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NACCS（動物検疫関連業務） 

畜産物の輸入検査申請 

輸出検査申請 

（簡易版マニュアル） 
 

こちらは簡易版マニュアルです。詳細マニュアルは、 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/manual.html 

のページをご確認下さい。 
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11..  NACCS（動物検疫関連業務）を利用する 

11..11  利用を申し込む 

NACCS（動物検疫関連業務）を利用するためには、利用の申込が必要です。 

 
 NACCS（動物検疫関連業務）を初めて利用される方は、まず、動物検疫所ウェブサイトの NACCS（動

物検疫関連業務）のページ（http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/49.html）を表示し、内

容の確認をお願いいたします。NACCS（動物検疫関連業務）を利用する際のご案内（使用する端末の

推奨環境、NACCS（動物検疫関連業務）を操作する時の注意事項等）を記載しています。 

 

アア  利用者情報を登録する 

NACCS（動物検疫関連業務）をはじめて利用するときは、利用規約を確認してから、利用者情

報を登録します。 

動物検疫所ウェブサイトにアクセスし、＜利用申込＞リンクをクリックし、システムを利用す

るための利用者情報登録を行った上で、利用者 ID を取得してください。 

 

11..22  ログイン 

111   システムのログイン画面を開き、利用者 ID とパスワードを入力する 

「ログイン／Login 画面（申請者用）」を開きます。利用者 ID とパスワード、及び［画面認証］

欄の画像に表示されている文字を入力し、［ログイン／Login］ボタンをクリックします。 

 

 

 

※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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・利用規約／プライバシーポリシーを再確認したい方は、＜利用規約／プライバシーポリシー＞をク

リックして、利用規約とプライバシーポリシーを確認してください。 

・＜ヘルプ＞リンクをクリックすると、NACCS（動物検疫関連業務）の利用に関してこれまでに寄せら

れたご質問内容と回答を見ることができます。 

・本システムを利用するには、Web ブラウザの Cookie が有効になっている必要があります。 

・HTTPS（SSL 通信）や Cookie についてエラーが表示される場合は、Web ブラウザの設定を確認してく

ださい。 

○パスワードを忘れたときは 

・パスワードを忘れた場合は、＜パスワードを忘れた方はこちらへ＞をクリックしてください。 

○画像に表示されている数字が読み取れない場合は 

・［画面認証］欄の画像に表示されている数字が読み取れない場合は、＜別の画像を表示 Another Image

＞をクリックしてください。 

 

 
・パスワードを連続して 10 回間違えると、アカウントがロックされ、ログインできなくなります。 

アカウントがロックされた場合は、表示されるメッセージに従って対処してください。 

・［利用者 ID］欄と［パスワード］欄は、大文字と小文字を区別するため、使い分けにご注意ください。

Caps Lock が有効になっていることにより、小文字の代わりに大文字、大文字の代わりに小文字が入

力されていないか注意してください。 

 

222   「申請者メニュー／MENU 画面」が表示される 
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22..  輸入畜産物の検査申請 

22..11  輸入畜産物検査の申請事項を登録する 

輸入畜産物検査の申請情報を入力し、システム上で申請する操作について説明します。 

輸入検査申請書の一時登録と、申請を行うことができます。 

 

 申請時の留意事項 

システムにおける的確な現物検査実施率の適用及び検査手続きの効率化のため、申請の際は、 

  以下の単位を基本とするようご協力をお願いいたします。 

 

 ・抜き打ち検査対象品目のうち、現物検査実施率が異なるものは、品目毎に 1申請としてくだ 

 さい。 

  例）共通部の情報が同じで、畜種が違う、牛（20%）と豚（34％）がある場合。 

 ・仕出国（地域）がオーストラリアであって、検査証明書が電子的に送られてきているもの 

（検査証明書対象品目）は、1検査証明書番号で 1申請としてください。 

 ・BSE 発生国からの牛肉については、申請の 1欄部毎に 1指定処理施設としてください。 

 例）共通部の情報及び畜産物の種類が同じ（冷凍牛肉）で、指定処理指定が A・Bの 2カ所ある 

 場合。1欄目は指定処理施設 Aを、2欄目は指定処理施設 Bの情報を入力する。 

 

 

・輸入畜産物検査申請は、既存の情報を再利用することで入力の手間を省くことができます。詳細 

については、「2.3 オ 情報を再利用して新規の申請をする」を参照してください。 
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アア  申請事項を保存する 

検査申請事項の保存を行います。申請の受理は行われないので、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   畜産物のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「畜産物」の列にある［▼］ボタンをクリックします。 

「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。 

 

 

222   申請情報の入力画面を開く 

申請者メニュー／MENU 画面」の「輸入」の＜検査申請の内容を登録する＞リンクをクリック

します。 
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333   申請情報を入力し、保存する 
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・［検索］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。 

・コードには、「バスケットコード」と呼ばれるものがあります。バスケットコードは、入力する項目

がコード化されていない場合に使用してください。バスケットコードを使用する場合は、名称を必

ず入力してください。 

・［欄内クリア］ボタンをクリックすると、表示中の欄内に入力した情報を全て削除することができま

す。 

・［申請］ボタンをクリックすると、入力した申請情報を申請することができます。 

 

 
項目名 桁数 備考 

共通部情

報 

申請種別 

リストボック

ス 

検査対象品を搭載した船舶（航空機）が日本

に到着する前の申請の場合は、「到着前」を入

力、到着後の申請の場合は、「到着後」を入力

してください。 

共通番号 

【輸入申告等リンク要否】 
半角英字 1桁 

輸入申告等リンク要否を入力します。 

リンク付けする場合：「Ｙ」を入力します。 

リンクをとらない場合：未入力とします。 

リンクを取り止める場合：「Ｎ」を入力します。 

共通番号【共通管理番号】 

半角英数字 10

桁 

共通管理番号を新規に取得する場合は、シス

テムにより自動的に共通管理番号が出力され

ます。 

なお、既に共通管理番号を取得している場合

は、その番号を入力してください。 

申請者氏名【コード】 半角英数字 

10 桁 
システムに登録されている申請者氏名が表示

されます。 
申請者氏名【名称】 文字列 70 桁 

申請者住所 
文字列 120 桁 

システムに登録されている申請者住所が表示

されます。 

保管場所【コード】 半角英数字の

み 5桁 

検査対象品を保管する指定検査場所の「保税

地域コード」を入力します。「保税地域コード」

がない場合、官署各地域ごとの「その他」の

コードを入力します。 

回送申請の場合は、回送申請時の検査対象品

の保管場所を「保税地域コード」で入力しま

す。 

保管場所【名称】 

半角英数字記

号のみ 20 桁 

検査希望年月日 日付 8桁 現物検査を希望する年月日を入力します。 

仕出国（地域）【コード】 半角英字 

のみ 2桁 

検査証明書を発行した輸出国（地域）を「仕

出国（地域）コード」で入力します。「仕出国

（地域）コード」がない場合、「ＺＺ」を入力

します。 

仕出国（地域）【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

Ｂ／Ｌ番号 

半角英数字記

号のみ 35 桁 

貨物のＢ／Ｌ番号またはＡＷＢ番号を入力し

ます。 

輸入申告等リンク要否が「Ｙ」の場合は、入

力必須となります。 

搭載船（機）名 半角英数字記

号のみ 35 桁 

日本到着時の搭載船舶名又は搭載航空機名

（便名）を入力します。 

搭載地【コード】 半角英数字 

のみ 5桁 

日本向けに最初に搭載を行った港名を「ＬＯ

ＣＯＤＥ」で入力します。 

「ＬＯＣＯＤＥ」がない場合「仕出国コード

＋ＺＺＺ」を入力してください。 

積替があった場合は、積替地を入力してくだ

さい。 

搭載地【名称】 

半角英数字記

号のみ 20 桁 
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項目名 桁数 備考 

取卸港【コード】 半角英数字の

み 3桁 

取卸港を「港コード」で入力します。 

「港コード」がない場合は、取卸港名を直接

入力してください。 取卸港【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

搭載年月日 
日付 8桁 

検査対象品を船舶（航空機）に搭載した年月

日を入力します。 

到着年月日 
日付 8桁 

検査対象品を搭載した船舶（航空機）が日本

に到着した年月日を入力します。 

積替地【1】【コード】 半角英数字 

5 桁 

以下の「有」に該当する場合に、積替を行っ

た港名を「ＬＯＣＯＤＥ」で入力してくださ

い。「ＬＯＣＯＤＥ」がない場合「仕出国＋Ｚ

ＺＺ」を入力してください。 

積替無；仕出国（地域）から日本への直行

便（船）の場合 

積替有；上記の積替無に該当しない場合（仕

出国（地域）以外の空海港より積

出した後、日本へ直行した場合も

含みます。） 

「積替地コード」がない場合は、積替地名を

直接入力してください。 

積替地【1】【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

積替地【2】【コード】 半角英数字 

5 桁 

積替地【2】【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

積替地【3】【コード】 半角英数字 

5 桁 

積替地【3】【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

商標【1】 

半角英数字記

号のみ 35 桁 

商標を文字化して入力してください。文字化

が困難な場合は、「AS PER ATTACHED」と入力

し、申請時に提出してください。 

商標【2】 

商標【3】 

商標【4】 

Ａコンテナ・封印 

リスト 

ボックス 

検査対象品を収容するコンテナ等の状況を、

Ａコンテナ（１桁）＋封印（１桁）の２桁で

入力します。 

 

〔海上コンテナの場合〕 

 Ａコンテナ（※）であり、封印を確認した

場合は、「ＹＹ」を入力します。 

 Ａコンテナ（※）であり、封印を確認して

いない場合は、「ＹＮ」を入力します。 

 Ａコンテナ（※）以外の場合は、「ＮＮ」を

入力します。 

 

（※）Ａコンテナとは、輸入畜産物等を収容

する海上コンテナーの取り扱い要領（昭和４

８年９月２９日 ４８動検甲第１３７１号）の

「Ａコンテナー」を指します。 

〔航空コンテナの場合〕 

 金属製又はＦＲＰ製で気密性があり、封印

が可能なものをＡコンテナとみなし、海上コ

ンテナの場合と同様に入力します。 

 

封印確認「Ｙ」とは、輸出国政府機関発行の

検査証明書に記載されている封印が確認でき

た場合をいいます。 

なお、海上コンテナでＡコンテナ以外のもの

（Ｂコンテナ）を検査場所へ輸送する際には、

到着港内であっても家畜防疫官の指示を受け

ることが必要です。 

入庫状況確認 
リスト 

ボックス 

指定検査場所担当者より入庫状況の結果を得

たうえで、別表のコードを用いて入力してく

ださい。 
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項目名 桁数 備考 

Ｈ／Ｃ原本保有 
チェック 

ボックス 

輸出国政府機関発行の検査証明書の原本が日

本にある場合はチェックボックスにチェック

を入れてください。 

回送予定の有無 

リスト 

ボックス 

他港への回送予定がある場合、その方法によ

り以下のコードを選択します。 

「ＹＳ」海路での回送予定の場合 

「ＹＬ」陸路での回送予定の場合 

「ＹＡ」空路での回送予定の場合 

「ＳＬ」海路→陸路での回送予定の場合 

「ＡＬ」空路→陸路での回送予定の場合 

回送予定がない場合は、未入力とします。 

入庫情報受入 

チェック 

ボックス 

入庫状況登録業務（ＩＳＳ）の入力を指定検

査場所担当者に依頼する場合は、チェックし

ます。 

自らが入力する場合は、未入力とします。 

回送先の保管場所 

【動検コード】 
半角英字 2桁 

回送予定の有無欄に入力がある場合は、回送

先の動物検疫所コードを入力します。 

また、検査対象品の保管場所を「保税地域コ

ード」で入力します。「保税地域コード」がな

い場合、各官署各地域ごとの「その他」のコ

ードを入力します。「回送先の保税地域コー

ド」を「その他」で入力した場合は、回送先

の保管場所名を直接入力してください。 

回送先の保管場所 

【コード】 

半角英数字の

み 5桁 

回送先の保管場所【名称】 

半角英数字記

号のみ 20 桁 

分割後申請 
チェック 

ボックス 

動物検疫所の指示により、申請を分割した後、

新たな申請番号を取得して申請する場合にチ

ェックします。 

原申請番号 
半角数字記号

のみ 10 桁 

分割後申請欄にチェックした場合に、分割す

る前の申請番号（原申請番号）を入力してく

ださい。 

備考【1】 文字列 74 桁 
動物検疫所の指導のもと入力してください。 

備考【2】 文字列 74 桁 

荷送／荷

受人情報 

荷受人氏名【コード】 半角英数字 17

桁 

「日本輸出入者標準コード」により荷受人コ

ードまたは、法人番号を入力します。「日本輸

出入者標準コード」または、法人番号にない

場合は、コード欄は空欄とし、名称欄に荷受

人氏名を直接入力してください。 

荷受人氏名【名称】 
半角英数字記

号のみ 70 桁 

荷受人住所【都道府県】 半角英数字記

号のみ 15 桁 

「日本輸出入者標準コード」または、法人番

号にない場合は、荷受人住所（都道府県）（市

区町村）（町域名・番地）（ビル名他）を直接

入力してください。 

荷受人住所【市区町村（行

政区名）】 

半角英数字記

号のみ 35 桁 

荷受人住所【町域名・番地】 半角英数字記

号のみ 35 桁 

荷受人住所【ビル名ほか】 半角英数字記

号のみ 70 桁 

荷送人氏名 半角英数字記

号のみ 70 桁 

荷送人氏名を直接入力してください。 

荷送人住所【Street and 

number/P.O.BOX】 

半角英数字 

のみ 35 桁 

荷送人住所（Street and number/P.O.BOX）

（City name）（Country sub-entity.name）を

直接入力してください。 

荷送人住所【Street and 

number/P.O.BOX】 

荷送人住所【City name】 

荷 送 人 住 所 【 Country 

sub-entity.name】 

添付ファ

イル情報

（最大 5

添付するファイル 文字列 35 桁 最大 5個まで登録できます。 

説明 文字列 40 桁 － 

削除チェック チェック － 
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項目名 桁数 備考 

個） ボックス 

欄部情報

（1～20） 

種類【コード】 半角英数字の

み 10 桁 

検査対象品の「畜産物種類コード（品目コー

ド）」を入力します。入力された品目コードに

より、システムに登録されている種類名が出

力されます。 

種類【名称】 半角英数字記

号のみ 40 桁 

用途【コード】 リストボック

ス 

検査対象品の用途を「用途コード」で入力し

ます。「用途コード」を「その他」を入力した

場合は、用途を直接入力してください。 用途【その他】 文字列 20 桁 

初回／サンプル輸入品 
チェック 

ボックス 

検査対象品が、初回またはサンプル輸入品の

場合は、チェックをします。 

それ以外の場合は、未入力とします。 

数量【数量】 

実数 17 桁 

種類単位の貨物の数量をNET WEIGHTで入力し

ます。 

整数部分は 8 桁以内、小数点以下は四捨五入

により 2 桁以内を入力します。ただし、0.01

に満たないものは、すべて 0.01 と入力してく

ださい。 

また、関係書類に個数のみが記載されている

鶏卵は、50g/個 で換算して入力してくださ

い。また、数量の単位を「数量単位コード」

で入力します。 

数量【単位】 

リスト 

ボックス 

梱包数【梱包数】 整数 8桁 検査対象品の梱包数を入力します。また、梱

包数の単位を「梱包単位コード」で入力しま

す。 

梱包数【単位】 リスト 

ボックス 

仕向地名 

文字列 256 桁 

仕向地名を入力します。 

不明または未定の場合は、その旨を入力して

ください。 

検査証明書番号【1】 

半角英数字記

号のみ 35 桁 

輸出国政府機関発行の検査証明書の番号を入

力します。 

番号が 35 桁を超える場合は、下 35 桁を入力

してください。 

また、証明書未着等で番号が不明の場合は、

未入力とします。 

検査証明書番号【2】 

検査証明書番号【3】 

検査証明書番号【4】 

指定処理施設【1】【コード】 

半角英数字記

号のみ 35 桁 

輸出国政府機関発行の検査証明書に記載され

た指定処理施設番号を入力してください。番

号が複数記載されている場合は、加工施設

（Processing Plant）の番号を入力してくだ

さい。 

（例）1100/03009 

指定処理施設【2】【コード】 

指定処理施設【3】【コード】 

州・地域情報【1】【コード】 半角英数字 

5 桁 

輸出国政府機関発行の検査証明書に記載され

た州・地域を「州・地域コード」で入力しま

す。 

州・地域情報【1】【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

州・地域情報【2】【コード】 半角英数字 

5 桁 

州・地域情報【2】【名称】 半角英数字記

号のみ 20 桁 

備考【1】 

半角英数字記

号のみ 10 桁 

乳製品の場合は、該当するＨＳコード（関税

率表の番号）を入力してください。 

また、ＨＳコードが異なる品目がある場合は、

欄部を分けて入力してください。 

備考【2】 

半角英数字記

号のみ 10 桁 

乳製品のうち、牛以外の偶蹄類動物、馬を使

用した製品で複数の由来畜種がある場合は、

製品の由来畜種を以下の規則を基にアルファ

ベットで入力してください。 
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項目名 桁数 備考 

牛：C、水牛：B、豚：P、めん羊：S、山羊：G、

鹿：D、その他の偶蹄類：O、馬：H 

例） 

めん羊チーズと山羊チーズを同梱：S,G 

牛チーズとめん羊・山羊混合チーズを同梱：

C,SG 

備考【3】 半角英数字記

号のみ 10 桁 
動物検疫所の指導のもと入力してください。 

 

 
項目名 桁数 備考 

共通部情

報 

登録/申請番号 半角英数字記号

のみ 10 桁 

"XXXXXXXX/X"形式で表示します。 

 
項目名 形式 備考 

保存 ボタン 申請事項を保存します。申請は行いません。 

申請 ボタン 申請します。 

保管場所【検索】 ボタン － 

仕出国(地域)【検索】 ボタン － 

搭載地【検索】 ボタン － 

取卸港【検索】 ボタン － 

積替地１【検索】 ボタン － 

積替地２【検索】 ボタン － 

積替地３【検索】 ボタン － 

回送先の保管場所【検索】 ボタン － 

種類【検索】 ボタン － 

指定処理施設１【検索】 ボタン － 

指定処理施設２【検索】 ボタン － 

指定処理施設３【検索】 ボタン － 

州・地域情報１【検索】 ボタン － 

州・地域情報２【検索】 ボタン － 

欄内クリア ボタン 表示している欄部情報の入力内容を全てクリアします。 

 

     別表 入庫状況確認 

        内容 

コード 1 桁目 2 桁目 3 桁目 

ＡＮＰ 

ＩＬＡ・ＩＬＣ業務

で登録したこ

とを示す 

問題なし 

ＡＣＴ コンテナ検査希望 

ＡＯＣ 明細外有り 

ＡＹＹ 

明細外無し 

オーバーショート 

有り 

その他異常有り 

ＡＹＮ その他の異常無し 

ＡＮＹ 
オーバーショート 

無し 
その他の異常有り 
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444   確認画面で再度保存ボタンを押す 

 

555   入力控を印刷する 

申請情報の入力控を出力する場合は、［入力控出力］ボタンをクリックします。 

 

666   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

イイ  申請する 

畜産物等輸入検査の申請情報を入力して申請します。 

111   申請情報を入力する 

「2.1 ア 申請事項を保存する」を参照して、申請情報を入力します。 

222   申請する 

入力画面の［申請］ボタンをクリックします。 
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333   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。 

 

 

・欄部の上にある数字のタブをクリックすると、表示する欄を変更することができます。 

・［修正］ボタンをクリックすると、入力画面に戻ります。 

 

 

 

444   輸入検査申請を印刷する 

輸入検査申請を出力する場合は、［申請印刷］ボタンをクリックします。 

 

 

555   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 
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22..22  輸入畜産物検査の申請情報を照会する 

輸入畜産物検査申請の申請情報を照会する操作について説明します。 

アア  申請情報を検索する 

申請情報を検索する操作について説明します。 

111   一覧画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の［畜産物］の［▼］ボタンをクリックして［畜産物］の項

目を表示させてから、「輸入」の＜検査申請の一覧を照会する＞リンクをクリックします。 

 

 

222   検索条件を入力する 

検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 

・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録/申請番号］欄に登録/申請番号

を入力し、［呼出］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示することができます。申請番号を

入力すると、他の項目に入力があっても無視されます。 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索 

条件 

登録／申請番号 半角英数字記号の

み 10 桁 

照会の対象とする申請番号を入力します。 

回送元の申請情報を照会する場合は、回送元の申請

番号及びＢ／Ｌ番号の両方を入力してください。 

Ｂ／Ｌ番号 半角英数字記号の

み 35 桁 
照会の対象とするＢ／Ｌ番号を入力します。 

申請年月日 日付 8桁 照会の対象とする申請年月日を入力します。 

検査希望年月日 日付 8桁 照会の対象とする検査希望年月日を入力します。 

申請者 半角英数字 10 桁 照会の対象とする申請者のコードを入力します。 

仕出国（地域） 半角数字 2桁 照会の対象とする仕出国（地域）をコードで入力し

ます。 
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項目名 桁数 備考 

現物検査予定年

月日 

日付 8桁 照会の対象とする現物検査予定年月日を入力しま

す。 

保管場所 半角英数字のみ 

5 桁 
照会の対象とする保管場所をコードで入力します。 

証明書発行年月

日 

日付 8桁 
照会の対象とする証明書発行年月日を入力します。 

申請種別 リストボックス 照会の対象とする申請種別（「到着前」「到着後」）を

入力します。 

申請状況／検査

状況 

リストボックス 照会の対象とする申請状況／検査状況を、以下の項

目で選択します（項目後の括弧内は NACCS 端末ソフ

トから業務実施用のコード）。 

 

「登録済（S1）」：ILA 済みの申請を表示する場合 

「申請済（S2）」：ILC 済みの申請を表示する場合 

「変更承認済（S3）」： 

動物検疫所が変更承認済みの申請を表示する場合 

「回送指示済（S4）」： 

動物検疫所が回送指示済の申請を表示する場合 

「取止済（S5）」： 

動物検疫所が申請取止済みの申請を表示する場合 

 

「受理済（K1）」： 

動物検疫所が受理済の申請を表示する場合 

「現検判定未実施（K2）」：動物検疫所が現物検査判

定未実施の申請を表示する場合 

「現検判定済（K3）」：動物検疫所が現物検査判定済

みの申請を表示する場合（現物検査実施・省略がま

とめて表示されます。） 

 

「現物検査実施（K4）」：抜き打ち検査対象品目のう

ち、システムが現物検査実施と判定した申請を表示

する場合 

「現物検査省略（K5）」：抜き打ち検査対象品目のう

ち、システムが現物検査省略と判定した申請を表示

する場合 

 

「結果登録済（K6）」： 

申請結果登録済みの申請を表示する場合 

検索結果

一覧 

出力対象 チェックボックス 
－ 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索結果一

覧 

項番 － － 

回送予定 
－ 

該当する申請情報の申請者欄に登録されているコードが

回送予定なし→ありの順に表示されます。 

申請者 
－ 

該当する申請情報の申請者欄に登録されているコードが

出力されます。 

保管場所 
－ 

該当する申請情報の保管場所欄に登録されているコード

が出力されます。 

仕出国 
－ 

該当する申請情報の仕出国（地域）欄に登録されているコ

ードが出力されます。 

種類 
－ 

該当する申請情報の種類欄に登録されているコード（品目

コードの先頭 6桁）が出力されます。 

申請種別 － 該当する申請情報の申請種別欄に登録されている「到着前
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項目名 桁数 備考 

（B）」または「到着後（A）」のいずれかが、A→Bの順に

出力されます。 

申請状況【申請】 

－ 

システムに登録されている申請の状況が数字で出力され

ます。 

事項登録の場合・・・・・・・・・・「０」 

申請登録の場合・・・・・・・・・・「１」 

申請状況【変更承認】 

－ 

システムに登録されている変更承認の状況が数字で出力

されます。 

変更承認されていない場合・・・・・「０」 

変更承認済の場合・・・・・・・・・「１」 

申請状況【指示】 

－ 

システムに登録されている指示書情報がコードで出力さ

れます。 

なお、該当する申請に対して、複数の指示書が発行されて

いる場合は、もっとも直近の情報となります。 

 

回送指示書発行済の場合・・・・・・・・・・「Ｋ１」 

消毒（外装）指示書発行済の場合・・・・・・「Ｄ１」 

消毒（外装後に現物）指示書発行済の場合・・「Ｄ２」 

消毒（現物のみ）指示書発行済の場合・・・・「Ｄ３」 

消毒（外装＋現物）指示書発行済の場合・・・「Ｄ４」 

  

その他、動物検疫所が焼却・返送等にかかる指示等をシス

テムに登録した場合も、この欄で確認することができま

す。その他のコードについては、申請先動物検疫所にお問

合せください。 

申請状況【申請時】

【Ａ封】【入庫】 
－ 

ILA 業務の Aコンテナ・封印欄及び入庫状況確認欄に登録

された情報が出力されます。 

申請状況【入庫時】

【Ａ封】【入庫】 
－ 

ISS 業務のＡコンテナ・封印欄及び入庫状況確認欄に登録

された情報がコードで出力されます。 

検査状況【書類】 

－ 

システムに登録されている書類審査結果が数字で出力さ

れます。 

 

合格の場合・・・・・・・・・・・・・・「１」 

法第４０条２項品の場合（書類審査結果は、申請先動物検

疫所に確認してください。・・・・・・・「２」 

上記以外の場合・・・・・・・・・・・・「３」 

検査状況【現検】 

－ 

システムに登録されている現物検査実施・省略の判定結果

が数字で出力されます。現物検査が省略の場合は「１」、

実施の場合は「２」または「３」です。「４」の場合は、

申請先動物検疫所に指示を受けてください。 

  

判定未実施の場合・・・・・・・・・・・・・・・「０」 

抜き打ち検査対象品目で、現物検査省略の場合・・「１」 

抜き打ち検査対象品目であるか否かにかかわらず、家畜防

疫官が現物検査を実施と判断した場合・・・・・・「２」 

抜き打ち検査対象品目で、現物検査実施の場合・・「３」 

法第４０条２項品の場合（現物検査の実施・省略は、申請

先動物検疫所に確認してください。・・・・・・・「４」 

検査状況【結果】 

－ 

システムに登録されている検査結果が数字で出力されま

す。 

 

合格の場合・・・・・・・・・・・「１」 

不合格の場合・・・・・・・・・・「２」 

保留の場合・・・・・・・・・・・「３」 

非該当品であった場合・・・・・・「４」 
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  検査申請一覧照会における検索条件の入力方法について 

① 検索条件項目の必須／任意入力について 

 「登録／申請番号」；登録／申請番号毎に呼出す際に入力します。当該項目に入力がある場合は、他項目の入力は必要ありません。ただし、回送元申請呼

出の際には、Ｂ／Ｌ（ＡＷＢ）番号が必要となります。 

  その他の項目  ；いずれか１項目のみ必須入力です。状況に応じて自由に検索条件を設定することができます。    

② 各種年月日の検索条件について 

  年月日での検索のほか、月単位でも検索することができます。検索条件は、年月まで（例：200801）の入力となります。 

③ 申請状況／検査状況の項目について 

  選択した項目により、申請及び検査の進捗を確認することができます。（各項目ごとに○の状態にある申請が表示されます。）現物検査実施・省略の判定

後であれば、現検判定済、現物検査実施、現検判定省略のいずれかの状況を選択することで、現物検査の実施・省略を確認することができます。この際、「現

物 検査予定年月日」欄とあわせることにより、『翌日検査予定・現物検査実施の申請をまとめて表示する』等の使い方をすることもできます。 

検索結果一覧項目名 変更 指示 書類

項目名（括弧内はNACCS用コード） 事項登録 申請 変更承認 回送指示等 書類 未実施 省略 実施 結果登録 取止

○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

申請 結果

回送指示済（S4）

現検

登録済（S1）

申請済（S2）

変更承認済（S3）

結果登録済（K6）

取止済（S5）

受理済（K1）

現検判定未実施（K2）

現検判定省略（K5）

現物検査実施（K4）

現検判定済（K3）
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333   一覧が表示される、申請情報を選択する 

検索結果一覧に、条件に一致する申請情報の一覧が表示されます。 

詳細を確認したい申請情報の＜登録／申請番号＞リンクをクリックします。 

 

 

・検索結果の件数が多いときは、＜前の 20 件／Back＞リンクと＜次の 20 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 
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444   申請情報の詳細が表示される 

クリックした申請番号の申請情報が表示されます。 
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イイ  照会した申請の一覧表を印刷する 

検索した申請情報の一覧表を印刷することができます。 

111   検索結果の一覧を表示する 

「2.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、検索結果の一覧を表示します。 

222   一覧表を印刷する 

［一覧印刷］ボタンをクリックします。 

 

333   PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、輸入畜産物検査申請一覧の PDF ファイルを印刷します。 
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22..33  輸入畜産物検査の申請メニューを利用する 

申請メニューを使った操作について説明します。 

アア  保存した申請情報を修正する 

保存した申請情報は、修正したり、申請することができます。再度、保存することもできます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、保存した申請情報の詳細を表示します。 

 

・「輸入畜産物検査申請一覧照会（ILI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［事項登録済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に保存された申請情報を表示することができます。 

 

222   申請メニューから［事項変更（ILB）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［事項変更（ILB）］をクリックします。 

 

・申請状態が［事項登録済］の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、申請メニューに［事項変更

（ILB）］が表示されます。 

 

 

 

333   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア 申請事項を保存する」「2.1 イ 申請する」を参照してくださ

い。 
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イイ  申請を登録する 

保存している申請事項を申請します。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 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。 

 

・「輸入畜産物検査申請一覧照会（ILI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［事項登録済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に保存された申請情報を表示することができます。 

 

222   申請メニューから［申請登録（ILC）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請登録（ILC）］をクリックします。 

 

・申請状態が「事項登録済」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、申請メニューに［申請登録

（ILC）］が表示されます。 

 

 

 

333   申請事項を確認し申請する 

申請事項を確認して、申請します。 

以降の操作については、「2.1 イ 申請する」を参照してください。 
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ウウ  変更承認された申請情報を変更する 

変更を承認された検査申請について、申請事項を変更します。 

 

・申請済みの申請情報を変更して申請するには、動物検疫所による変更承認が行われている必要があ

ります。 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、変更承認された申請情報の詳細を表示します。 

 

・「輸入畜産物検査申請一覧照会（ILI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［変更承認済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に変更承認された申請情報だけを表示することができます。 

 

222   申請メニューから［申請変更（ILD）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請変更（ILD）］をクリックします。 

 

・申請状態が「変更承認済」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、申請メニューに［申請変更

（ILD）］が表示されます。 

 

 

333   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア 申請事項を保存する」「2.1 イ 申請する」を参照してくださ

い。 
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エエ  入庫状況を登録する 

輸入畜産物の入庫状況を登録することができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

 

・申請者の他に、申請情報の「保管場所」の指定検査場所担当者もこの操作を行うことができます。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 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。 

 

・指定検査場所担当者の場合は「申請者メニュー／MENU 画面」の＜検査申請の一覧を照会する＞リン

クではなく、「指定保管場所メニュー画面」の＜入庫状況を登録する＞リンクから、申請情報を検索

します。 

 

222   申請メニューから［入庫状況登録（ISS）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［入庫状況登録（ISS）］をクリックします。 

 

333   貨物到着時情報を入力する 

貨物到着時情報を入力します。 

 

 

・申請時の情報は、初期表示されます。 

 

444   欄部情報を入力する 

欄部情報を入力します。欄部情報の入力欄の上にある数字のタブをクリックすると、入力する

欄を変更することができます。 
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555   明細外検査対象品についての情報を入力する 

明細外の検査対象品についての情報やその他の貨物情報があれば入力します。また、入庫が完

了したことを確認した場合は、「入庫状況確認済み」チェックボックスをチェックしてから、［登

録］ボタンをクリックします。 

 

666   入力内容を確認して登録する 

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

 

 

・［戻る］ボタンをクリックすると、入力画面に戻って入力内容を修正することができます。 
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777   指定検疫物票を印刷する 

指定検疫物票を印刷する場合は、［指定検疫物票印刷］ボタンをクリックして印刷します。 

 

888   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

オオ  情報を再利用して新規の申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の申請を行うことができます（回送先で回送申請を上げる

場合にも［申請再利用］ボタンを使用します）。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 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。 

申請メニューから［申請再利用］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請再利用］をクリックします。 

 

申請情報を修正する 

申請情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア 申請事項を保存する」「2.1 イ 申請する」を参照してくださ

い。 
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22..44  輸入畜産物検査の帳票メニューを利用する 

任意の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。 

アア  帳票を出力する 

申請の状況に応じて、任意の帳票を印刷することができます。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「2.2 ア 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。 

 

・申請情報の「保管場所」の指定検査場所担当者の場合は「申請者メニュー／MENU 画面」の＜検査申

請の一覧を照会する＞リンクではなく、「指定保管場所メニュー画面」の＜入庫状況を登録する＞リ

ンクから、申請情報を検索します。 

 

222   帳票メニューから出力したい帳票を選択する 

［帳票メニュー］ボタンをクリックし、出力したい帳票をクリックします。 

 

 

・申請情報の「保管場所」指定検査場所担当者の場合は、帳票メニューに［指定検疫物票］のみが表

示されます。 

・汎用指示書の出力が可能な申請情報を表示していて、まだ出力していない場合のみ、帳票メニュー

に[汎用指示書]が表示されます。 

・合格で結果登録され、合格通知書の出力が可能な申請情報を表示していて、まだ出力していない場

合のみ、帳票メニューに［動物検疫検査合格通知書］が表示されます。 

・合格で結果登録され、非該当通知書の出力が可能な申請情報を表示していて、まだ出力していない

場合のみ、帳票メニューに［検疫検査非該当通知書］が表示されます。 

・申請済以降の申請情報を表示しているときのみ、帳票メニューに［輸入検査申請］と［指定検疫物

票］が表示されます。 

 

333   PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、帳票の PDF ファイルを印刷します。 
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33..  輸出畜産物の検査申請 

33..11  輸出畜産物検査の申請事項を登録する 

輸出畜産物検査の申請情報を入力し、システム上で申請する操作について説明します。 

輸出検査申請書の一時登録と、申請を行うことができます。 

アア  申請事項を保存する 

検査申請事項の保存を行います。申請の受理は行われないので、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   畜産物のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「畜産物」の列にある［▼］ボタンをクリックします。 

「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。 

 
 

222   申請情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「輸出」の＜検査申請の内容を登録する＞リンクをクリック

します。 
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333   申請情報を入力し保存する 
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・［検索］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。 

・コードには、「バスケットコード」と呼ばれるものがあります。バスケットコードは、入力する項目

がコード化されていない場合に使用してください。バスケットコードを使用する場合は、名称を必

ず入力してください。 

・添付ファイルは、2ファイルつけることができます。1ファイルの容量は 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］の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。 

・［欄内クリア］ボタンをクリックすると、表示中の欄内に入力した情報を全て削除することができま

す。 

・［申請］ボタンをクリックすると、入力した申請情報を申請することができます。 

 

 
項目名 桁数 備考 

共通部情報 申請者氏名【コード】 半角英数字 10桁 
システムに登録されている申請者コード及び

氏名が表示されます。 
申請者氏名【名称】 半角英数字記号

のみ 70 桁 

申請者住所 半角英数字記号

のみ 120 桁 

システムに登録されている申請者住所が表示

されます。住所は修正することができます。 

申請者電話番号 半角数字記号の

み 11 桁 

システムに登録されている電話番号が表示さ

れます。 

申請先動物検疫所 

【コード】 

半角英数字記号

のみ 2桁 

申請先動物検疫所コードを入力します。申請

番号が払い出された後は変更できません。 

申請先動物検疫所 

【名称】 文字列 40 桁 

入力した動物検疫所コードによりシステムに

登録されている動物検疫所名が出力されま

す。入力はできません。 

検査希望年月日 日付 8桁 輸出検査を希望する年月日を入力します。 

検査希望時間帯 

リストボックス 

輸出検査を希望する時間帯を入力します。 

検査希望時間帯が午前の場合は「ＡＭ」、午後

の場合は、「ＰＭ」を入力してください。 

貸物所在地【コード】 

半角英数字 5桁 

検査対象品の所在地または検査希望場所を

「保税地域コード」で入力します。「保税地域

コード」がない場合、官署各地域ごとの「そ

の他」のコード（○○WWW）を入力します。 

 

税関の保税倉庫でない（「保税地域コード」が

ない）場合は、「WAREH」を入力してください。 

 

貨物所在地コードに「○○WWW」、「WAREH」の

いずれかを入力した場合は、貨物所在地名を

直接入力してください。 

 

「貨物所在地」欄または「検査場所」欄とど

ちらか一方の項目に入力が必要です。 

貸物所在地【名称】 
半角英数字記号

のみ 20 桁 

検査希望場所【コード】 

半角英数字 5桁 

検査希望場所【名称】 

半角英数字記号

のみ 20 桁 

仕向国（地域）【コード】 
半角英字 2桁 

仕向国コードを「仕出国（地域）コード」で

入力します。コード表にない場合は、バスケ

ットコード「ZZ」を入力します。 

「仕向国（地域）コード」にバスケットコー

ド（ZZ）を入力した場合は、仕向国（地域）

名を直接入力してください。 

仕向国（地域）【名称】 
半角英数字記号

のみ 20 桁 
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項目名 桁数 備考 

搭載予定年月日 日付 8桁 検査対象品の搭載予定年月日を入力します。 

搭載港【コード】 半角英数字 3桁 搭載港を「LOCODE」の下３桁で入力します。

「搭載港コード」がない場合は、搭載港名を

直接入力してください。 
搭載港【名称】 半角英数字記号

のみ 20 桁 

輸送形態 
リストボックス 

「船舶貨物」「航空貨物」「携帯品」「郵便物」

を入力します。 

搭載船（機）名 半角英数字記号

のみ 35 桁 

搭載船名または搭載機名（便名）を入力しま

す。 

ＡＷＢ番号（航空貨物の

み） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 
ＡＷＢ番号を入力します。 

商標【1】 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

商標を文字化して入力してください。文字化

が困難な場合は、「AS PER ATTACHED」と入力

し、申請書にコピーを添付して提出してくだ

さい。 

商標【2】 

商標【3】 

商標【4】 

関係書類の有無 

ラジオボタン 

申請書に添付する関係書類（と畜場の証明等）

がある場合は「有」、無い場合は「無」を選択

します。 

送付方法 

リストボックス 

申請書に添付する関係書類がある場合、 「動

物検疫所の窓口に直接提出」「添付ファイル」

「郵送」「メール」「ＦＡＸ」「その他」を選択

します。 

備考【1】～【3】 文字列 74 桁 動物検疫所の指導のもと入力してください。 

荷送/荷受

人情報 

荷送人氏名【コード】 
半角英数字 12桁 

「日本輸出入者標準コード」により荷受人符

号を入力します。「日本輸出入者標準コード」

にない場合は、コード欄は空欄とし、名称欄

に荷受人氏名を直接入力してください。 

荷送人氏名【名称】 半角英数字記号

のみ 70 桁 

荷送人住所（都道府県） 半角英数字記号

のみ 15 桁 

「日本輸出入者標準コード」にない場合は、

荷受人住所（都道府県）（市区町村）（町域名・

番地）（ビル名他）を直接入力してください。 

荷送人住所（市区町村

（行政区名）） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

荷送人住所（町域名・番

地） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

荷送人住所（ビル名ほ

か） 

半角英数字記号

のみ 70 桁 

荷受人氏名（英語） 半角英数字記号

のみ 70 桁 
荷送人氏名を直接入力してください。 

荷 受 人 住 所 （ 英 語 ）

（Street and number/ 

P.O.BOX） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

荷送人住所（Street and number/P.O.BOX）

（City name）（Country sub-entity.name）を

直接入力してください。 

荷 受 人 住 所 （ 英 語 ）

（Street and number/ 

P.O.BOX） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

荷受人住所（英語）（City 

name） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

荷 受 人 住 所 （ 英 語 ）

（Country sub-entity. 

name） 

半角英数字記号

のみ 35 桁 

添付ファイ

ル情報 

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 

【削除 1】【削除 2】 

チェック 

ボックス 
－ 

欄部情報 種類【コード】 
半角英数字 10桁 

検査対象品の「畜産物種類コード（品目コー

ド）」を入力します。入力された品目コードに

より、システムに登録されている種類名が出

力されます。 

種類【名称】 半角英数字記号

のみ 40 桁 
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項目名 桁数 備考 

品名その他（英語） 

半角英数字記号

のみ 70 桁 

種類コードに対応する種類名以外の名称があ

る場合に入力します。 

この項目へ入力した場合は、輸出検疫証明書

の「物品の種類」欄には「種類名」ではなく、

この内容が出力されます。 

種類コードが「0000990000（その他）」の場合

は、必須入力となります。 

用途【コード】 リストボックス 検査対象品の用途を「用途コード」で入力し

ます。「用途コード」を「その他」を入力した

場合は、用途を直接入力してください。 

用途【その他】 半角英数字記号

のみ 20 桁 

数量【数量】 

実数 11 桁 

種類単位の貨物の数量をNET WEIGHTで入力し

ます。 

整数部分は 8 桁以内、小数点以下は四捨五入

により 2 桁以内を入力します。ただし、0.01

に満たないものは、すべて 0.01 と入力してく

ださい。 

また、関係書類に個数のみが記載されている

鶏卵は、50g/個で換算して入力してください。

また、数量の単位を「数量単位コード」で入

力します。 

数量【単位】 

リストボックス 

梱包数【梱包数】 整数 6桁 検査対象品の梱包数を入力します。また、梱

包数の単位を「梱包単位コード」で入力しま

す。 

梱包数【単位】 
リストボックス 

容器包装の種類 
半角英数字記号

のみ 70 桁 

容器包装の種類を入力します。 

数量内訳等 数量、梱包数の内訳を入力します。 

仕入地 検査対象品の仕入地名を入力します。 

買付又はひき付経路 
文字列 70 桁 

検査対象品の買付又はひき付経路を入力しま

す。 

仕入年月日 日付 8桁 検査対象品の仕入れ年月日を入力します。 

伝染性疾病の有無 
文字列 70 桁 

仕入地買付時における家畜の伝染性疾病の有

無を入力します。 

備考【1】～【3】 半角英数字記号

のみ 10 桁 
動物検疫所の指導のもと入力してください。 

 

 
項目名 桁数 備考 

共通部情報 登録／申請番号 － － 

 添付ファイル／説明 1、2【添付ファイル名】 35 桁 
－ 

添付ファイル／説明 1、2【説明】 40 桁 

 
項目名 形式 備考 

保存 ボタン 入力した検査申請事項を申請せずシステムに保存します。 

申請 ボタン 入力した検査申請事項を申請します。 

申請先動物検疫所【検索】 ボタン － 

貨物所在地【検索】 ボタン － 

検査希望場所【検索】 ボタン － 

仕向国（地域）【検索】 ボタン － 

搭載港【検索】 ボタン － 

追加/Add ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして追加します。 

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。 

欄内クリア ボタン 表示している欄部情報の入力内容を全てクリアします。 

種類【検索】 ボタン － 
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444   入力内容を確認して保存を完了する 

［保存］ボタンをクリックすると、保存が完了します。 

 

 

・欄部の上にある数字のタブをクリックすると、表示する欄を変更することができます。 

・［修正］ボタンをクリックすると、入力画面に戻ります。 

 

555   入力控を印刷する 

申請情報の入力控を印刷する場合は、［入力控印刷］ボタンをクリックします。 

 

666   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

・一時保存した申請情報を修正または申請する方法については、「3.3 ア 保存した申請情報を修正す

る」を参照してください。 
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イイ  申請する 

輸出畜産物等検査の申請情報を入力して申請します。 

111   申請情報を入力する 

「3.1 ア 申請事項を保存する」を参照して、申請情報を入力します。 

222   申請する 

入力画面の［申請］ボタンをクリックし、確認画面にて再度[申請]ボタンをクリックすると、

申請が完了します。 

 

 

 

・欄部の上にある数字のタブをクリックすると、表示する欄を変更することができます。 

・［修正］ボタンをクリックすると、入力画面に戻ります。 

444   輸出検査申請を印刷する 

輸出検査申請を印刷する場合は、［申請印刷］ボタンをクリックします。 

 

555   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 
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33..22  輸出畜産物検査の申請情報を照会する 

輸出畜産物検査申請の申請情報を照会する操作について説明します。 

アア  申請情報を検索する 

申請情報を検索する操作について説明します。 

111   一覧画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の［畜産物］の［▼］ボタンをクリックして［畜産物］の項目

を表示させてから、「輸出」の＜検査申請の一覧を照会する＞リンクをクリックします。 

 

222   検索条件を入力する 

検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 

・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録/申請番号］欄に登録/申請番号

を入力し、［検索］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示することができます。申請番号を

入力すると、他の項目に入力があっても無視されます。 

 

 
以下の入力項目のうち、年月日を入力する箇所は、日付だけでなく月単位での照会も可能です。 

 例１ ＹＹＹＹＭＭＤＤ  /   例２ ＹＹＹＹＭＭ 

       西暦 年 月  日     /         西暦 年 月 

         項目名 桁数 備考 

検索条件 登録／申請番号 半角英数字記号

のみ 10 桁 
照会の対象とする申請番号を入力します。 

申請年月日 日付 8桁 照会の対象とする申請年月日を入力します。 

日付だけでなく月単位での照会も可能です。 

検査希望年月日 日付 8桁 照会の対象とする検査希望年月日を入力します。 

日付だけでなく月単位での照会も可能です。 

申請者 半角英数字 10桁 自らの申請者コードが初期表示されます。 

仕向国（地域） 半角英字 2桁 照会の対象とする仕出国（地域）をコードで入力し

ます。 

検査予定年月日 日付 8桁 照会の対象とする検査予定年月日を入力します。 

日付だけでなく月単位での照会も可能です。 
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         項目名 桁数 備考 

検査予定場所 半角英数字 5桁 照会の対象とする検査予定場所をコードで入力しま

す。 

証明書発行 

年月日 

日付 8桁 照会の対象とする証明書発行年月日を入力します。 

日付だけでなく月単位での照会も可能です。 

申請状況／検査

状況 

リストボックス 照会の対象とする申請状況／検査状況を、以下の項

目で選択します（項目後の括弧内は NACCS 端末ソフ

トから業務実施用のコード）。 

 

「登録済（S1）」：EMA 済みの申請を表示する場合 

「申請済（S2）」：EMC 済みの申請を表示する場合 

「変更承認済（S3）」： 

動物検疫所が変更承認済みの申請を表示する場合 

「取止済（S4）」： 

動物検疫所が申請取止済みの申請を表示する場合 

「受理済（K1）」： 

動物検疫所が受理済の申請を表示する場合 

「結果登録済（K2）」： 

申請結果登録済みの申請を表示する場合 

検索結果 

一覧 

出力対象 チェック 

ボックス 
－ 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索結果一

覧 

項番 － 一連の番号が出力されます。 

申請者 － 自らの申請者コードが出力されます。 

検査状況（受理） 

－ 

システムに登録されている動物検疫所における受理

の状況が数字で出力されます。 

受理していない場合・・・・・・・「０」 

受理済の場合・・・・・・・・・・「１」 

検査状況（現物検査） 

－ 

システムに登録されている現物検査実施・省略の結

果が数字で出力されます。申請した検査対象品が、

現物検査を実施するか省略となるかはこの欄で確認

することができます 

現物検査実施の場合・・・・・・・「１」 

現物検査省略の場合・・・・・・・「２」 

検査状況（結果） 

－ 

システムに登録されている検査結果が数字で出力さ

れます。 

合格の場合・・・・・・・・・・・「１」 

その他の場合・・・・・・・・・・「２」 

検査予定年月日 － 現物検査予定年月日が表示されます。 

検査予定場所 － 検査予定場所がコードで出力されます。 

仕向国 
－ 

該当する申請情報の仕向国（地域）欄に登録されて

いるコードが出力されます。 

種類 
－ 

該当する申請情報の種類欄に登録されているコード

（品目コードの先頭 6桁）が出力されます。 

貨物所在地 
－ 

該当する申請情報の貨物所在地欄に登録されている

コードが出力されます。 

検査希望場所 
－ 

該当する申請情報の検査希望場所欄に登録されてい

るコードが出力されます。 

申請状況（申請） 

－ 

システムに登録されている申請の状況が数字で出力

されます。 

事項登録の場合・・・・・・・・・・「０」 

申請登録の場合・・・・・・・・・・「１」 
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項目名 桁数 備考 

申請状況（変更承認） 

－ 

システムに登録されている変更承認の状況が数字で

出力されます。 

変更承認されていない場合・・・・・「０」 

変更承認済の場合・・・・・・・・・「１」 

表示件数 － － 

検索結果件数 － － 

 

 
項目名 形式 備考 

検索 ボタン ［検索条件］に設定した内容で検索を行います。 

全てチェック ボタン 全ての［出力対象］欄をチェックします。 

全てはずす ボタン 全ての［出力対象］欄のチェックを外します。 

更新 ボタン ［検索条件］を使って一覧の表示内容を更新します。 

登録／申請番号 リンク 
クリックした登録／申請番号に対応する情報を「輸出畜産物検査

申請情報照会（EIM）画面」に表示します。 

前の 20 件／Back リンク クリックすると、前のページを表示します。 

次の 20 件／Next リンク クリックすると、次のページを表示します。 

一覧印刷 ボタン 「輸出畜産物検査申請一覧」を印刷します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 

 

333   一覧が表示される、申請書情報を選択する 

検索結果一覧に、条件に一致する申請情報の一覧が表示されます。 

詳細を確認したい申請情報の＜登録／申請番号＞リンクをクリックします。 

 

 

・検索結果の件数が多いときは、＜前の 20 件／Back＞リンクと＜次の 20 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 
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444   申請情報の詳細が表示される 

クリックした申請番号の申請情報が表示されます。 

 

 

・［添付ファイル情報］欄のリンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードすることができま

す。 
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イイ  照会した申請の一覧表を印刷する 

検索した申請情報の一覧表を印刷することができます。 

111   検索結果の一覧を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、検索結果の一覧を表示します。 

222   一覧表を印刷する 

［一覧印刷］ボタンをクリックします。 

 

333   PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、輸出畜産物検査申請一覧の PDF ファイルを印刷します。 
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33..33  輸出畜産物検査の申請メニューを利用する 

申請メニューを使った操作について説明します。 

アア  保存した申請情報を修正する 

保存した申請情報は、修正したり、申請することができます。再度、保存することもできます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、保存した申請情報の詳細を表示します。 

 

・「輸出畜産物検査申請一覧照会（EMI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［事項登録済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に保存された申請情報を表示することができます。 

 

222   申請メニューから［事項変更（EMB）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［事項変更（EMB）］をクリックします。 

 

・申請状態が［事項登録済］の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、申請メニューに［事項変更

（EMB）］が表示されます。 

 

 

333   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

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 申請する」を参照してくださ

い。 

イイ  申請を登録する 

保存している申請事項を申請します。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 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。 

 

・「輸出畜産物検査申請一覧照会（EMI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［事項登録済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に保存された申請情報を表示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） 

 

 

42 

 

222   申請メニューから［申請登録（EMC）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請登録（EMC）］をクリックします。 

 

・申請状態が「事項登録済」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、検査メニューに［申請登録

（EMC）］が表示されます。 

 

 

 

333   申請事項を確認し申請する 

申請事項を確認して、申請します。 

以降の操作については、「3.1 イ 申請する」を参照してください。 

 

ウウ  変更承認された申請情報を変更する 

変更を承認された検査申請について、申請事項を変更します。 

 

・申請済みの申請情報を変更して申請するには、動物検疫所による変更承認が行われている必要があ

ります。 

・情報の入力中に、メニュー画面から操作を行うと、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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、変更承認された申請情報の詳細を表示します。 

 

・「輸出畜産物検査申請一覧照会（EMI）画面」で、［申請状況／検査状況］から［変更承認済］を選択

して検索すると、検索結果一覧に変更承認された申請情報だけを表示することができます。 

 

222   申請メニューから［申請変更（EMD）］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請変更（EMD）］をクリックします。 

 

・申請状態が「変更承認済」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、申請メニューに［申請変更

（EMD）］が表示されます。 
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333   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

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 申請する」を参照してくださ

い。 

 

エエ  情報を再利用して新規の申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の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、必ず情報を一時保存してください。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 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。 

222   申請メニューから［申請再利用］を選択する 

［申請メニュー］ボタンをクリックし、［申請再利用］をクリックします。 

 

333   申請情報を修正する 

申請情報を修正します。 

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 申請する」を参照してくださ

い。 
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33..44  輸出畜産物検査の帳票メニューを利用する 

任意の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。 

アア  帳票を出力する 

申請の状況に応じて、任意の帳票を出力することができます。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 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。 

222   帳票メニューから出力したい帳票を選択する 

［帳票メニュー］ボタンをクリックし、出力したい帳票をクリックします。 

 

 

・申請状況が「申請済」「受理済」「結果登録済」の申請情報を表示しているときのみ、帳票メニュー

に［輸出検査申請］が表示されます。 

・合格で結果登録され、合格通知書の出力が可能な申請情報を表示していて、まだ出力していない場

合のみ、帳票メニューに［動物検疫検査合格通知書］が表示されます。 

 

333   PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、帳票の PDF ファイルを印刷します。 


