
（参考：委任状の例）
年 月 日

Date:

委 任 状
Power of Attorney

私は、下記１の者を代理人と定め、私が所有する下記２の動物の動物検疫に係
る下記３の手続を委任します。

I hereby designate the person below 1. as my attorney and authorize him/her to conduct
the Animal Quarantine procedures relating below 3. for specified animal s below 2.( )
owned by me on behalf of myself.

氏名： （自署）
( )Name: signature

住所：
Address:

電話、 、メールアドレス等）連絡先：（ FAX
Contact Tel, Fax, e-mail:

記

Attorney１．代理人
氏名：
Name:
住所：
Address:

電話、 、メールアドレス等）連絡先：（ FAX
Contact Tel, Fax, e-mail:

２．手続きを委任する動物 ( )Animal s
動物種 ：
Species:
頭数：
Quantity:
品種 ：
Breed:
名前又は特徴（マイクロチップ番号等 ：）
Name or identification i.e. microchip No. :( )
輸出又は輸入予定年月日：

:Date of Departure or Arrival

３．委任する手続き： □輸出検査手続 □輸入検査手続
Delegated Procedure: Export procedures procedures□ □ Import

End of Power of Attorney以上



SAMPLE（参考）記入例
年 月 日２０２０ １ １５

Jan./ 15/ 2020Date:

委 任 状
Power of Attorney

私は、下記１の者を代理人と定め、私が所有する下記２の動物の動物検疫に係
る下記３の手続を委任します。

I hereby designate the person below 1. as my attorney and authorize him/her to conduct
the Animal Quarantine procedures relating below 3. for specified animal s below 2.( )
owned by me on behalf of myself.

（ ）氏名： 自署動検 太郎
( )Name: signatureTaro DOUKEN

神奈川県横浜市原町△－１住所：
-1, Haramachi, Isogo-ku, Yokohama-shi,Address: △

Kanagawa, 235-000 , Japan△
電話、 、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等）連絡先：（ FAX

Contact Tel, Fax, e-mail:
/FAX 045- -×××× aqs@***.**.jp電話 メール○○○ 、

TEL/FAX 045- -×××× e-mail aqs@***.**.jp○○○ 、
記

Attorney１．代理人
検疫 花子氏名：
Hanako KENEKIName:
東京都千代田区霞が関△－△－１住所：

- -1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-895 ,Address: △ △ △
Japan

○○○○連絡先：（電話、 、メールアドレス等）FAX 電話/FAX 03-××××-
hana@***.**.jpメール

TEL/FAX 03-××××- e-mail hana@***.**.jpContact Tel, Fax, e-mail: ○○○○、

２．手続きを委任する動物 ( )Animal s
犬動物種 ：
DogSpecies:
２頭数：
２Quantity:
雑種 ジャーマン シェパード品種 ： (1) (2)

(1)Mix (2)German ShepherdBreed:
3921234567*****名前又は特徴（マイクロチップ番号等 ：） タロウ／

Taro 3921234567*****Name or identifications i.e. microchip No. :( ) ／
２０２０年３月３１日輸出又は輸入予定年月日：
Mar./ 31/ 2020Date of Departure or Arrival:

（ ）３ 委任する手続き： □輸出検査手続 輸入検査手続． ■ 到着後手続のみ
（ ）Delegated Procedure: Export procedures procedures□ ■ Import After arrival

End of Power of Attorney以上


