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                                         2-  34

2.2 輸入犬等検査の申請事項を登録する 

犬等の輸入検査申請事項を登録し、動物検疫関連業務で申請を行う際の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 4.1 ク 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基

本情報入力） 

4.6 イ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（動

物情報入力） 

4.6 ウ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（保存の確認登録） 

4.6 オ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保

存の完了） 

4.6 ケ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の確認登録） 4.6 キ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了） 4.6 コ 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請 5.1 カ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請 5.1 キ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力） 

4.6 エ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の保存の確認登録） 

4.6 カ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面 

（試験研究用の申請の確認登録） 

4.6 ク 
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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 

ペット等（試験研究用以外の用途）の犬等の輸入検査申請事項の保存を行います。あくまで仮

登録（申請は行ったことにはならない状態）なので、保存した後で申請事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、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、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

 申請情報の入力画面を開く 

「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、＜新規に輸入検査申請を行う＞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」 
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（申請者向け） 
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 基本情報を入力する 

基本情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本情報入

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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・［検索／Search］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、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・荷送人が申請者と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェックしてくださ

い。］をチェックすると、入力を省略することができます。 

・荷受人が申請者、または荷送人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェ

ックしてください。］または［以下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。］をチェックすると、入力を省略することができます。 

 

 必要に応じて添付ファイル情報と備考を入力する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルがある場合は［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、［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

 

・添付可能なファイルの数は 2 つまで、ファイル容量は 1メガバイトまでです。 

・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） 



動物検疫関連業務利用マニュアル 
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 動物情報（名称、品種等）を入力する 

輸入する動物に関する情報を入力します。 

 
「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（動物情報入

力）」 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・動物情報は最大 10 頭分登録できます。操作 4 から操作 9までの操作を頭数分繰り返してくださ

い。 

 

 動物情報（個体識別情報）を入力する 

個体識別情報を入力します。 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 動物情報（狂犬病予防接種）を入力する 

狂犬病予防接種についての情報を入力します。 

 

 

・狂犬病予防接種年月日欄には、最新の接種年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の接種年月日から順番に表示されます。 

・[▼追加欄を表示／Open additional information]を押下すると、狂犬病予防接種を入力する欄が

表示されます。最大 10 欄まで入力が可能です。 

 

 動物情報（狂犬病抗体検査情報）を入力する 

狂犬病抗体検査についての情報を入力します。 

 

 

・抗体検査採血年月日欄には、最新の採血年月日から順番に入力してください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の採血年月日から順番に表示されます。 

・[▼抗体検査 3 を表示／Open Serological test 3]を押下すると、狂犬病抗体検査情報を入力する

欄が表示されます。最大 3 欄まで入力が可能です。 

 

 動物情報（その他予防接種情報）を入力する 

その他予防接種についての情報を入力します。 

 
 

 動物情報（仕向先情報、備考）を入力する 

仕向先情報、備考を入力し、［保存／Save］ボタンをクリックします。 

 

 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 4 に戻り、入力済みの動物情報を表示

します。ただし、入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができません。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 4 に戻り、続けて新規の動物情報を入

力できます。 

・［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。］をチェックして

［次の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が次の動物情報に反映

されます。 

・[前の画面へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 2 に戻ります。 

 

 入力内容を確認して保存を完了する 

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

す。 

 
「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（保存の確認登録）」 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画

面に戻り、修正することができます。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力内容を

削除することができます。 

 

 保存が完了する 

申請事項の保存が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完

了）」 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請する（本登録する）方法については、「2.4 

ウ 申請情報を追加・修正する」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 ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする 

試験研究用以外の犬等の輸入検査の申請事項を入力して申請します。 

 

 申請事項を入力する 

「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入申請事項を保存する」を参照して、申請事

項を入力します。 

 

 申請する 

動物情報入力画面の［申請／Application］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）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） 

 

 

                                         2-  44

 

 入力内容を確認して申請を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［申請／Application］ボタンをクリックすると、申請が

完了します。 

 
「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の確認登録）」 

 

     

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画

面に戻ります。「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」を参

照して、修正してください。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力内容を

削除することができます。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 輸入検査申請を出力する 

輸入検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］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）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 

 

 メニューに戻る 

出力が完了したら、［閉じる］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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ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する 

試験研究用の犬等の検査申請事項の保存を行います。仮登録（申請は行ったことにはならない

状態）なので、その後も申請事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、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、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

 申請情報の入力画面を開く 

「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、＜新規に輸入検査申請を行う＞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」 
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                                         2-  47

 基本情報を入力する 

基本情報情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本情報入

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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・［検索／Search］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、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・荷送人が申請者と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェックしてくださ

い。］をチェックすると、入力を省略することができます。 

・荷受人が申請者、または荷送人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェ

ックしてください。］または［以下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。］をチェックすると、入力を省略することができます。 

 

 必要に応じて添付ファイル情報と備考を入力する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルがある場合は［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。 

［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。変更理由は届出の変更時に入力します。 

 

 

・添付可能なファイルの数は 2 つまで、ファイル容量は 1メガバイトまでです。 

・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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 動物情報を入力する 

輸入する動物に関する情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力）」 

 

・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

 

 動物情報（仕向先情報）を入力する 

仕向先情報を入力します。 

 

 

・仕向先が申請者、または荷受人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェ

ックしてください。］または［以下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。］をチェックすると、入力を省略することができます。 
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 動物情報（備考）を入力する 

備考を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 

・[前の画面へ]ボタンをクリックすると、操作 2 に戻ります。 

 

 入力内容を確認して保存を完了する 

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

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の保存の確認登録）」 

 

・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画面に戻り、修

正することができます。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 
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 保存が完了する 

申請事項の保存が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完

了）」 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請（本登録）する方法については、「2.5 ウ 申

請情報を追加・修正する」を参照してください。 
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エ 試験研究用の犬等の検査申請をする 

試験研究用の犬等の輸入検査の申請事項を入力して申請します。 

 

 申請事項を入力する 

「2.2 ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する」を参照して、申請事項を入力します。 

 

 申請する 

入力画面の［申請］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 入力内容を確認して申請を完了する 

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

 

「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面 

（試験研究用の申請の確認登録）」 

 

・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画面に戻りま

す。「2.2 ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する」を参照して、修正してください。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 輸入検査申請を出力する 

輸入検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］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）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 

 

 メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 


