果を年月日順で並び替えます。 
ソート（降順） 

（到着/出発（予定）年月日） 
ボタン 

ソート（昇順）（仕出/仕向国） ボタン 
検索結果を仕出/仕向国コード順で並び替えます。 

ソート（降順）（仕出/仕向国） ボタン 

ソート（昇順）（頭数） ボタン 
検索結果を頭数順で並び替えます。 

ソート（降順）（頭数） ボタン 

ソート（昇順）（係留期間） ボタン 
検索結果を日数順で並び替えます。 

ソート（降順）（係留期間） ボタン 
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項目名 形式 備考 

ソート（昇順）（届出/申請状態） 

ボタン 

検索結果を以下の順で並び替えます。 

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 

ソート（降順）（届出/申請状態） 

ボタン 

検索/Search ボタン コードを検索して入力できます。 

更新 List Update ボタン 
一覧を更新します。画面を開いた直後には表示され

ません。 

登録/届出/申請番号 リンク クリックした「登録/届出/申請番号」に対応する情報

を「犬等届出・輸出入検査申請情報照会画面」に表示

します。 

前の 10 件/Back リンク リンクをクリックすると、前のページを表示します。 

次の 10 件/Next リンク リンクをクリックすると、次のページを表示します。 

閉じる/Close ボタン この画面を閉じます。 
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 輸入犬等事前届出事項登録 

ア 犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力） 

基本情報を入力する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

届出者情報 届出者氏名 文字列 70 桁 

利用者登録の際に登録した氏名、住所など

の情報を表示します。変更が必要な場合は

修正します。 

届出者住所 文字列 120

桁 

電話番号 半角英数字

記号 20 桁 

FAX 番号 半角英数字

記号 20 桁 

E-MAIL 半角英数字

記号 70 桁 

基本情報 動物の種類 リスト 

ボックス 

動物種（犬、猫、あらいぐま、スカンク、キ

ツネ）をプルダウンから選択してください。 

用途 ラジオ 

ボタン 

［ペット］、［ペット以外］のどちらかを選択

します。 

用途【※「ペット以外」の方

は、連れてくる動物の用途を

選択してください。】 

リスト 

ボックス 

プルダウンから該当する用途を選択してく

ださい。 

用途【※「ペット以外」の方

は、連れてくる動物の用途を

選択してください。】【（その

他選択時入力欄】 

文字列 

20 桁 

プルダウンに該当する用途が見つからなか

った場合は、「その他／OTHER」を選択し、本

入力欄に直接用途を入力してください。 
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項目名 桁数 備考 

仕出国（地域）【地域】 リスト 

ボックス 

国名を選択するために、国が属する地域（ア

ジア、ヨーロッパ等）を選択してください。 

仕出国（地域）【国名】 

リスト 

ボックス 

地域に属する国名（ヨーロッパならフラン

ス、イタリア等）のみがプルダウンに表示さ

れますので該当の国名を選択してくださ

い。 

仕出国（地域）【国名】【（その

他選択時入力欄）】 
文字列 30 桁 

プルダウンに該当する国名が見つからなか

った場合は、地域及び国名に「その他／

OTHER」を選択し、本入力欄に直接国名を入

力してください。 

輸送情報 出発予定年月日【年】 リスト 

ボックス 

登録日当日及びそれ以前の日付も選択でき

ます。 

出発予定年月日【月】 リスト 

ボックス 

出発予定年月日【日】 リスト 

ボックス 

出発予定空港（港） 半角英数字

記号 20 桁 

該当する空港（海港）名を入力してくださ

い。 

輸送形態 ラジオ 

ボタン 

輸送形態をいずれかから選択してくださ

い。 

搭載船名／便名 
文字列 35 桁 

搭載した船名または便名を入力してくださ

い。 

日本到着予定年月日【年】 リスト 

ボックス 

登録日当日及びそれ以前の日付も選択でき

ます。 

日本到着予定年月日【月】 リスト 

ボックス 

日本到着予定年月日【日】 リスト 

ボックス 

日本到着予定空港（港） リスト 

ボックス 

プルダウンから該当する空港（海港）を選択

してください。 

荷送／受人

情報 

荷送人の情報が届出者と同

じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。 

チェック 

ボックス 

荷送人の住所氏名が届出者と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

荷送人氏名 

文字列 70 桁 

荷送人の氏名を入力してください。日本語、

英語のどちらでも入力することができま

す。 

荷送人住所 
文字列 143

桁 

荷送人の住所を入力してください。日本語、

英語のどちらでも入力することができま

す。 

荷受人の情報が届出者と同

じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。 

チェック 

ボックス 

荷受人の住所氏名が届出者と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

荷受人の情報が荷送人と同

じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。 

チェック 

ボックス 

荷受人の住所氏名が荷送人と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

荷受人氏名 

文字列 70 桁 

荷受人の氏名を入力してください。日本語、

英語のどちらでも入力することができま

す。 

荷受人住所 文字列 158

桁 

荷受人の住所を入力してください。日本語、

英語のどちらでも入力することができま

す。 
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項目名 桁数 備考 

備考 動物情報備考 1 文字列 100

桁 
－ 

動物情報備考 2 文字列 100

桁 
－ 

動物情報備考 3 文字列 100

桁 
－ 

 

 

項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

用途 ヘルプ リンク 

各入力項目の説明を別画面に表示します。 

仕出国（地域） ヘルプ リンク 

出発（搭載）空港（港） ヘルプ リンク 

輸送形態 ヘルプ リンク 

搭載船名／便名 リンク 

日本到着予定年月日 ヘルプ リンク 

日本到着予定港（港） ヘルプ リンク 

荷送人氏名 ヘルプ リンク 

荷受人氏名 ヘルプ リンク 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

届出者情報【訂正指示マーク】 リンク 

各訂正指示の内容を別画面に表示します。 

基本情報【訂正指示マーク】 リンク 

輸送情報【訂正指示マーク】 リンク 

荷送／受人情報【訂正指示マーク】 リンク 

備考【訂正指示マーク】 リンク 

入力控印刷／MemoPrint ボタン 「入力控」を印刷します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

動物情報入力へ／Next ボタン 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報

入力）」を表示します。 
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イ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力） 

動物情報を入力する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

動物情報 動物の名称 文字列 40 桁 動物の名前は日本語、英語のどちらでで

も入力することができます。 

性別 リストボッ

クス 

［雄_/_M］または［雌_/F］から選択し

ます。 

品種【コード】 半角英数字 

5 桁 
－ 

品種【名称】 文字列 63 桁 ［検索／Search］ボタンをクリックし、

検索画面から該当の品種名を選択して

ください。検索する際は、品種名の一部

を入力して検索すると該当のものを用

意に見つけることができます。（例：「テ

リア」のみ入力して検索すると、テリア

を含む品種名（ヨークシャーテリア等）

が全て表示されます。） 

年齢又は生年月日【生年月日】【年】 

リスト 

ボックス 

年齢か生年月日のいずれかは必ず入力

してください。 

生年月日を入力した場合には、年齢の入

力はできません。 

年齢又は生年月日【生年月日】【月】 

年齢又は生年月日【生年月日】【日】 

年齢又は生年月日【区分】 チェック 

ボックス 

年齢を入力する場合にはチェックを入

れてください。 

年齢又は生年月日【年齢】【年】 

リストボッ

クス 

年齢か生年月日のいずれかは必ず入力

してください。 

年齢を入力した場合には、生年月日の

入力はできません。 

年齢又は生年月日【年齢】【ヶ月】 

体長／体高／体重【体長】 整数 3 桁 － 

体長／体高／体重【体高】 整数 3 桁 － 

体長／体高／体重【体重】 整数 3 桁 － 

毛色 文字列 30 桁 － 

過去１年以内の訪問国及び訪問期間 文字列 105

桁 

指定地域から輸入される場合のみ入力

してください。 
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項目名 桁数 備考 

連れてくる動物は、指定地域におい

て、１８０日以上又は生まれて以来

飼われていましたか？若しくは、日

本を出国し、指定地域で１８０日未

満しか滞在せずに、再度日本に入国

されますか？ 

リスト 

ボックス 

［はい］、［いいえ］、［わからない］の

いずれかを選択します。 

個体識別情

報（マイク

ロ チ ッ プ

等） 

個体識別方法 ラジオ 

ボタン 

［マイクロチップ］、［マイクロチップ以

外］、［何もしていない］のいずれかを選

択します。 

個体識別番号／マーク 半角英数字

20 桁 
－ 

標識部位 リスト 

ボックス 

個体識別方法にマイクロチップを選択

した場合には、必ず入力してください。 

 

マイクロチップを埋め込んだ部位をプ

ルダウンから選択してください。 

マイクロチップの種類（メーカー） リスト 

ボックス 

個体識別方法にマイクロチップを選択

した場合には、必ず入力してください。 

 

プルダウンから該当のメーカー名を選

択してください。該当のものが無い場合

には「OTHER」を選択してください。 

標識年月日【年】 リスト 

ボックス 
個体識別方法にマイクロチップを選択

した場合には、必ず入力してください。 

 

マイクロチップを埋め込んだ年月日を

プルダウンから選択してください。 

標識年月日【月】 

標識年月日【日】 

マイクロチップの規格  ［ISO 規格］、［ISO 規格外］、［わからな

い］のいずれかを選択します。 

狂犬病予防

接種（狂犬

病ワクチン

の接種） 

予防接種年月日【年】【1】～【10】 リスト 

ボックス 
狂犬病予防接種の接種年月日をプルダ

ウンから選択してください。直近の（最

新の）予防接種年月日のものから順番に

入力してください。 

予防接種年月日【月】【1】～【10】 

予防接種年月日【日】【1】～【10】 

有効期限【1】～【10】 ワクチンの有効期限については、接種獣

医師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【10】 ［不活化］、［その他］、［遺伝子組換］、

［不明］のいずれかから選択してくだ

さい。 

予防液の製品名及び製造会社 

【1】～【10】 
文字列 40 桁 製品名／製造会社を入力してくださ

い。 

狂犬病抗体

検査情報 

抗体検査１ 

抗体検査２ 

抗体検査３ 

抗体検査採血年月日【年】 リストボッ

クス 

 

抗体検査のための採血を行った年月日

をリストボックスから選択してくださ

い。 

抗体検査採血年月日【月】 

抗体検査採血年月日【日】 

抗体価 リスト 

ボックス 
－ 
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項目名 桁数 備考 

抗体検査機関名称 

－ 

［検索／Search］ボタンを押下し、検索

画面から該当の検査機関名を選択して

ください。検査機関名は全て英語で登録

されておりますので検索時にはご注意

ください。 

抗体検査 n のための採血は日本で行

いましたか？ 
リスト 

ボックス 

［はい］、［いいえ］、［わからない］か

ら選択します。 

その他予防

接種情報 

予防接種年月日【年】【1】～【5】 リストボッ

クス 
狂犬病以外の予防接種の接種年月日を

プルダウンから選択してください。直近

の（最新の）予防接種年月日のものから

順番に入力してください。 

予防接種年月日【月】【1】～【5】 

予防接種年月日【日】【1】～【5】 

有効期限【1】～【5】 ワクチンの有効期限については、接種獣

医師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【5】 ［検索／Search］ボタンを押下し、検

索画面から該当の予防液の種類を選択

してください。 

予防液の製品名及び製造会社 

【1】～【5】 
文字列 40 桁 製品名／製造会社を入力してくださ

い。 

仕向先情報 仕向先の情報が届出者と同じ場合に

はこちらにチェックしてください。 
チェック 

ボックス 

仕向先の住所氏名が届出者と同じ場合

はチェックを入れてください。入力を

省略することができます。 

仕向先の情報が荷受人と同じ場合に

はこちらにチェックしてください。 
チェック 

ボックス 

仕向先の住所氏名が荷受人と同じ場合

はチェックを入れてください。入力を

省略することができます。 

仕向先名 文字列 70 桁 日本語、英語のどちらでも入力するこ

とができます。 仕向先住所 文字列 120

桁 

備考 動物情報備考 1 文字列 100

桁 

－ 

動物情報備考 2 文字列 100

桁 

－ 

動物情報備考 3 文字列 100

桁 

－ 

入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする

場合はチェックしてください。 
チェックボ

ックス 

次の犬や猫等の入力画面に一部の情報

を引き継ぐことができます。 

 

 
項目名 桁数 備考 

動物情報の項番（日） 2 桁 「1」頭目「2」頭目の形式で表示します。 

動物情報の項番（英） 4 桁 The「1st」The「2nd」の形式で表示します。 

抗体検査機関名称 100 桁 抗体検査機関名称を表示します。 

抗体検査機関住所 100 桁 抗体検査機関住所を表示します。 
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項目名 形式 備考 

品種 ヘルプ リンク 

各入力項目の説明を別画面に表示します。 

年齢又は生年月日 ヘルプ リンク 

過去 1 年以内の訪問国及び訪問期間 ヘルプ リンク 

連れてくる動物は、指定地域において、１８

０日以上又は生まれて以来飼われていました

か？若しくは、日本を出国し、指定地域で１

８０日未満しか滞在せずに、再度日本に入国

されますか？ ヘルプ 

リンク 

個体識別方法 ヘルプ リンク 

個体識別番号／マーク ヘルプ リンク 

マイクロチップの種類（メーカー） ヘルプ リンク 

マイクロチップの規格 ヘルプ リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種 

【予防液の種類】 ヘルプ 
リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種 

【予防液の製品名及び製造会社】 ヘルプ 
リンク 

抗体検査機関名称 ヘルプ リンク 

抗体検査 2：抗体検査 1 より前に行った抗体

検査のうち、一番新しい検査の情報を入力し

てください。（採血年月日、検査結果等） ヘ

ルプ 

リンク 

抗体検査 3：抗体検査 2 より前に行った抗体

検査のうち、一番新しい検査の情報を入力し

てください。（採血年月日、検査結果等） ヘ

ルプ 

リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種【予

防液の種類】 ヘルプ 
リンク 

その他予防接種情報【予防液の製品名及び製

造会社】 ヘルプ 
リンク 

犬や猫等の日本での滞在地（仕向先）に関す

る情報を入力します。 ヘルプ 
リンク 

入力されたこの情報を次の動物情報へコピー

する場合はチェックしてください。 ヘルプ 
リンク 

動物情報【訂正指示マーク】 リンク 

各訂正指示の内容を別画面に表示します。 

個体識別情報【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病予防接種【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病抗体検査情報【訂正指示マーク】 リンク 

その他予防接種情報【訂正指示マーク】 リンク 

仕向先情報【訂正指示マーク】 リンク 

備考【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）追

加欄表示（▼） 
ボタン 

狂犬病予防接種の追加欄を表示します。 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）追

加欄非表示（▲） 
ボタン 

狂犬病予防接種の追加欄を非表示にしま

す。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 表示（▼） ボタン 
狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 を表示し

ます。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 非表示（▲） ボタン 
狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 を非表示

にします。 
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項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

消去／Clear ボタン コード欄を空欄にします。 

入力控印刷 ボタン 
登録／届出番号が払い出されている場合に

表示します。 

前の動物へ／Back（Animal） ボタン 

クリックすると、前の動物情報の入力画面

を表示します。 

前の動物が存在しない場合は表示されませ

ん。 

次の動物へ／Next（Animal） ボタン 
クリックすると、次の動物情報の入力画面

を表示します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

基本情報入力へ／Back ボタン 前の画面を表示します。 

届出内容確認へ／Next ボタン 
「犬等輸入事前届出画面（Notification）画

面（届出内容確認）」を表示します。 

現在の動物情報を削除 ボタン 現在の動物情報を削除します。 
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ウ 犬等輸入事前届出画面（試験研究用の動物情報入力） 

試験研究用の動物情報を入力する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

動物情報 品種【コード】 半角英数字 5 桁 － 

品種【名称】 

文字列 30 桁 

検索ボタンを押下し、検索画面から該

当の品種名を選択してください。検索

する際は、品種名の一部を入力して検

索すると該当のものを用意に見つけ

ることができます。（例：「テリア」の

み入力して検索すると、テリアを含む

品種名（ヨークシャーテリア等）が全

て表示されます。） 

頭数 整数 3 桁 － 

指定生産飼養施設名称【コー

ド】 
半角英数字 4 桁 － 

日本入国条

件の確認 

個体識別のためのマイクロチ

ップ又は入れ墨がある。 

チェックボック

ス 

輸入する動物について、該当する条

件にチェックを入れてください。 

指定生産施設において生産、飼

養されていた。 

チェックボック

ス 

指定生産施設において、輸出前

180 日間は他の犬等の導入が行

われていない。 

チェックボック

ス 

輸出前 180 日間以上（又は出生

して以来）隔離して飼養されて

いた。 

チェックボック

ス 

仕向先情報 届出者と同じ【仕向先】 
チェックボック

ス 

仕向先の住所氏名が届出者と同じ場

合にはチェックを入れてください。

入力を省略することができます。 

荷受人と同じ【仕向先】 
チェックボック

ス 

仕向先の住所氏名が荷受人と同じ場

合にはチェックを入れてください。入

力を省略することができます。 

仕向先名 文字列 70 桁 日本語、英語のどちらでも入力するこ

とができます。 仕向先住所 文字列 120 桁 

備考 1,2,3 文字列 100 桁 － 

 

 
項目名 桁数 備考 

動物情報 指定生産飼養施設名称 100 桁 
英語のみ表示します。 

指定生産飼養施設住所 100 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

動物情報【訂正指示マーク】 リンク 

各訂正指示の内容を別画面に表示します。 
日本入国条件の確認【訂正指示マーク】 リンク 

仕向先情報【訂正指示マーク】 リンク 

備考【訂正指示マーク】 リンク 

中止 ボタン 事前届出の登録を中止します。 

検索 ボタン コードを検索して入力できます。 

消去 ボタン 指定生産飼養施設名称を消去します。 

入力控印刷 ボタン 「入力控」を印刷します。 

基本情報入力へ ボタン 前の画面を表示します。 

保存 ボタン 入力した内容で保存します。 

届出内容確認へ ボタン 
「犬等輸入事前届出画面（試験研究用の届出内

容確認）」を表示します。 
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エ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出内容確認） 

事前届出内容を確認する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

基本情報の

確認 

パスワード（申請時呼出用） 半角英数字記号 8

桁 
－ 

パスワード（再入力） 半角英数字記号 8

桁 
－ 

添付ファイ

ル情報（最

大２個） 

添付するファイル 文字列 35 桁 － 

説明 文字列 40 桁 － 

削除チェック チェックボックス 添付ファイルを削除する場合は、チェッ

クを入れてください 

届出内容変更理由 文字列 100 桁 － 

 

 
項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

基本情報の

確認 

届出者氏名 70 桁 － 

届出者住所 120 桁 － 

動物の種類 20 桁 日本語 10桁、英語 10桁で表示します。 

用途 40 桁 日本語 20桁、英語 20桁で表示します。 

仕出国（地域） 60 桁 日本語 30桁、英語 30桁で表示します。 

出発（搭載）予定年月日 10 桁 － 

出発（搭載）空港（港） 20 桁 － 

輸送形態 20 桁 － 

搭載便名／船名 35 桁 － 
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項目名 桁数 備考 

日本到着予定年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

日本到着予定空港（港） 80 桁 日本語 40桁、英語 40桁で表示します。 

荷送人氏名 70 桁 － 

荷送人住所 143 桁 － 

荷受人氏名 70 桁 － 

荷受人住所 158 桁 － 

動物情報の

確認（1～10

頭目） 

動物情報の項番【日】 2 桁 － 

動物情報の項番【英】 4 桁 － 

動物の名前 40 桁 － 

品種 60 桁 － 

添付ファイ

ル情報（最

大２個） 

ファイル名 35 桁 － 

説明 40 桁 
－ 

届出内容変更理由 100 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

基本情報の確

認 

確認・修正 

Modification 
ボタン 「基本情報の確認」を修正します。 

動物情報の確

認（1～10 頭

目） 

確認・修正 

Modification 
ボタン 「動物情報の確認」を修正します。 

削除 

Deletion 
ボタン 

「動物情報の確認」が複数ある場合、対象の「動物情報の

確認」を削除します。 

入力控印刷／MemoPrint ボタン 「入力控」を印刷します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

届出／Notification ボタン 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」

を表示します。 

参照... ボタン 添付するファイルを選択できます。 

ファイル登録/Add ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして登録します。 

削除／Del ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 
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オ 犬等輸入事前届出画面（試験研究用の届出内容確認） 

試験研究用の事前届出内容を確認する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

基本情報の

確認 

パスワード 半角英数字記号

8 桁 

届出にもとづく犬等の輸入検査申請

を利用者 ID の異なる方がシステムで

行う場合はパスワードを入力します。 

届出と同じ方が申請を行う場合には、

入力の必要はありません。 

パスワード（再入力） 
半角英数字記号

8 桁 

添 付 フ ァ イ

ル情報 

ファイル名 文字列 35 桁 必要に応じて、届出に必要な情報に関

するファイルを添付してください。 

説明 文字列 40 桁 添付ファイルの説明内容を入力してくだ

さい。 

削除チェック チェックボック

ス 

添付ファイルを削除する場合は、チェッ

クを入れてください 

届出内容変更理由 文字列 100 桁 届出内容の変更理由を入力してくださ

い。 

 

 
項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

基本情報の

確認 

届出者氏名 70 桁 － 

動物の種類 10 桁 日本語 10 桁で表示します。 

用途 20 桁 日本語 20 桁で表示します。 

仕出国（地域） 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

日本到着予定年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

日本到着予定空港（港） 40 桁 日本語 40 桁で表示します。 

動物情報の

確認（1～10

頭目） 

品種 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

頭数 3 桁 
－ 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【フ

ァイル名】 

35 桁 

－ 
添付ファイル／説明【説

明】 

40 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

基本情報

の確認 
確認・修正 ボタン 「基本情報の確認」を修正します。 

動物情報

の確認（1

～ 10 頭

目） 

確認・修正 ボタン 「動物情報の確認」を修正します。 

参照... ボタン 添付するファイルを選択できます。 

ファイル登録 ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして登録します。 

削除 ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 

入力控印刷 ボタン 「入力控」を印刷します。 

保存 ボタン 現在の入力内容を保存します。 

届出 ボタン 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」

を表示します。 

中止 ボタン 事前届出の登録を中止します。 
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カ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（保存の完了） 

届出情報の保存の完了画面です。 
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項目名 桁数 備考 

動物情報 動物の名称 文字列 40 桁 動物の名前は日本語、英語のどちら

ででも入力することができます。 

性別 リストボックス ［雄_/_M］または［雌_/F］から選択

します。 

品種 文字列 30 

(×2 行)桁 

［検索／Search］ボタンをクリック

し、検索画面から該当の品種名を選

択してください。 

 

検索する際は、品種名の一部を入力

して検索すると該当のものを用意

に見つけることができます。（例：

「テリア」のみ入力して検索する

と、テリアを含む品種名（ヨークシ

ャーテリア等）が全て表示されま

す。） 
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項目名 桁数 備考 

年齢又は生年月日【生年月日】【年】 
リストボックス 年齢か生年月日のいずれかは必ず

入力してください。 

生年月日を入力した場合には、年齢

の入力はできません。 

年齢又は生年月日【生年月日】【月】 リストボックス 

年齢又は生年月日【生年月日】【日】 リストボックス 

年齢又は生年月日【区分】 チェックボック

ス 

年齢を入力する場合にはチェック

を入れてください。 

年齢又は生年月日【年齢】【年】 

 
リストボックス 

年齢か生年月日のいずれかは必ず

入力してください。 

年齢を入力した場合には、生年月

日の入力はできません。 

年齢又は生年月日【年齢】【ヶ月】 
リストボックス 

体長／体高／体重【体長】 整数 3 桁 － 

体長／体高／体重【体高】 整数 3 桁 － 

体長／体高／体重【体重】 整数 3 桁 － 

毛色 文字列 30 桁 － 

過去１年以内の訪問国及び訪問期間 
文字列 105 桁 

指定地域から輸入される場合のみ

入力してください。 

連れてくる動物は、指定地域におい

て、１８０日以上又は生まれて以来

飼われていましたか？若しくは、日

本を出国し、指定地域で１８０日未

満しか滞在せずに、再度日本に入国

されますか？ 

リストボックス 
［はい］、［いいえ］、［わからな

い］のいずれかを選択します。 

個体識別情

報（マイク

ロ チ ッ プ

等） 

個体識別方法 ラジオボタン ［マイクロチップ］、［マイクロチッ

プ以外］、［何もしていない］のいず

れかを選択します。 

個体識別番号／マーク 半角英数字 20

桁 
－ 

標識部位 リストボックス 個体識別方法にマイクロチップを

選択した場合には、必ず入力して

ください。 

 

マイクロチップを埋め込んだ部位

をプルダウンから選択してくださ

い。 

マイクロチップの種類（メーカー） リストボックス 個体識別方法にマイクロチップを

選択した場合には、必ず入力してく

ださい。 

 

プルダウンから該当のメーカー名

を選択してください。該当のものが

無い場合には「OTHER」を選択してく

ださい。 

標識年月日【年】 リストボックス 個体識別方法にマイクロチップを

選択した場合には、必ず入力してく

ださい。 

 

マイクロチップを埋め込んだ年月

日をプルダウンから選択してくだ

さい。 

標識年月日【月】 リストボックス 

標識年月日【日】 リストボックス 

マイクロチップの規格 ラジオボタン ［ISO 規格］、［ISO 規格外］、［わか

らない］のいずれかを選択しま

す。 

狂犬病予防

接種（狂犬

予防接種年月日【年】【1】～【10】 リストボックス 狂犬病予防接種の接種年月日をプ

ルダウンから選択してください。直予防接種年月日【月】【1】～【10】 リストボックス 
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項目名 桁数 備考 

病ワクチン

の接種） 

予防接種年月日【日】【1】～【10】 リストボックス 近の（最新の）予防接種年月日のも

のから順番に入力してください。 

有効期限【1】～【10】 リストボックス ワクチンの有効期限については、接

種獣医師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【10】 リストボックス ［不活化］、［その他］、［遺伝子組

換］、［不明］のいずれかから選択

してください。 

予防液の製品名及び製造会社【1】～

【10】 

文字列 40 桁 製品名／製造会社を入力してくだ

さい。 

狂犬病抗体

検査情報 

抗体検査１ 

抗体検査２ 

抗体検査３ 

抗体検査採血年月日【年】 リストボックス 抗体検査のための採血を行った年

月日をリストボックスから選択し

てください。 

抗体検査採血年月日【月】 リストボックス 

抗体検査採血年月日【日】 リストボックス 

抗体価 リストボックス － 

抗体検査機関名称 

－ 

［検索／Search］ボタンを押下し、

検索画面から該当の検査機関名を

選択してください。検査機関名は全

て英語で登録されておりますので

検索時にはご注意ください。 

抗体検査 n のための採血は日本で行

いましたか？ 

リストボックス ［はい］、［いいえ］、［わからな

い］から選択します。 

その他予防

接種情報 

予防接種年月日【年】【1】～【5】 リストボックス 狂犬病以外の予防接種の接種年月

日をプルダウンから選択してくだ

さい。直近の（最新の）予防接種年

月日のものから順番に入力してく

ださい。 

予防接種年月日【月】【1】～【5】 リストボックス 

予防接種年月日【日】【1】～【5】 リストボックス 

有効期限【1】～【5】 リストボックス ワクチンの有効期限については、接

種獣医師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【5】 リストボックス ［検索／Search］ボタンを押下

し、検索画面から該当の予防液の

種類を選択してください。 

予防液の製品名及び製造会社 

【1】～【5】 

文字列 40 桁 製品名／製造会社を入力してくだ

さい。 

仕向先情報 仕向先の情報が届出者と同じ場合に

はこちらにチェックしてください。 

チェック 

ボックス 

仕向先の情報が届出者と同じ場合

はチェックしてください。 

仕向先の情報が荷受人と同じ場合に

はこちらにチェックしてください。 

チェック 

ボックス 

仕向先の情報が荷受人と同じ場合

はチェックしてください。 

仕向先名 － 日本語、英語のどちらでも入力す

ることができます。 

仕向先住所 － 日本語、英語のどちらでも入力す

ることができます。 

備考 動物情報備考 1 － － 

動物情報備考 2 － － 

動物情報備考 3 － － 

入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする

場合はチェックしてください。 

チェックボック

ス 

次の犬や猫等の入力画面に一部の

情報を引き継ぐことができます。 

 

 
項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

動物情報の項番（日） 2 桁 「1」頭目「2」頭目の形式で表示しま

す。 

動物情報の項番（英） 4 桁 The「1st」The「2nd」の形式で表示し

ます。 

抗体検査機関名称 100 桁 抗体検査機関名称を表示します。 

抗体検査機関住所 100 桁 抗体検査機関住所を表示します。 
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項目名 形式 備考 

品種 ヘルプ リンク 

各入力項目の説明を別画面に表示しま

す。 

年齢又は生年月日 ヘルプ リンク 

過去 1 年以内の訪問国及び訪問期間 ヘルプ リンク 

連れてくる動物は、指定地域において、１８０日以

上又は生まれて以来飼われていましたか？若しく

は、日本を出国し、指定地域で１８０日未満しか滞

在せずに、再度日本に入国されますか？ ヘルプ 

リンク 

個体識別方法 ヘルプ リンク 

個体識別番号／マーク ヘルプ リンク 

マイクロチップの種類（メーカー） ヘルプ リンク 

マイクロチップの規格 ヘルプ リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種【予防液の

種類】 ヘルプ 
リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種【予防液の

製品名及び製造会社】 ヘルプ 
リンク 

抗体検査機関名称 ヘルプ リンク 

抗体検査 2：抗体検査 1 より前に行った抗体検査の

うち、一番新しい検査の情報を入力してください。

（採血年月日、検査結果等） ヘルプ 

リンク 

抗体検査 3：抗体検査 2 より前に行った抗体検査の

うち、一番新しい検査の情報を入力してください。

（採血年月日、検査結果等） ヘルプ 

リンク 

その他予防接種情報【予防液の種類】 ヘルプ リンク 

その他予防接種情報【予防液の製品名及び製造会

社】 ヘルプ 
リンク 

犬や猫等の日本での滞在地（仕向先）に関する情報

を入力します。 ヘルプ 
リンク 

入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする

場合はチェックしてください。 ヘルプ 
リンク 

動物情報【訂正指示マーク】 リンク 

各訂正指示の内容を別画面に表示しま

す。 

個体識別情報【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病予防接種【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病抗体検査情報【訂正指示マーク】 リンク 

その他予防接種情報【訂正指示マーク】 リンク 

仕向先情報【訂正指示マーク】 リンク 

備考【訂正指示マーク】 リンク 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）追加欄表

示（▼） 
ボタン 

狂犬病予防接種の追加欄を表示しま

す。 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）追加欄非

表示（▲） 
ボタン 

狂犬病予防接種の追加欄を非表示にし

ます。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 表示（▼） ボタン 
狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 を表

示します。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 非表示（▲） ボタン 
狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 を非

表示にします。 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

清表／Clear ボタン コード欄を空欄にします。 

次の動物へ／Next（Animal） ボタン 
クリックすると、次の動物情報の入力

画面を表示します。 

入力控印刷／Memo Print ボタン 「入力控」を印刷します。 
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項目名 形式 備考 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

基本情報入力へ／Back ボタン 前の画面を表示します。 

届出内容確認へ／Next ボタン 

「 犬 等 輸 入 事 前 届 出 画 面

（Notification）画面（届出内容確認）」

を表示します。 
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キ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了） 

届出情報の登録の完了を知らせる画面です。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

検査申請をする／Application ボタン 検査申請を行います。 

検査申請をしない／Quit ボタン 検査申請を行わず、この画面を閉じます。 

届出書印刷／Notification Print ボタン 「届出書」を印刷します。 
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ク 犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示修正確認画面） 

訂正指示修正内容を確認する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

基本情報の

確認 

パスワード（申請時呼出用） 半角英数字記号 8 桁 － 

パスワード（再入力） 半角英数字記号 8 桁 － 

添付ファイ

ル情報（最

大２個） 

添付するファイル 文字列 35 桁 － 

説明 文字列 40 桁 － 

削除チェック チェックボックス 添付ファイルを削除する場合

は、チェックを入れてください 

届出内容変更理由 文字列 100 桁 － 

 

 

項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

基本情報

(届出内容) 

届出者氏名 70 桁 

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。 

届出者住所 120 桁 

電話番号・FAX・E-MAIL 114 桁 

動物の種類 23 桁 

用途 43 桁 

仕出国（地域） 73 桁 

出発（搭載）予定年月日 10 桁 

出発（搭載）空港（港） 20 桁 

輸送形態 23 桁 

搭載船名／便名 35 桁 

日本到着予定年月日 10 桁 

日本到着予定空港（港） 83 桁 

荷送人氏名・住所 215 桁 

荷受人氏名・住所 230 桁 

備考１・２・３ 304 桁 

動物情報

(届出内容) 

（1～10 頭

目） 

動物情報の項番（日） 2 桁 

動物の名称 40 桁 

性別 11 桁 

品種 63 桁 

年齢又は生年月日 33 桁 

体長／体高／体重 21 桁 

毛色 30 桁 

過去１年以内の訪問国及び訪問期間 105 桁 

指定地域滞在 20 桁 
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項目名 桁数 備考 

個体識別情報（マイクロチップ等） 169 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）１

～１０ 

99 桁 

狂犬病抗体検査情報１～３ 332 桁 

その他予防接種情報１～５ 96 桁 

仕向先名・住所 192 桁 

備考１・２・３ 304 桁 

基本情報

(訂正指示

内容) 

届出者氏名【訂正指示内容】 300 桁 

各訂正指示内容を表示し

ます。 

届出者住所【訂正指示内容】 200 桁 

電話番号・FAX・E-MAIL【訂正指示内容】 200 桁 

動物の種類【訂正指示内容】 100 桁 

用途【訂正指示内容】 200 桁 

仕出国（地域）【訂正指示内容】 200 桁 

出発（搭載）予定年月日【訂正指示内容】 200 桁 

出発（搭載）空港（港）【訂正指示内容】 200 桁 

輸送形態【訂正指示内容】 300 桁 

搭載船名／便名【訂正指示内容】 200 桁 

日本到着予定年月日【訂正指示内容】 200 桁 

日本到着予定空港（港）【訂正指示内容】 200 桁 

荷送人氏名・住所【訂正指示内容】 200 桁 

荷受人氏名・住所【訂正指示内容】 200 桁 

備考１・２・３【訂正指示内容】 300 桁 

動 物 情 報

(訂正指示

内容) 

（1～10 頭

目） 

動物の名称【訂正指示内容】 100 桁 

性別【訂正指示内容】 100 桁 

品種【訂正指示内容】 300 桁 

年齢又は生年月日【訂正指示内容】 100 桁 

体長／体高／体重【訂正指示内容】 100 桁 

毛色【訂正指示内容】 100 桁 

過去１年以内の訪問国及び訪問期間【訂正指

示内容】 

150 桁 

指定地域滞在【訂正指示内容】 150 桁 

個体識別情報（マイクロチップ等）【訂正指示

内容】 

400 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種）１

～１０【訂正指示内容】 

300 桁 

狂犬病抗体検査情報１～３【訂正指示内容】 250 桁 

その他予防接種情報１～５【訂正指示内容】 250 桁 

仕向先名・住所【訂正指示内容】 200 桁 

備考１・２・３【訂正指示内容】 200 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

添付ファイル情報【訂正指示マーク】 リンク 
各訂正指示の内容を別画面に表示します。 

届出内容変更理由【訂正指示マーク】 リンク 

基本情報 
確認・修正 

Modification 
ボタン 「基本情報の確認」を修正します。 

動物情報（1～

10 頭目） 

確認・修正 

Modification 
ボタン 「動物情報の確認」を修正します。 

届出／Notification ボタン 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出

完了）」を表示します。 

参照... ボタン 添付するファイルを選択できます。 

ファイル登録/Add ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして登録します。 

削除／Del ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 
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ケ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（試験研究用の訂正指示修正

確認画面） 

試験研究用の訂正指示修正内容を確認する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

基本情報の

確認 

パスワード（申請時呼出用） 半角英数字記号 8

桁 
－ 

パスワード（再入力） 半角英数字記号 8

桁 
－ 

添付ファイ

ル情報（最

大２個） 

添付するファイル 文字列 35 桁 － 

説明 文字列 40 桁 － 

削除チェック チェックボックス 添付ファイルを削除する場合は、チェッ

クを入れてください 

届出内容変更理由 文字列 100 桁 － 

 

 

項目名 桁数 備考 

登録／届出番号 10 桁 － 

基本情報

(届出内容) 

届出者氏名 70 桁 

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。 

届出者住所 120 桁 

電話番号・FAX・E-MAIL 114 桁 

動物の種類 10 桁 

用途 20 桁 

仕出国（地域） 40 桁 

出発（搭載）予定年月日 10 桁 

出発（搭載）空港（港） 20 桁 

輸送形態 10 桁 

搭載船名／便名 35 桁 

日本到着予定年月日 10 桁 

日本到着予定空港（港） 40 桁 

荷送人氏名・住所 215 桁 

荷受人氏名・住所 230 桁 

備考１・２・３ 304 桁 

動物情報

(届出内容) 

（1～10 頭

目） 

品種 30 桁 

頭数 3 桁 

指定生産飼養施設名称 100 桁 

指定生産飼養施設住所 100 桁 

日本入国条件の確認（個体識別

のためのマイクロチップ又は

入れ墨がある。） 

チェックボック

ス 

日本入国条件の確認（指定生産

施設において生産、飼養されて

いた。） 

チェックボック

ス 

日本入国条件の確認（指定生産

施設において、輸出前 180 日間

は他の犬等の導入が行われて

いない。） 

チェックボック

ス 

日本入国条件の確認（輸出前

180 日間以上（又は出生して以

来）隔離して飼養されていた。） 

チェックボック

ス 

仕向先名・住所 192 桁 

備考１・２・３ 304 桁 

基本情報

(訂正指示

内容) 

届出者氏名【訂正指示内容】 300 桁 

各訂正指示内容を表示します。 

届出者住所【訂正指示内容】 200 桁 

電話番号・FAX・E-MAIL【訂正指

示内容】 

200 桁 

動物の種類【訂正指示内容】 100 桁 

用途【訂正指示内容】 200 桁 
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項目名 桁数 備考 

仕出国（地域）【訂正指示内容】 200 桁 

出発（搭載）予定年月日【訂正

指示内容】 

200 桁 

出発（搭載）空港（港）【訂正指

示内容】 

200 桁 

輸送形態【訂正指示内容】 300 桁 

搭載船名／便名【訂正指示内

容】 

200 桁 

日本到着予定年月日【訂正指示

内容】 

200 桁 

日本到着予定空港（港）【訂正指

示内容】 

200 桁 

荷送人氏名・住所【訂正指示内

容】 

200 桁 

荷受人氏名・住所【訂正指示内

容】 

200 桁 

備考１・２・３【訂正指示内容】 300 桁 

動 物 情 報

(訂正指示

内容) 

（1～10 頭

目） 

品種【訂正指示内容】 200 桁 

頭数【訂正指示内容】 200 桁 

指定生産飼養施設名称【訂正指

示内容】 

200 桁 

指定生産飼養施設住所【訂正指

示内容】 

200 桁 

日本入国条件の確認【訂正指示

内容】 

200 桁 

仕向先名・住所【訂正指示内容】 200 桁 

備考１・２・３【訂正指示内容】 200 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

添付ファイル情報【訂正指

示マーク】 
リンク 

各訂正指示の内容を別画面に表示します。 
届出内容変更理由【訂正指

示マーク】 
リンク 

基本情報 
確認・修正 

Modification 
ボタン 「基本情報の確認」を修正します。 

動物情報

（1～10

頭目） 

確認・修正 

Modification 
ボタン 「動物情報の確認」を修正します。 

届出／Notification ボタン 
「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」

を表示します。 

参照... ボタン 添付するファイルを選択できます。 

ファイル登録/Add ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして登録します。 

削除／Del ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 
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コ 犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示内容照会画面） 

訂正指示内容を照会する画面です。 

 

 

 

項目名 桁数 備考 

届出者情報 届出者氏名動物情報の項番 300 桁 

各訂正指示の内容を表示します。 

届出者住所名前を入力してく

ださい 

200 桁 

電話番号・FAX・E-MAIL 200 桁 

基本情報 動物の種類 100 桁 

用途 200 桁 

仕出国（地域） 200 桁 

輸送情報 出発（搭載）予定年月日 200 桁 

出発（搭載）空港（港） 200 桁 

輸送形態 300 桁 

搭載船名／便名 200 桁 

日本到着予定年月日 200 桁 

日本到着予定空港（港） 200 桁 

荷送／受人

情報 

荷送人氏名・住所 200 桁 

荷受人氏名・住所 200 桁 

備考 備考１・２・３ 300 桁 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル１ 200 桁 

添付ファイル２ 200 桁 

届出内容変

更理由 

届出内容変更理由 200 桁 

動物情報 動物情報の項番（日） 2 桁 

動物情報の項番（英）動物情報

の項番 

4 桁 

動物の名称 100 桁 

性別 100 桁 

品種 300 桁 

年齢又は生年月日 100 桁 

体長／体高／体重 100 桁 

毛色 100 桁 

過去１年以内の訪問国及び訪

問期間 

150 桁 

指定地域滞在 150 桁 
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項目名 桁数 備考 

個体識別情

報（マイク

ロ チ ッ プ

等） 

個体識別情報（マイクロチップ

等） 

400 桁 

狂犬病予防

接種（狂犬

病ワクチン

の接種） 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）１ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）２ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）３ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）４ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）５ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）６ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）７ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）８ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）９ 

300 桁 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）１０ 

300 桁 

狂犬病抗体

検査情報 

狂犬病抗体検査情報１ 250 桁 

狂犬病抗体検査情報２ 250 桁 

狂犬病抗体検査情報３ 250 桁 

その他予防

接種情報 

その他予防接種情報１ 250 桁 

その他予防接種情報２ 250 桁 

その他予防接種情報３ 250 桁 

その他予防接種情報４ 250 桁 

その他予防接種情報５ 250 桁 

仕向先情報 仕向先名・住所 200 桁 

備考 備考１・２・３ 200 桁 

動物情報 

（試験研究

用） 

品種 200 桁 

頭数 200 桁 

指定生産飼養施設名称 200 桁 

指定生産飼養施設住所 200 桁 

日本入国条

件の確認 

（試験研究

用） 

日本入国条件の確認 200 桁 

仕向先情報 

（試験研究

用） 

仕向先名・住所 200 桁 

備考 

（試験研究

用） 

備考１・２・３ 200 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 

 

 


