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 犬等輸入事前届出情報照会 

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） 

届出情報の詳細画面です。 
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項目名 桁数 備考 

届出情報 登録／届出番号 10 桁 － 

仕出国（地域） 30(×2

行)桁 

日本語 30 バイト、英語 30 バイトで表示し

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(×2

行)桁 

日本語 40 バイト、英語 40 バイトで表示し

ます。 

検査担当動

物検疫所情

報 

検査担当動物検疫所名 40（×2

行）桁 

日本語 40 バイト、英語 40 バイトで表示し

ます。到着空港（海港）を管轄する動物検

疫所名が表示されます。 

電話番号 20 桁 － 

FAX 20 桁 － 

E-MAIL 50 桁 － 

動物情報 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 － 

マイクロチップ（個体識別番号） 20 桁 － 

品種 60 桁 日本語 30 バイト、英語 30 バイトで表示し

ます。 

係留予定期間 16（×2

行）桁 

日本語 16 バイト、英語 16 バイトで表示し

ます。動物検疫所より届出受理書の発行が

あるまでは何も表示されません。 

係留期間判定理由 50（×5

行）桁 

最大 5 つのメッセージを表示します。動物

検疫所より届出受理書の発行があるまでは

何も表示されません。 

判定コード 3（×5 行）

桁 

1 メッセージ、1 コードを表示します。動物

検疫所より届出受理書の発行があるまでは

何も表示されません。 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル 1／説明 40 桁 － 

添付ファイル 2／説明 40 桁 － 
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項目名 形式 備考 

この届出情報の追加・修正を行う。 リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（係留期間確認）」を表示し、表示している

届出情報を追加・修正します。 

訂正指示にもとづき届出内容を修正する。 リンク 
訂正指示にもとづき届出内容を修正しま

す。 

この届出情報の輸入検査申請を行う。 リンク この届出情報の輸入検査申請を行います。 

この届出の取り止めを行う。（保存した場合に

限る） 
リンク 

届出を取り止めします。「保存」ボタンを押

下して届出の仮登録をした場合のみ取り止

めることができます。 

届出書／変更届出書（提出した届出情報を印刷

する。） 
リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

訂正指示書（訂正指示書を印刷する。） リンク 「訂正指示書」を印刷します。 

届出受理書（動物検疫所より通知された受理に

関する情報を印刷する。） 
リンク 「届出受理書」を印刷します。 

入力控（保存した届出情報を印刷する。） リンク 「入力控」を印刷します。 

申請書（通知した申請情報を印刷する）（※届

出に引続き申請手続を行った場合に限る） 
リンク 「輸入検査申請」を印刷します。 

新規の輸入検査申請を行う。 リンク 

「輸入犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情報

を流用して新規の輸入検査申請手続きを行

います。 

新規の輸出検査申請を行う。 リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情報

を流用して新規の輸出検査申請手続きを行

います。 

新規の輸入事前届出を行う。 リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（基本情報入力）」を表示し、表示している

届出情報を流用して新規の届出手続きを行

います。 

Modification of the notification. リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（係留期間確認）」を表示し、表示している

届出情報を追加・修正します。 

Modify the notification according 

to the correction instructions. 
リンク 

訂正指示にもとづき届出内容を修正しま

す。 

Make an application based on 

the notification. 
リンク この届出情報の輸入検査申請を行います。 

Cancel of the notification.(Only you saved) リンク 

届出を取り止めします。「保存」ボタンを押

下して届出の仮登録をした場合のみ取り止

めることができます。 

Notification Print/Modification on 

notification Print 
リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

Correction instructions リンク 「訂正指示書」を印刷します。 

Approval Print リンク 「届出受理書」を印刷します。 

Memo Print リンク 「入力控」を印刷します。 

Application Print リンク 「輸入検査申請」を印刷します。 

New import inspection. リンク 

「輸入犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情報

を流用して新規の輸入検査申請手続きを行

います。 

New export inspection. リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情報

を流用して新規の輸出検査申請手続きを行

います。 

New advanced notification for import. リンク 「犬等輸入事前届出（Notification）画面
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項目名 形式 備考 

（基本情報入力）」を表示し、表示している

届出情報を流用して新規の届出手続きを行

います。 

添付ファイル 1／ファイル名 リンク 
添付ファイルの内容を表示します。 

添付ファイル 2／ファイル名 リンク 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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イ 犬等輸入事前届出情報照会画面（試験研究用） 

試験研究用の届出情報の詳細画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

届出情報 登録／届出番号 10 桁 － 

仕出国（地域） 30 桁 日本語 30 バイトで表示します。 

動物の種類 10 桁 日本語 10 バイト表示します。 

頭数 3 桁 － 

品種 30 桁 日本語 30 バイトで表示します。 

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 バイトで表示します。 

係留予定期間 16 桁 日本語 16 バイトで表示します。動物検疫所よ

り届出受理書の発行があるまでは何も表示さ

れません。 
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項目名 桁数 備考 

係留期間判定理由 50（×5

行）桁 

最大 5 つのメッセージを表示します。動物検

疫所より届出受理書の発行があるまでは何も

表示されません。 

検査担当動

物検疫所情

報 

検査担当動物検疫所名 40 桁 日本語 40 バイトで表示します。到着空港（海

港）を管轄する動物検疫所名が表示されます。 

電話番号 20 桁 － 

FAX 20 桁 － 

E-MAIL 50 桁 － 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル 1／説明 40 桁 － 

添付ファイル 2／説明 40 桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

この届出情報の追加・修正を行う。 リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（係留期間確認）」を表示し、表示してい

る届出情報を追加・修正します。 

訂正指示にもとづき届出内容を修正する。 
リンク 

訂正指示にもとづき届出内容を修正しま

す。 

この届出情報の輸入検査申請を行う。 リンク この届出情報の輸入検査申請を行います。 

この届出の取り止めを行う。 

リンク 

届出を取り止めします。「保存」ボタンを

押下して届出の仮登録をした場合のみ取

り止めることができます。 

この届出情報をもとに輸入の検査申請手続き

を行う。 
リンク 

「輸入犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情

報を流用して新規の輸入検査申請手続き

を行います。 

この届出情報をもとに輸出の検査申請手続き

を行う。 
リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情

報を流用して新規の輸出検査申請手続き

を行います。 

この届出情報をもとに新たな届出を行う。 

リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（基本情報入力）」を表示し、表示してい

る届出情報を流用して新規の届出手続き

を行います。 

提出した届出情報を印刷する。（届出書／変更

届出書） 
リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

訂正指示書（訂正指示書を印刷する。） リンク 「訂正指示書」を印刷します。 

届出受理書（動物検疫所より通知された受理

に関する情報を印刷する。） 
リンク 「届出受理書」を印刷します。 

入力控（保存した届出情報を印刷する。） リンク 「入力控」を印刷します。 

申請書（通知した申請情報を印刷する）（※届

出に引続き申請手続を行った場合に限る） 
リンク 「輸出検査申請」を印刷します。 

新規の輸入検査申請を行う。 

リンク 

「輸入犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情

報を流用して新規の輸入検査申請手続き

を行います。 

新規の輸出検査申請を行う 

リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（基本情

報入力）」を表示し、表示している届出情

報を流用して新規の輸出検査申請手続き

を行います。 

新規の輸入事前届出を行う。 

リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面

（基本情報入力）」を表示し、表示してい

る届出情報を流用して新規の届出手続き

を行います。 
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項目名 形式 備考 

添付ファイル 1／ファイル名 リンク 
添付ファイルの内容を表示します。 

添付ファイル 2／ファイル名 リンク 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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ウ 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） 

検査申請情報の詳細画面です。 
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項目名 桁数 備考 

申請情報 登録／申請番号 10 桁 － 

仕出国（地域） 
30(×2 行)桁 

日本語 30 バイト、英語 30 バイトで表

示します。 

到着年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

到着空港（港） 
40(×2 行)桁 

日本語 2040 バイト、英語 40 バイトで

表示します。 

検査担当動

物検疫所情

報 

検査担当動物検疫所名 

40(×2 行)桁 

日本語 40 バイト、英語 40 バイトで表

示します。到着空港（海港）を管轄す

る動物検疫所名が表示されます。 

電話番号 20 桁 － 

FAX 20 桁 － 

E-MAIL 70 桁 － 

動物情報 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 － 

マイクロチップ（個体識別番

号） 
20 桁 － 

品種 
60 桁 

日本語 30 バイト、英語 30 バイトで表

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。動物検疫所より届出受理書

の発行があるまでは何も表示されま

せん。 

係留期間判定理由 

50（×5 行）桁 

最大 5 つのメッセージを表示します。

動物検疫所より届出受理書の発行が

あるまでは何も表示されません。 

判定コード 

3（×5 行）桁 

1 メッセージ、1 コードを表示します。

動物検疫所より届出受理書の発行が

あるまでは何も表示されません。 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル 1／説明 40 桁 － 

添付ファイル 2／説明 40 桁 － 
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項目名 形式 備考 

この申請情報の追加・修正を行う。 リンク 

「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）」を表示し、表示している申請情報を追

加・修正します。 

この申請の取り止めを行う。（保存した場合

に限る） 
リンク 

申請を取り止めします。「保存」ボタンを押下

して申請の仮登録をした場合のみ取り止める

ことができます。 

申請書（提出した申請書の控えを印刷す

る。） 
リンク 「輸入検査申請」を印刷します。 

指示書（指示書を印刷する。） リンク 「指示書」を印刷します。 

検疫検査結果通知書（動物検疫所より通知

された輸入検査終了に関する情報を印刷す

る。） 

リンク 「検疫検査結果通知書」を印刷します。 

届出書／変更届出書（提出した届出情報を

印刷する。）（※届出に引続き申請手続を行

った場合に限る） 

リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

新規の輸入検査申請を行う。 リンク 

「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）」を表示し、表示している申請情報を流用

して新規の輸入検査申請手続きを行います。 

新規の輸出検査申請を行う。 リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録（Application 

of export）（EQA）画面（基本情報入力）」を

表示し、表示している申請情報を流用して新

規の輸出検査申請手続きを行います。 

新規の輸入事前届出を行う。 リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基

本情報入力）」を表示し、表示している申請情

報を流用して新規の届出手続きを行います。 

Modification of the application リンク 

「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）」を表示し、表示している申請情報を追

加・修正します。 

Cancel of the application（Only you saved） リンク 

申請を取り止めします。「保存」ボタンを押下

して申請の仮登録をした場合のみ取り止める

ことができます。 

Application Print リンク 「輸入検査申請」を印刷します。 

Instruction Print リンク 「指示書」を印刷します。 

The notice that your animal(s) have  

finished the inspection. 
リンク 「検疫検査結果通知書」を印刷します。 

Notification Print/Modification on  

notification Print 
リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

New import inspection. リンク 

「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）」を表示し、表示している申請情報を流用

して新規の輸入検査申請手続きを行います。 

New export inspection. リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録（Application 

of export）（EQA）画面（基本情報入力）」を

表示し、表示している申請情報を流用して新

規の輸出検査申請手続きを行います。 

New advanced notification for import. リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基

本情報入力）」を表示し、表示している申請情

報を流用して新規の届出手続きを行います。 

添付ファイル 1／ファイル名 リンク 
添付ファイルの内容を表示します。 

添付ファイル 2／ファイル名 リンク 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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エ 輸入犬等検査申請情報照会（IIQ）画面（試験研究用） 

試験研究用の検査申請情報の詳細画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

申請情報 登録／申請番号 10 桁 － 

仕出国（地域） 30 桁 日本語 30 バイトで表示します。 

到着年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

到着空港（港） 40 桁 日本語 40 バイトで表示します。 

動物の種類 10 桁 日本語 10 バイト、英語 10 バイトで表示しま

す。 

検査担当動

物検疫所情

報 

検査担当動物検疫所名 40 桁 日本語 40 バイトで表示します。到着空港（海

港）を管轄する動物検疫所名が表示されます。 

電話番号 20 桁 － 

FAX 20 桁 － 

E-MAIL 70 桁 － 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル 1／説明 40 桁 － 

添付ファイル 2／説明 40 桁 － 
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項目名 形式 備考 

この申請情報の追加・修正を行う。 リンク 

「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）」を表示し、表示している申請情報を追

加・修正します。 

この申請の取り止めを行う。 リンク 

申請を取り止めします。「保存」ボタンを押下

して申請の仮登録をした場合のみ取り止める

ことができます。 

申請書（提出した申請書の控えを印刷す

る。） 
リンク 「輸入検査申請」を印刷します。 

指示書（指示書を印刷する。） リンク 「指示書」を印刷します。 

検疫検査結果通知書（動物検疫所より通知

された輸入検査終了に関する情報を印刷す

る。） 

リンク 「検疫検査結果通知書」を印刷します。 

届出書／変更届出書（提出した届出情報を

印刷する。）（※届出に引続き申請手続を行

った場合に限る） 

リンク 「届出書」や「変更届出書」を印刷します。 

新規の輸入検査申請を行う。 リンク 

「輸入犬等検査申請事項登録画面（基本情報

入力）」を表示し、表示している申請情報を流

用して新規の輸入検査申請手続きを行いま

す。 

新規の輸出検査申請を行う。 リンク 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（基本情報

入力）」を表示し、表示している申請情報を流

用して新規の輸出検査申請手続きを行いま

す。 

新規の輸入事前届出を行う。 リンク 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基

本情報入力）」を表示し、表示している申請情

報を流用して新規の届出手続きを行います。 

添付ファイル 1／ファイル名 リンク 
添付ファイルの内容を表示します。 

添付ファイル 2／ファイル名 リンク 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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 輸入犬等検査の届出メニュー 

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

事前届出の取り止め完了画面です。 

 

 

 
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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 輸入犬等検査申請事項登録 

ア 輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQY）画面 

（呼出） 

検査申請事項登録の対象となる届出情報を呼出す画面です。あらかじめ届出者より通知された

届出受理番号とパスワードを入力し、［呼出／Reference］ボタンを押下してください。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

呼出条件 届出受理番号 半角英数

字 10 桁 
－ 

届出情報呼出用パスワード 半角英数

字記号の

み 8 桁 

－ 

 

 
項目名 形式 備考 

呼出／Reference ボタン 

流用する申請情報を呼出し、「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）」

に表示します。 
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イ 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） 

検査申請事項登録の基本情報を入力する画面です。 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 輸入申告等リンク要否 半角英数

字記号の

み 1 桁 

［Y］または空欄で入力します。 

共通管理番号 半角英数

字 10 桁 
－ 

届出受理番号 半角英数

字 10 桁 

届出受理書に記載されている番号を必ず入力

してください。 

申請年月日 半角数字

8 桁 
－ 

申請者氏名【コード】 半角英数

字 10 桁 利用者登録時に入力した氏名が表示されま

す。 申請者氏名【名称】 文字列 70

桁 
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項目名 桁数 備考 

申請者住所 文字列

120 桁 

利用者登録時に入力した住所氏名が表示され

ます。 

電話番号 半角数字

20 桁 

利用者登録時に入力した電話番号が表示され

ます。 

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 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。プルダウンに該当の用途が見つからな

かった場合は、「その他/OTHER」を選択し、そ

の他選択時入力欄に用途を入力してくださ

い。 

用途【その他選択時入力欄】 文字列 20

桁 

仕出国（地域）【コード】 半角英字

2 桁 

検索ボタンを押下し、検索画面から該当する

国名を選択してください。該当の国名が見つ

からなかった場合は、「その他/OTHER」を選択

し、国名を入力してください。 

仕出国（地域）【名称】 文字列 63

桁 

到着空港（港）【コード】 半角英数

字 3 桁 検索ボタンを押下し、検索画面から該当する

空港（海港）名を選択してください。 到着空港（港）【名称】 文字列 83

桁 

到着年月日【年】 リストボ

ックス 

登録日当日及びそれ以前の日付は選択できま

せんのでご注意ください。 

到着年月日【月】 リストボ

ックス 

到着年月日【日】 リストボ

ックス 

AWB／BL 番号  半角英数

字記号の

み 35 桁 

輸送形態が「航空貨物」又は「船舶貨物」の

場合で、「Air Way Bill」又は「Bill of Lading」

が発行されている場合にはその番号を入力し

てください。（分からない場合は入力しなくて

もかまいません。） 

搭載空港（港）【コード】 半角英数

字 5 桁 
検索ボタンを押下し、検索画面から該当する

空港（海港）名を選択してください。名称は

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。 

搭載空港（港）【名称】 半角英数

字記号の

み 20 桁 

輸送形態 ラジオボ

タン 

携帯品、航空貨物、船舶貨物のいずれかを必

ず選択してください。 

搭載船名／便名 文字列 35

桁 

乗り継ぎ便等の複数便名を入力する際にはス

ラッシュ（/）等で区切ってください。 

搭載年月日【年】 リストボ

ックス 

犬等を航空機（船舶）に搭載する予定の年月

日をプルダウンから選択してください。 
搭載年月日【月】 リストボ

ックス 

搭載年月日【日】 リストボ

ックス 

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。【荷送人】 

 

チェック

ボックス 
荷送人の住所氏名が申請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。 

荷送人氏名 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。 

荷送人住所 文字列

143 桁 

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 

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。【荷受人】 

 

チェック

ボックス 
荷受人の住所氏名が申請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。 

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。【荷受人】 

 

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。 

荷受人氏名【コード】 半角英数

字 17 桁 日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 荷受人氏名【氏名】 文字列 70

桁 

荷受人住所 文字列

158 桁 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

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 

添付ファイルのサイズ（容量）は 1 メガバイ

ト以内にしてください。 

説明 文字列 40

桁 
－ 

削除チェック チェック

ボックス 

添付したファイルを削除する場合は該当のフ

ァイルにチェックを入れてください。 

備考 1 文字列

100 桁 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

2 文字列

100 桁 

3 文字列

100 桁 

 

 
項目名 桁数 備考 

基本情報 登録／申請番号 10 桁 － 

添付ファイ

ル情報（最

大 2 個） 

添付するファイル／説明 

【添付ファイル名】 
35 桁 

最大 2 件まで登録できます。 
添付するファイル／説明 

【説明】 
40 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

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 チェックを付けた添付ファイルを削除します。 

次の画面へ／Next ボタン 
「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）」を表示します。 
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ウ 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） 

検査申請事項登録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 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 性別区分

（犬）6

桁 

［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 

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。） 

品種【名称】 

文字列 63

桁 

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。 
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項目名 桁数 備考 

年齢又は生年月日【年齢】【ヶ

月】 

リストボ

ックス 

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。 

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 

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】 実数 3 桁 0,0.1～999 まで入力できます。 

毛色 文字列 30

桁 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

過去１年以内の訪問国及び訪

問期間 

文字列

105 桁 
－ 

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 

基本情報入力画面で連れてくる国に指定地域

を選択した場合には、プルダウンから該当す

る回答を必ず選択してください。 

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」、のいずれかを必ず選択し

てください。 

個体識別番号／マーク 

半角英数

字記号の

み 20 桁 

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。 

 

ハイフン（‐）やアスタリスク（*）は使用せ

ずに英数字のみで入力してください。 

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 

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。 

 

［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

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【予防接種年月日】【年】 

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
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項目名 桁数 備考 

の接種） 狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【予防接種年月日】【月】 

リストボッ

クス 

い。 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【予防接種年月日】【日】 

リストボッ

クス 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【有効期限】 

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。 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【予防液の種類】 

リストボッ

クス 
－ 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その 1】～【その

10】【予防液の製品名及び製造

会社】 

半角英数

字記号の

み 40 桁 

ワクチンの製品名等については接種獣医師に

ご確認ください。 

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プル

ダウン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 

抗体検査の結果、抗体価が 0.5IU/ml 以上かど

うかをプルダウンから選択してください。 

抗体検査機関名称【コード】 

半角英数

字 4 桁 

狂犬病抗体検査を行いましたか？に「はい」

を選択した場合には、必ず入力してください。 

 

検索ボタンを押下し、検索画面から該当の検

査機関名を選択してください。検査期間名は

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【1】～【3】のための

採血は日本で行いましたか？ 

 
リストボ

ックス 

狂犬病抗体検査を行いましたか？に「はい」

を選択した場合には、必ず入力してください。 

 

［はい］、［いいえ］、［わからない］のいずれ

かをプルダウンから選択してください。 

その他予防

接種情報 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防接種年月日】

【年】 

リストボッ

クス 

狂犬病以外の予防接種を受けた年月日をプル

ダウンから選択してください。 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防接種年月日】

【月】 

リストボッ

クス 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防接種年月日】

【日】 

リストボッ

クス 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防接種年月日】

【有効期限】 

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。 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の種類】【コ

ード】 

半角英数

字 3 桁 
検索ボタンを押下し、検索画面から該当する

ワクチンの種類を選択してください。 その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の種類】【名

称】 

半角英数

字記号の

み 25 桁 
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項目名 桁数 備考 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の製品名及

び製造会社】 

文字列 40

桁 

ワクチンの製品名等については接種獣医師に

ご確認ください。 

仕向先情報 申請者と同じ【仕向先】 
チェック

ボックス 

仕向先の住所氏名が申請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 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

備考 1 文字列

100 桁 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

2 文字列

100 桁 

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 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。 

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）【その１】【項番】 

1 桁 
－ 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その２】【項番】 

1 桁 
－ 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その３】【項番】 

1 桁 
－ 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その４】【項番】 

1 桁 
－ 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチ

ンの接種）【その５】【項番】 

1 桁 
－ 

狂犬病抗体

検査情報 

抗体検査機関名称【名称】 100 桁 英語のみを表示します。 

抗体検査機関住所 100 桁 英語のみを表示します。 

その他予防

接種情報 

その他予防接種情報【その１】

【項番】 

1 桁 
－ 

その他予防接種情報【その２】

【項番】 

1 桁 
－ 

その他予防接種情報【その３】

【項番】 

1 桁 
－ 

その他予防接種情報【その４】

【項番】 

1 桁 
－ 

その他予防接種情報【その５】

【項番】 

1 桁 
－ 
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項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

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。 

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。 

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。 

前の画面へ／Back ボタン 前の画面を表示します。 

保存／Save ボタン 
「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）」を表示します。 

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

IQA01）画面（申請の確認登録）」を表示します。 
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エ 輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）

画面（試験研究用の動物情報入力） 

試験研究用の検査申請事項登録の動物情報を入力する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

動物情報 品種【コード】 半角英数

字 5 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。） 

品種【名称】 文字列 30

桁 

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 

検索ボタンを押下し、検索画面から該当の施

設名を選択してください。施設名は全て英語

で登録されておりますので検索時にはご注意

ください。 
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項目名 桁数 備考 

仕向先情報 以下の情報が申請者と同じに

はこちらにチェックしてくだ

さい。【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。 

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。【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 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

備考 1 文字列

100 桁 

日本語、英語のどちらでも入力することがで

きます。 

2 文字列

100 桁 

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【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 英語のみ表示します。 

 

 
項目名 形式 備考 

中止 ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

検索 ボタン コードを検索して入力できます。 

前の画面へ ボタン 前の画面を表示します。 

保存 ボタン 
「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）」を表示します。 

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

IQA01）画面（試験研究用の申請の確認登録）」を表示します。 
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オ 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） 

検査申請事項登録の保存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 申請者氏名【名称】 70 桁 － 

仕出国（地域）【名称】 30(×2

行)桁 
日本語 30 桁、英語 30 桁で表示します。 

搭載船名／便名 35 桁 － 

到着空港（港）【名称】 40(×2

行)桁 
日本語 40 桁、英語 40 桁で表示します。 

到着年月日 10 桁 “YYYY/MM/DD”形式で表示します。 

動物情報（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 日本語 30 桁、英語 30 桁で表示します。 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル】 
35 桁 

最大 2 件まで登録できます。 

添付ファイル／説明【説明】 40 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

基本情報 
修正 

Modification 
ボタン 「基本情報」を修正します。 

動物情報

（1～10

頭目） 

修正 

Modification 
ボタン 対象の「動物情報」を修正します。 

削除 

Deletion 
ボタン 

動物情報が複数ある場合、対象の「添付ファイル情報」を削

除します。 

添付ファ

イル情報 

修正 

Modification 
ボタン 「添付ファイル情報」を修正します。 

保存／Save ボタン 

この内容で申請を行い、「輸入犬等検査申請事項登録

（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完了）」

を表示します。 
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カ 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） 

試験研究用の検査申請事項登録の保存内容を確認する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

基本情報 申請者氏名 70 桁 － 

仕出国（地域） 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

搭載船名／便名 35 桁 － 

到着空港（港） 40 桁 日本語 40 桁で表示します。 

到着年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

動物情報 品種 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

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 － 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル】 

35 桁 

最大 2 件まで登録できます。 

添付ファイル／説明【説明】 40 桁 
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項目名 形式 備考 

中止 ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

基本情報 修正 ボタン 「基本情報」を修正します。 

動物情報 修正 ボタン 「動物情報」を修正します。 

添付ファ

イル情報 
修正 ボタン 「添付ファイル情報」を修正します。 

保存 ボタン 

この内容で申請を行い、「輸入犬等検査申請事項登録

（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完了）」

を表示します。 
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キ 輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の確

認登録） 

検査申請事項登録の申請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 申請者氏名 70 桁 － 

仕出国（地域） 30(×2

行)桁 
日本語 30 桁、英語 30 桁で表示します。 

搭載船名／便名 35 桁 － 

到着空港（港） 40(×2

行)桁 
日本語 40 桁、英語 40 桁で表示します。 

到着年月日 10 桁 “YYYY/MM/DD”形式で表示します。 

動物情報（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 日本語 30 桁、英語 30 桁で表示します。 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル】 
35 桁 

最大 2 件まで登録できます。 

添付ファイル／説明【説明】 40 桁 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

基本情報 
修正 

Modification 
ボタン 「基本情報」を修正します。 

動物情報（1

～10 頭目） 

修正 

Modification 
ボタン 対象の「動物情報」を修正します。 

削除 Deleton ボタン 
動物情報が複数ある場合、対象の「添付ファイル情報」を

削除します。 

添付ファイ

ル情報 

修正 

Modification 
ボタン 「添付ファイル情報」を修正します。 

申請／Application ボタン 

この内容で申請を行い、「輸入犬等検査申請事項登録

（Application of import）（IQA、IQA01）画面（申請の完

了）」を表示します。 
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ク 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） 

試験研究用の検査申請事項登録の申請内容を確認する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

基本情報 申請者氏名 70 桁 － 

仕出国（地域） 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

搭載船名／便名 35 桁 － 

到着空港（港） 40 桁 日本語 40 桁で表示します。 

到着年月日 10 桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

動物情報 品種 30 桁 日本語 30 桁で表示します。 

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 － 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル】 
35 桁 

最大 2 件まで登録できます。 

添付ファイル／説明【説明】 40 桁 
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項目名 形式 備考 

中止 ボタン 入力を中止し、メニュー画面を表示します。 

基本情報 修正 ボタン 「基本情報」を修正します。 

動物情報 修正 ボタン 「動物情報」を修正します。 

添付ファ

イル情報 
修正 ボタン 「添付ファイル情報」を修正します。 

申請 ボタン 

この内容で申請を行い、「輸入犬等検査申請事項登録

（Application of import）（IQA、IQA01）画面（申請の完了）」

を表示します。 
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ケ 輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）

画面（保存の完了） 

検査申請事項登録の保存完了画面です。 

 

 

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

了） 

検査申請事項登録の申請完了画面です。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

申請印刷／Application 

Print 
ボタン 「輸入検査申請」を印刷します。 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 
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 輸入犬等検査の申請メニュー 

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

面 

検査申請の取り止め完了画面です。 

 

 

 
項目名 形式 備考 

閉じる／Close ボタン この画面を閉じます。 

 

 


