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2.5 輸入犬等の届出情報・申請情報を再利用する 

輸入犬等の届出情報や申請情報を再利用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 

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 

 

  



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。 

 

・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。 

 

 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。 

 

 新規の届出を行う 

＜新規の輸入事前届出を行う。＞または、＜New advanced notification for import＞リンク

をクリックします。 

 

・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）」 

 

 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 
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 届出情報を入力する 

流用した情報を元に、届出情報を入力します。 

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事項をする」「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。 

 

 

・複数頭数の犬等の届出について、動物検疫所より届出を動物ごとに分けて（２頭を１頭づつ、３頭

を２頭と１頭など）提出するよう指示があった場合に、既に登録済の届出を流用し、連れてくる動

物の頭数の変更（動物情報を削除）をして、別々の動物の届出に分けることができます。 
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イ 届出情報を再利用して新規の輸入申請をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の輸入申請を行うことができます。 

 

・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。。 

 

 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。 

 

 新規の輸入申請を行う 

＜新規の輸入検査申請を行う。＞または、＜New import inspection.＞リンクをクリックしま

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）」 
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 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 
 

 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

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。 
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ウ 届出情報を再利用して新規の輸出申請をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の輸出申請を行うことができます。 

 

・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。 

 

 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。 

 

 新規の輸出申請を行う 

＜新規の輸出検査申請を行う。＞または、＜New export inspection.＞リンクをクリックしま

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）」 

 

 

 

 

 

 

 

 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 
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 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 検査申請をする」を参照して

ください。 

 

入力文字の制限のため、再利用元が輸出申請情報以外の場合、以下の入力項目は輸出申請には流用さ

れませんので、入力画面にて再度入力してください。 

 ・基本情報入力画面の入力項目：荷送人住所氏名、荷受人住所氏名 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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エ 申請情報を再利用して新規の届出をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の届出を行うことができます。 

 

・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。 

 

 新規の届出を行う 

＜新規の輸入事前届出を行う。＞または、＜New advanced notification for import.＞リン

クをクリックします。 

 

・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）」 

 

 

 

 

 

 

 

 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 
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 届出情報を入力する 

流用した情報を元に、届出情報を入力します。 

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。 
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オ 申請情報を再利用して新規の輸入申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸入申請を行うことができます。 

 

・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。 

 

 新規の輸入申請を行う 

＜新規の輸入検査申請を行う。＞または、＜New import inspectison.＞リンクをクリックし

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）」 

 

 

 

 

 

 

 

 再利用する 

再利用する場合は、［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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 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

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。 
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カ 申請情報を再利用して新規の輸出申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸出申請を行うことができます。 

 

・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。 

 

 新規の輸出申請を行う 

＜新規の輸出検査申請を行う。＞または、＜New export inspection.＞リンクをクリックしま

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）」 

 

 

 

 

 

 

 

 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 
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 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 検査申請をする」を参照して

ください。 

 

・入力文字の制限のため、再利用元が輸出申請情報以外の場合、以下の入力項目は輸出申請には流用

されませんので、入力画面にて再度入力してください。 

 ・基本情報入力画面の入力項目：荷送人住所氏名、荷受人住所氏名 
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2.6 輸入犬等に関する書類を印刷する 

任意の届出番号、申請番号に対応する帳票を印刷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・帳票名 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 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書 5.1 イ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書 5.1 ウ 

動物の輸入に関する変更届出書 5.1 エ 

動物の輸入に関する届出受理書 5.1 オ 

入力控 5.1 ア 

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 キ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請 5.1 ク 

犬等指示書 5.1 コ 

犬等の検疫検査結果通知書 5.1 ケ 

訂正指示書 5.1 カ 

 

  



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 届出情報に関する書類を印刷する 

届出情報に関する書類を印刷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。 

 

 印刷したい書類を選択する 

印刷したい書類のリンクをクリックします。 

 

・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）」 

 

 

・届出書／変更届出書は、申請状況が「届出済」「届出変更済」「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、印刷できます。 

・訂正指示書は、申請状況が「届出変更承認済」で、動物検疫所から訂正指示を受けた届出情報を詳

細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・届出受理書は、申請状況が「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、印刷でき

ます。 

・入力控は、申請状況が「保存中」の届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・申請書は、申請状況が「受理書発行済」で、届出に続けて検査申請を行った届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、印刷できます。 
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 PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、書類の PDF ファイルを印刷します。 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する変更届出書」 

「訂正指示書」 

「動物の輸入に関する届出受理書」 

「入力控」 

「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」 
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イ 申請情報に関する書類を印刷する 

申請情報に関する書類を印刷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。 

 

 印刷したい書類を選択する 

印刷したい書類のリンクをクリックします。 

 

・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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・申請書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」の申請情報を詳

細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・指示書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」で、指示書が発

行されている申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・検疫検査結果通知書は、申請状況が「結果登録済」で、まだ印刷されていない通知書がある申請情

報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。（通知書は１回しか印刷できません。） 

・届出書／変更届出書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」

で、届出に続けて検査申請を行った申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

 

 PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、書類の PDF ファイルを印刷します。 

「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」 

「犬等指示書」 

「犬等の検疫検査結果通知書」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する変更届出書」 
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2.7 届出情報を利用して輸入犬等検査の申請事項を登録する 

届出情報を利用して、別の方（利用者 ID が異なる方）が、犬等の輸入に関する事前届出の内

容を登録する方法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 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQY）画面（呼出） 4.6 ア 
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ア 届出情報を呼出して流用する 

届出済みの届出情報を呼出し、入力済みの情報を流用して輸入犬等に関する検査申請事項を動

物検疫関連業務に登録します。 

 

 届出情報の呼出画面を開く 

「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、＜輸入事前届出の情報を利用して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」 

 

 届出情報を呼び出す 

事前に届出した方から通知された［届出受理番号］と［届出情報呼出用パスワード］を入力し、

［呼出／Reference］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）（IQY）画面（呼出）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

                                         2-  99

 

 申請事項を入力する 

「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）」

が開くので、申請事項を入力します。 

以降の操作については、「2.2 輸入犬等検査の申請事項を登録する」を参照してください。 

 

 


