
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 

画面リファレンス 
 

 

植物検疫関連業務で使用する画面の項目について説明します。 

 

 

 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 6-1 

 

 6. 画面リファレンス 

 システムを利用する 6.1

アア  利用申込事前登録（植物検疫関連業務）画面（入力） 

申請者がシステムを利用して植物検疫関連業務を行う際必要な利用者 ID を取得するために事

前登録を行う画面です。 

 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

メールアド

レス／パス

ワード入力 

メールアドレス 半角英数字記号

のみ 70桁 
メールアドレスを入力します。 

パスワード 半角英大文字・半

角数字 

6～8桁 

パスワードを入力します。 

パスワード（再確認） 半角英大文字・半

角数字 

6～8桁 

確認のため、再度パスワードを入力します。 

 

 

項目名 形式 備考 

確認画面へ 
ボタン 

「利用申込事前登録（植物検疫関連業務）画面（確認）」を表

示します。 

 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 6-2 

イイ  利用申込事前登録（植物検疫関連業務）画面（確認） 

事前登録で入力した情報に間違いがないか確認する画面です。 

 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

メールアド

レス／パス

ワード入力 

メールアドレス 70桁 － 

パスワード 6～8桁 パスワードを●に置き換えて表示します。 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 
「利用申込事前登録（植物検疫関連業務）画面（入力）」

を表示します。 

事前登録 ボタン 
表示されたメールアドレスとパスワードの組み合わせを

事前登録します。 
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ウウ  利用申込事前登録（植物検疫関連業務）画面（完了） 

利用申込の事前登録が完了したことを表す画面です。 

引き続き、利用者情報の登録を行うための画面を表示するボタンが表示されます。 

 

 

 

 
項目名 形式 備考 

利用者情報登録画面へ ボタン 
「植物検疫関連業務 利用規約／プライバシーポリシー画面」

を表示します。 
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エエ  植物検疫関連業務 利用規約／プライバシーポリシー画面 

システムを利用する上で遵守していただきたい内容と、プライバシーポリシー（個人情報の収

集方法や利用方法など、個人情報の内容や取り扱い方法を規定した文書）を提示する画面です。 

同内容はログイン画面からリンクされいつでも確認することができます。 

 

 

 

 

項目名 桁数 備考 

利用規約 － － 

プライバシーポリシー － － 

 

 
項目名 形式 備考 

同意する ボタン 「植物検疫関連業務 利用者情報登録 登録画面」を表示します。 

同意しない ボタン 
「植物検疫関連業務 利用規約／プライバシーポリシー画面」を閉

じます。 

 

 

 

※ここには、利用規約が表示されます。※ 

 

 

※ここには、プライバシーポリシーが表示されます。※ 
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オオ  植物検疫関連業務 利用者情報登録画面（登録） 

利用者情報を入力する画面です。 

 

 

 

 

項目名 桁数 備考 

利用者 ID 半角英数字 10桁 利用者 IDを入力します。 

パスワード 

半角英大文字・半角数

字 

6～8桁 

事前登録時に入力したパスワードを入力しま

す。システムにログインするためのパスワード

になります。 

パスワード

のヒント 

ヒント 50桁以内 半角、全角文字混在。 

パスワードを忘れたときのユーザ確認に使用

する、パスワードのヒントと答えを入力しま

す。 
答え 20桁以内 

利用官署 

動物検疫所 チェックボックス 動物検疫を行う場合にチェックします。 

植物防疫所 チェックボックス 植物防疫を行う場合にチェックします。 

主に申請する 

植物防疫所 
リストボックス 主に申請する植物防疫所を選択します。 

会社名及び代表者名(和文) 70桁以内 

半角、全角文字混在。 

会社名と代表者名を和文で入力します。 

※利用官署に植物防疫所をチェックした場合

は、60桁以内の入力となります。 
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項目名 桁数 備考 

会社名及び代表者名(欧文) 半角 70桁以内 

会社名と代表者名を欧文で入力します。 

※利用官署に植物防疫所をチェックした場合

は、半角 60桁以内の入力となります。 

住所(和文) 120桁以内 

半角、全角文字混在。 

会社または個人の住所を和文で入力します。 

※利用官署に植物防疫所をチェックした場合

は、74桁以内の入力となります。 

住所(欧文) 半角 120桁以内 

会社または個人の住所を欧文で入力します。 

※利用官署に植物防疫所をチェックした場合

は、半角 74桁以内の入力となります。 

電話番号（ハイフン不要） 半角数字 11桁以内 電話番号を数字のみで入力します。 

FAX番号（ハイフン不要） 半角数字 11桁以内 FAX番号を数字のみで入力します。 

E-mailアドレス 1 半角 70桁以内 
連絡先の E-mailアドレスを入力します。 

E-mailアドレス 2 半角 70桁以内 

備考 200桁以内 

半角、全角文字混在。 

補足事項がある場合は、備考として入力しま

す。 

 

 
項目名 形式 備考 

登録 ボタン 利用者情報を登録します。 
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カカ  植物検疫関連業務 利用者情報登録画面（完了） 

利用者情報の登録が完了したことを表す画面です。ログイン画面を表示するボタンが表示され

ます。 

 

 

 

 
項目名 形式 備考 

ログイン画面 ボタン 
「植物検疫関連業務 ログイン画面（申請者用）」を表示しま

す。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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キキ  植物検疫関連業務 ログイン画面（申請者用） 

申請者、協会職員がシステムにログインするために、利用者 ID とパスワード、画像認証を入

力する画面です。 

 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者 ID

／パスワー

ド入力 

利用者 ID 半角英数

字記号 10

桁 

利用者 IDを入力します。 

パスワード 半角英大

文字・半

角数字 

6～8桁 

パスワードを入力します。 

画像に表示されている文字を

入力してください 

半角数字

5桁 

［画面認証］欄に表示されている文字を入力

します。 

 

 
項目名 桁数 備考 

お知らせ － － 

 

 

 

※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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項目名 形式 備考 

パスワードを忘れた方は

こちらへ 
リンク 

「植物検疫関連業務 パスワード通知 利用者 ID入力画面（呼

出）」を表示します。 

別の画像を表示 リンク ［画面認証］欄に表示される文字を変更します。 

ログイン ボタン 入力した利用者 IDとパスワードでログインします。 

利用規約／プライバシ

ーポリシー 
リンク 

「植物検疫関連業務 利用規約／プライバシーポリシー画面」

を表示します。 

ヘルプ リンク よくある質問と回答を表示します。 
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クク  植物検疫関連業務 申請者メニュー画面 

植物防疫所に関する申請者がシステムを利用するためのメニュー画面です。 

 

 

 

 
項目名 形式 備考 

ログアウト ボタン ログイン画面に戻ります。 

輸入植物 
検査申請の内容を登録する リンク 

輸入植物検査の申請事項を登録し申請し

ます。 

検査申請の一覧を照会する リンク 輸入植物検査の申請情報を照会します。 

輸出植物 
検査申請の内容を登録する リンク 

輸出植物検査の申請事項を登録し申請し

ます。 

検査申請の一覧を照会する リンク 輸出植物検査の申請情報を照会します。 

管理 利用者情報を変更する リンク 利用者情報の変更を行います。 

申請者辞書メ

ンテナンス 

植物コード リンク 
植物コード辞書のメンテナンスを行いま

す。 

植物コードセット辞書 リンク セット辞書のメンテナンスを行います。 

マニュアル等 

システム操作マニュアル リンク 
システム操作マニュアルをダウンロード

するページを表示します。 

申請関係コード集 リンク 
NACCS 掲示板の申請関係コード集のペー

ジを表示します。 

入力解説書 リンク 
入力解説書をダウンロードするページを

表示します。 
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ケケ  植物検疫関連業務 パスワード通知 利用者 ID入力画面（呼出） 

パスワード通知を受けるために、利用者 IDを入力する画面です。 

 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 利用者 ID 半角英数

字 10桁 
利用者 IDを入力します。 

 

 
項目名 形式 備考 

呼出 ボタン 
入力した利用者 IDに対応する「パスワード通知画面（確認）」

を表示します。 
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ココ  植物検疫関連業務 パスワード通知画面（確認） 

パスワード通知を受けるために、「パスワードのヒント」に対する答えを入力する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

入力情報 パスワードのヒント【答え】 

20桁以内 

半角、全角文字混在。利用者情報登録に登録

している「パスワードのヒント」に対する「答

え」を入力します。 

 

 

項目名 桁数 備考 

入力情報 パスワードのヒント 

【ヒント】 
50桁以内 

利用者情報登録に登録されている「パスワー

ドのヒント」が表示されます。 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 「パスワード通知 利用者 ID入力画面（呼出）」を表示します。 

確認 ボタン 
入力された「答え」がチェックされ、正しい場合は、「パスワ

ード通知 完了画面」を表示します。 
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ササ  植物検疫関連業務 パスワード通知 完了画面（完了） 

パスワード通知が完了したことを表す画面です。 

 

 

 

 
項目名 形式 備考 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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シシ  パスワード変更画面（登録） 

有効期限が切れたパスワードを変更する画面です。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

利用者情報 変更前パスワード 半角英大

文字・半

角数字 

6～8桁 

－ 

変更後パスワード 半角英大

文字・半

角数字 

6～8桁 

－ 

変更後パスワード（再確認） 半角英大

文字・半

角数字 

6～8桁 

－ 

 

 

項目名 桁数 備考 

利用者情報 利用者 ID 10桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

変更 ボタン 入力した内容で修正します。 

戻る ボタン ログイン画面へ戻ります。 
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スス  パスワード変更画面（完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

メニュー画面 ボタン メニュー画面が開きます。 
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 輸入植物 申請事項を登録する 6.2

アア  植物等輸入検査 －申請情報の入力－ 画面（入力） 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 半角数字

3桁 
－ 

申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

半角数字

2桁 

協会経由 半角英字

1桁 
－ 

輸入申告等リンク要否 半角英字

1桁 
－ 

共通項目入

力 

B/L番号 半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

入港年月日 日付 8桁 "YYYYMMDD"形式で入力します。 

積載船（機）名 半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

輸出港【コード】 半角英数

字 5桁 
－ 

輸出港【名称】 半角英数

字 20桁 

経由港【コード】 半角英数

字 5桁 
－ 

経由港【名称】 半角英数

字 20桁 

卸下場所【コード】 半角英数

字 5桁 
－ 

卸下場所【名称】 半角英数

字記号の

み 20桁 

－ 

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。 

荷受人氏名【名称】 半角英数

字記号の

み 70桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷受人コードによりシステムに登録

されている荷受人氏名が出力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷受人氏名を直接入力して下さい。 

荷受人 住所 1（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」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷受人コードによりシステムに登録

されている荷受人 住所 1（都道府県）が出力

されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷受人 住所 1（都道府県）を直接入力して

ください。 

荷受人 住所 2（市区町村（行

政区名）） 

半角英数

字記号の

み 35桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷受人コードによりシステムに登録

されている荷受人 住所 2（市区町村（行政区

名））が出力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷受人 住所 2（市区町村（行政区名））を直

接入力してください。 
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項目名 桁数 備考 

荷受人 住所 3（町域名・番地） 半角英数

字記号の

み 35桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷受人コードによりシステムに登録

されている荷受人 住所 3（町域名・番地）が

出力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷受人 住所 3（町域名・番地）を直接入

力してください。 

荷受人 住所 4（ビル名ほか） 半角英数

字記号の

み 70桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷受人コードによりシステムに登録

されている荷受人 住所 4（ビル名ほか）が出

力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷受人 住所 4（ビル名ほか）を直接入力し

てください。 

荷送人氏名 半角英数

字記号の

み 70桁 

－ 

荷送人 住所 1（Street and 

number/P.O.BOX） 

半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

荷送人 住所 2（Street and 

number/P.O.BOX） 

半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

荷送人 住所 3（City name） 半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

荷 送 人  住 所 4 （ Country 

sub-entity.name） 

半角英数

字記号の

み 35桁 

－ 

PC番号 半角英数

字記号の

み 20桁 

－ 

記事 文字列 74

桁×3行 
－ 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル名 文字列 50

桁 
最大 5 個登録できます。ただし、添付ファイ

ルのサイズは 1 ファイルあたり 1MB までで、

合計で 5MBまでです。 

説明文 文字列 35

桁 

削除チェック【削除】 チェック

ボックス 

欄部項目入

力 

（1～20） 

種類・名称【大分類コード】 半角数字

2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 半角数字

2桁 

種類・名称【植物コード】 半角数字

8桁 

種類・名称【小分類コード】 半角数字

2桁 

種類・名称【細分類コード】 半角数字

2桁 

ブランド・品種名 半角英数

字記号の

み 15桁 

－ 

種類数 整数 4桁 "1234"形式で入力します。 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 6-19 

項目名 桁数 備考 

コンテナ数 整数 3桁 "123"形式で入力します。 

梱数【梱数】 半角英数

字記号の

み 10桁 － 

梱数【単位】 リストボ

ックス 

数量【数量】 実数 10桁 "12345678.0"形式で入力します。 

数量【単位】 リストボ

ックス 
－ 

産地【コード】 半角数字

6桁 
－ 

 

 

項目名 桁数 備考 

基本情報 

（変更時の

み） 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 － 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

共通管理番号 10桁 － 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 70桁 

欄部 1～20 欄番号 2桁 － 

種類・名称【名称】 40桁 － 

産地【名称】 20桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

申請先防疫所【ヘルプガ

イド】 
画像 

画面入力項目欄の右隣の[？]のイメージにカーソルを合わせ

ると、入力項目の説明が表示されます。 

入港年月日【ヘルプガイ

ド】 
画像 

積載船（機）名【ヘルプ

ガイド】 
画像 

輸出港【ヘルプガイド】 画像 

荷受人氏名【ヘルプガイ

ド】 
画像 

荷送人氏名【ヘルプガイ

ド】 
画像 

荷送人 住所 1（Street 

and number/P.O.BOX ）

【ヘルプガイド】 

画像 

種類・名称【ヘルプガイ

ド】 
画像 

種類数【ヘルプガイド】 画像 

梱数【ヘルプガイド】 画像 

数量【ヘルプガイド】 画像 

産地【ヘルプガイド】 画像 

検索 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。 

ファイル追加 ボタン 添付ファイルを追加します。 

ファイル削除 ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 

欄内クリア ボタン 表示している欄番号の欄部項目を全てクリアします。 
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項目名 形式 備考 

一時保存 ボタン 一時保存確認登録画面を表示します。 

申請 ボタン 申請確認登録画面を表示します。 
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イイ  植物等輸入検査 －申請情報の入力－ 画面（申請確認登録） 

 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 6-22 

 
項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

共通管理番号 10桁 － 

協会経由 1桁 － 

輸入申告等リンク要否 1桁 － 

共通項目 B/L番号 35桁 － 

入港年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載船（機）名 35桁 － 

輸出港【コード】 5桁 
－ 

輸出港【名称】 20桁 

経由港【コード】 5桁 
－ 

経由港【名称】 20桁 

卸下場所【コード】 5桁 
－ 

卸下場所【名称】 20桁 

荷受人氏名【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 

荷受人氏名【荷受人（入力）】 31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷受人氏名【コー

ド】欄に入力した場合、「（荷受人（入力）△

入力された輸出入者コード）」を表示します。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷受人氏名【荷受人氏名入力識

別】 

24桁 名称を直接入力した場合、「荷受人氏名入力識

別△*****」を表示します。 

※△＝半角スペース 

荷受人氏名【名称】 70桁 － 

荷受人 住所 1（都道府県） 15桁 － 

荷受人 住所 2（市区町村（行

政区名）） 

35桁 
－ 

荷受人 住所 3（町域名・番地） 35桁 － 

荷受人 住所 4（ビル名ほか） 70桁 － 

荷送人氏名 70桁 － 

荷送人 住所 1（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 2（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 3（City name） 35桁 － 

荷 送 人  住 所 4 （ Country 

sub-entity.name） 

35桁 
－ 

PC番号 20桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 70桁 

欄部情報 欄番号 2桁 － 
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項目名 桁数 備考 

（1～20） 種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称】 40桁 

ブランド・品種名 15桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

コンテナ数 3桁 "123"形式で表示します。 

梱数【梱数】 10桁 
－ 

梱数【単位】 2桁 

数量【数量】 12桁 "12,345,678.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

産地【コード】 6桁 
－ 

産地【名称】 20桁 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 入力画面を表示します。 

決定 ボタン 申請完了画面を表示します。 
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ウウ  植物等輸入検査 －申請情報の入力－ 画面（一時保存確認登録） 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

共通管理番号 10桁 － 

協会経由 1桁 － 

輸入申告等リンク要否 1桁 － 

共通項目 B/L番号 35桁 － 

入港年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載船（機）名 35桁 － 

輸出港【コード】 5桁 
－ 

輸出港【名称】 20桁 

経由港【コード】 5桁 
－ 

経由港【名称】 20桁 

卸下場所【コード】 5桁 
－ 

卸下場所【名称】 20桁 

荷受人氏名【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 

荷受人氏名【荷受人（入力）】 31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷受人氏名【コー

ド】欄に入力した場合、「（荷受人（入力）△

入力された輸出入者コード）」を表示します。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷受人氏名【荷受人氏名入力識

別】 

24桁 名称を直接入力した場合、「荷受人氏名入力識

別△*****」を表示します。 

※△＝半角スペース 

荷受人氏名【名称】 70桁 － 

荷受人 住所 1（都道府県） 15桁 － 

荷受人 住所 2（市区町村（行

政区名）） 

35桁 
－ 

荷受人 住所 3（町域名・番地） 35桁 － 

荷受人 住所 4（ビル名ほか） 70桁 － 

荷送人氏名 70桁 － 

荷送人 住所 1（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 2（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 3（City name） 35桁 － 

荷 送 人  住 所 4 （ Country 

sub-entity.name） 

35桁 
－ 

PC番号 20桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 70桁 

欄部項目 欄番号 2桁 － 
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項目名 桁数 備考 

（1～20） 種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称】 40桁 

ブランド・品種名 15桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

コンテナ数 3桁 "123"形式で表示します。 

梱数【梱数】 10桁 
－ 

梱数【単位】 2桁 

数量【数量】 12桁 "12,345,678.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

産地【コード】 6桁 
－ 

産地【名称】 20桁 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 入力画面を表示します。 

決定 ボタン 一時保存完了画面を表示します。 
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エエ  植物等輸入検査 －申請情報の入力－ 画面（申請完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

検査申請控出力 ボタン 「植物、輸入禁止品等輸入検査申請控」を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 

 

 

オオ  植物等輸入検査 －申請情報の入力－ 画面（一時保存完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

入力控出力 ボタン 「入力控」を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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 輸入植物 申請情報・原本情報を照会する 6.3

アア  植物等輸入検査 －申請情報の照会－ 画面（申請者用） 

検索条件に一致する申請情報、または原本情報を照会し、一覧に表示します。 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 検索対象 ラジオボ

タン 

［申請情報］［原本情報］のいずれかをチェッ

クしてください。 

所・業務担当コード【所コード】 半角数字

3桁 

－ 
所・業務担当コード【業務担当

コード（開始）】 

半角数字

2桁 

所・業務担当コード【業務担当

コード （終了）】 

半角数字

2桁 

申請番号（連番）【開始】 半角数字

7桁 ［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 申請番号（連番）【終了】 半角数字

7桁 

申請年月日【開始】 日付 8桁 
"YYYYMMDD"形式で入力してください。 

申請年月日【終了】 日付 8桁 

申請状態【一時保存】 

チェック

ボックス 

［原本情報］を選択したときは、入力できま

せん。 

申請状態【申請】 

申請状態【結果登録】 

申請状態【変更承認】 

申請状態【取止め】 
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項目名 桁数 備考 

B/L番号 文字列 35

桁 
－ 

種類・名称コード【大分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 

種類・名称コード【中分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

種類・名称コード【植物コード】 半角数字

8桁 

種類・名称コード【小分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

種類・名称コード【細分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

産地コード【コード】 半角数字

6桁 

［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 

個別呼出 申請番号 半角英数

字記号の

み 16桁 

所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で入力します。 

 

 

項目名 桁数 備考 

基本情報 種類・名称コード【名称】 40桁 － 

産地コード【名称】 20桁 － 

検査結果一

覧 

（全ｎ件） 3桁 検索結果の全件数を表示します。 

No 3桁 － 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

荷受人氏名 10桁 先頭 10桁を表示します。 

積載船（機）名 10桁 先頭 10桁を表示します。 

B/L番号 25桁 後半 25桁を表示します。 

種類・名称（第 1 欄目）【大・

中分類コード】 

5桁 
－ 

種類・名称（第 1欄目）【名称】 10桁 先頭 10桁を表示します。 

産地（第 1欄目） 8桁 先頭 8桁を表示します。 

申請状態 8桁 － 

命令 4桁 － 

未出力通知書 4桁 － 

（全ｎ件） 3桁 検索結果の全件数を表示します。 

 

 
項目名 形式 備考 

申請番号 
リンク 

クリックした申請情報を「植物等輸入検査 －検査申請の詳細

情報－ 画面」に表示します。 

検索 
ボタン 

(種類・名称コード、産地コード)コードを検索して入力できま

す。 

検索 ボタン ［検索条件］に一致する申請情報を検索し、一覧に表示します。 

呼出 
ボタン 

［申請番号］欄に入力した申請情報を「植物等輸入検査 －検

査申請の詳細情報－ 画面」に表示します。 

<前の 50件 
リンク 

リンクをクリックすると、前のページを表示します。前のペー

ジがないときはクリックできません。 

次の 50件> 
リンク 

リンクをクリックすると、次のページを表示します。次のペー

ジがないときはクリックできません。 
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イイ  植物等輸入検査 －検査申請の詳細情報－ 画面 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

移管前申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

移管先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
移管先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

移管先防疫所【名称】 16桁 

移管後協会データ参照 4桁 － 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

申請者氏名 60桁 － 

発給年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

共通管理番号 10桁 － 

輸入申告等リンク要否 1桁 － 

協会経由 1桁 － 

申請状態 8桁 － 

共通項目 B/L番号 35桁 － 

入港年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

検査年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載船（機）名 35桁 － 

輸出港【コード】 5桁 
－ 

輸出港【名称】 20桁 

経由港【コード】 5桁 
－ 

経由港【名称】 20桁 

卸下場所【コード】 5桁 
－ 

卸下場所【名称】 20桁 

荷受人氏名【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 
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項目名 桁数 備考 

荷受人氏名【荷受人（入力）】 31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷受人氏名【コー

ド】欄に入力した場合、「（荷受人（入力）△

入力された輸出入者コード）」を表示します。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷受人氏名【名称】 70桁 － 

荷受人 住所 1（都道府県） 15桁 － 

荷受人 住所 2（市区町村（行

政区名）） 

35桁 
－ 

荷受人 住所 3（町域名・番地） 35桁 － 

荷受人 住所 4（ビル名ほか） 70桁 － 

荷送人氏名 70桁 － 

荷送人 住所 1（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 2（Street and 

number/P.O.Box） 

35桁 
－ 

荷送人 住所 3（City name） 35桁 － 

荷 送 人  住 所 4 （ Country 

sub-entity.name） 

35桁 
－ 

PC番号 20桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明 35桁 
最大 5件まで表示します。 

添付ファイル登録ステータス 42桁 

欄部項目概

要 

欄番号 2桁 － 

種類・名称 40桁 － 

ブランド・品種名 15桁 － 

検査結果 8桁 － 

命令 4桁 － 

処分証明 4桁 － 

欄部情報 

（1～20） 

欄番号 2桁 － 

種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称】 40桁 

ブランド・品種名 15桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

コンテナ数 3桁 "123"形式で表示します。 

梱数【梱数】 10桁 
－ 

梱数【単位】 2桁 

数量【数量】 12桁 "12,345,678.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

産地【コード】 6桁 
－ 

産地【名称】 20桁 

 

 
項目名 形式 備考 

基本・共通情報 リンク 
「基本情報」「共通項目」「添付ファイル」の部分を表示し

ます。 

欄部項目概要 リンク 「欄部項目概要」の部分を表示します。 

欄部情報 リンク 「欄部情報」の部分を表示します。 
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項目名 形式 備考 

添付ファイル／説明 

【添付ファイル名】 
リンク 

最大 5件まで表示します。クリックすると、添付ファイル

を表示または保存します。 

申請メニ

ュー 

申請情報の入力

(IPA,IPC) 
ボタン 申請情報を入力します。 

申請変更（IPE） ボタン 変更承認された申請情報を変更します。 

申請情報の流用 ボタン 申請内容を流用して、新規に申請します。 

帳票メニ

ュー 

帳 票 出 力

（RAP,RPP,RPO） 
ボタン 申請状態に合わせた各種帳票を出力します。 
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 輸入植物検査の帳票メニューを利用する 6.4

アア  植物等輸入検査 －帳票出力－ 画面 

 

 

 

項目名 桁数 備考 

申請基本情

報 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

指示対象選

択 

帳票名 32桁 － 

ステータス 6桁 － 

出力年月日 10桁 すでに出力済みの場合、出力した日を

"YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

 

 
項目名 形式 備考 

帳票出力 ボタン クリックしたボタンの行に該当する帳票を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 

 

 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 6-35 

 輸出植物 申請事項を登録する 6.5

アア  植物等輸出検査 －申請情報の入力－ 画面（入力） 
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項目名 桁数 備考 

基本情報入

力 

申請先防疫所【所コード】 半角数字

3桁 
－ 

申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

半角数字

2桁 

協会経由 半角英数

字記号の

み 1桁 

－ 

共通項目入

力 

必要とする検査合格証明書 ラジオボ

タン 

［通常検査合格証明書］、［再輸出検査合格証

明書］のいずれかを選択してください。 

積載船（機）名（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 35桁 － 

積載船（機）名（欧文）【輸送

手段】 

リストボ

ックス 

記号及び番号 半角英数

字記号の

み 195桁 

－ 

積載予定年月日 日付 8桁 "YYYYMMDD"形式で入力します。 

積載港名 文字列 35

桁 
－ 

陸揚港名（欧文）【コード】 半角英数

字記号の

み 5桁 
－ 

陸揚港名（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 35桁 

輸入国名（欧文）【コード】 半角英数

字記号の

み 3桁 
－ 

輸入国名（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 32桁 

荷送人氏名（欧文）【コード】 半角英数

字記号の

み 17桁 

「日本輸出入者標準コード」により荷送人コー

ド、または法人番号を入力します。 
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項目名 桁数 備考 

荷送人氏名（欧文）【名称】  半角英数

字記号の

み 70桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷送人コードによりシステムに登録

されている荷送人氏名が出力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷送人氏名を直接入力して下さい。 

荷送人 住所（欧文） 半角英数

字記号の

み 191桁 

「日本輸出入者標準コード」にある、またはコー

ドに紐付いた法人番号の場合 

 ：入力した荷送人コードによりシステムに登録

されている荷送人 住所が出力されます。 

「日本輸出入者標準コード」にない場合 

 ：荷送人 住所を直接入力してください。 

荷受人氏名（欧文） 半角英数

字記号の

み 140桁 

－ 

荷受人 住所（欧文)  半角英数

字記号の

み 143桁 

－ 

輸入国政府の輸入許可番号 文字列

140桁 
－ 

生産国の検査合格証明書【No.】 文字列 60

桁 

再輸出検査合格証明書選択時のみ入力できま

す。 

生産国の検査合格証明書【原本

写】 

ラジオボ

タン 

再梱包の有無 ラジオボ

タン 

容器包装変更の有無 ラジオボ

タン 

輸入時の植物防疫所の申請番

号 

半角英数

字記号の

み 14桁 

所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、または"123-1

2-1234567/1"形式で表示します。 

輸入後の保管場所 文字列 60

桁 再輸出検査合格証明書選択時のみ入力できま

す。 輸入後の保管方法 文字列 60

桁 

合計梱数（単位含む） 半角英数

字記号の

み 195桁 

－ 

記事 文字列 74

桁×3行 
－ 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル名 文字列 50

桁 

最大 5 個まで登録できます。ただし、添付フ

ァイルのサイズは合計で 5MBまでです。 

説明文 文字列 35

桁 

削除チェック チェック

ボックス 

欄部項目入

力 

種類・名称【大分類コード】 半角数字

2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 半角数字

2桁 

種類・名称【植物コード】 半角数字

8桁 

種類・名称【小分類コード】 半角数字

2桁 

種類・名称【細分類コード】 半角数字

2桁 
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項目名 桁数 備考 

種類・名称（欧文） 半角英数

字記号の

み 60桁 

－ 

学名（欧文） 半角英数

字記号の

み 45桁 

－ 

ブランド・品種名 半角英数

字記号の

み 63桁 

－ 

種類数 整数 4桁 "1234"形式で入力します。 

梱数（単位含む） 半角英数

字記号の

み 30桁 

－ 

数量【数量】 実数 10桁 "1234.0"形式で入力します。 

数量（単位含む） 半角英数

字記号の

み 45桁 

－ 

産地（欧文）【コード】 半角数字

3桁 

－ 産地（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 20桁 

原産国（欧文）【コード】 半角数字

3桁 

－ 原産国（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 32桁 

発送国（欧文）【コード】 半角数字

3桁 
再輸出検査合格証明書選択時のみ入力できま

す。 
発送国（欧文）【名称】 半角英数

字記号の

み 32桁 

栽培地検査情報等 半角英数

字記号の

み 60桁 

－ 

 

 

項目名 桁数 備考 

基本情報入

力 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 － 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、または"123-1

2-1234567/1"形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

添付ファイ

ル登録 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 35桁 

欄部項目入

力 

欄番号 2桁 － 

種類・名称【名称】 40桁 － 

数量【単位】 4桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

申請先防疫所【ヘルプガ

イド】 
画像 

画面入力項目欄の右隣の[？]のイメージにカーソルを合わせ

ると、入力項目の説明が表示されます。 
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項目名 形式 備考 

必要とする検査合格証

明書【ヘルプガイド】 
画像 

積載船（機）名（欧文）

【輸送手段】【ヘルプガ

イド】 

画像 

記事及び番号【ヘルプガ

イド】 
画像 

陸揚港名（欧文）【ヘル

プガイド】 
画像 

輸入国名（欧文）【ヘル

プガイド】 
画像 

荷送人氏名（欧文）【ヘ

ルプガイド】 
画像 

荷送人 住所（欧文）【ヘ

ルプガイド】 
画像 

荷受人氏名（欧文）【ヘ

ルプガイド】 
画像 

荷受人 住所（欧文)【ヘ

ルプガイド】 
画像 

生産国の検査合格証明

書【ヘルプガイド】 
画像 

再梱包の有無【ヘルプガ

イド】 
画像 

容器包装変更の有無【ヘ

ルプガイド】 
画像 

輸入時の植物防疫所の

申請番号【ヘルプガイ

ド】 

画像 

輸入後の保管場所【ヘル

プガイド】 
画像 

輸入後の保管方法【ヘル

プガイド】 
画像 

合計梱数（単位含む）【ヘ

ルプガイド】 
画像 

種類・名称【ヘルプガイ

ド】 
画像 

種類・名称（欧文）【ヘ

ルプガイド】 
画像 

種類数【ヘルプガイド】 画像 

数量【ヘルプガイド】 画像 

数量（単位含む）【ヘル

プガイド】 
画像 

産地（欧文）【ヘルプガ

イド】 
画像 

原産国（欧文）【ヘルプ

ガイド】 
画像 

検索 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。 

ファイル追加 ボタン 添付ファイルを追加します。 

ファイル削除 ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 

欄内クリア ボタン 表示している欄番号の欄部項目を全てクリアします。 

一時保存 ボタン 一時保存確認登録画面を表示します。 

申請 ボタン 申請確認登録画面を表示します。 
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イイ  植物等輸出検査 －申請情報の入力－ 画面（申請確認登録） 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、または"123-1

2-1234567/1"形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

協会経由 1桁 － 

共通項目 必要とする検査合格証明書 10桁 － 

積載船（機）名（欧文）【名称】 35桁 

－ 積載船（機）名（欧文）【輸送

手段】 

14桁 

記号及び番号 195桁 － 

積載予定年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載港名 35桁 － 

陸揚港名（欧文）【コード】 5桁 
－ 

陸揚港名（欧文）【名称】 35桁 

輸入国名（欧文）【コード】 3桁 
－ 

輸入国名（欧文）【名称】 32桁 

荷送人氏名（欧文）【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 

荷送人氏名（欧文）【荷送人（入

力）】 

31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷送人氏名（欧文）

【コード】欄に入力した場合、「（荷送人（入

力）△入力された輸出入者コード）」を表示し

ます。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷送人氏名（欧文）【荷送人氏

名入力識別】 

24桁 名称を直接入力した場合、「荷送人氏名入力識

別△*****」を表示します。 

※△＝半角スペース 

荷送人氏名（欧文）【名称】  70桁 － 

荷送人 住所（欧文） 191桁 － 

荷受人氏名（欧文） 140桁 － 

荷受人 住所（欧文)  143桁 － 

輸入国政府の輸入許可番号 140桁 － 

生産国の検査合格証明書 65桁 － 

再梱包の有無 1桁 － 

容器包装変更の有無 1桁 － 

輸入時の植物防疫所の申請番

号 

14桁 所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、または"123-1

2-1234567/1"形式で表示します。 

輸入後の保管場所 60桁 － 

輸入後の保管方法 60桁 － 

合計梱数（単位含む） 195桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 35桁 

欄部項目詳 欄番号 2桁 － 
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項目名 桁数 備考 

細 種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称】 40桁 

種類・名称（欧文） 60桁 － 

学名（欧文） 45桁 － 

ブランド・品種名 63桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

梱数（単位含む） 30桁 － 

数量【数量】 12桁 "1,234.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

数量(単位含む） 45桁 － 

産地（欧文）【コード】 3桁 
－ 

産地（欧文）【名称】 20桁 

原産国（欧文）【コード】 3桁 
－ 

原産国（欧文）【名称】 32桁 

発送国（欧文）【コード】 3桁 
－ 

発送国（欧文）【名称】 32桁 

栽培地検査情報等 60桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 入力画面を表示します。 

決定 ボタン 申請し、申請完了画面を表示します。 
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ウウ  植物等輸出検査 －申請情報の入力－ 画面（一時保存確認登録） 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、"123-12-1234

567/1"形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

協会経由 1桁 － 

共通項目 必要とする検査合格証明書 10桁 － 

積載船（機）名（欧文）【名称】 35桁 

－ 積載船（機）名（欧文）【輸送

手段】 

14桁 

記号及び番号 195桁 － 

積載予定年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載港名 35桁 － 

陸揚港名（欧文）【コード】 5桁 
－ 

陸揚港名（欧文）【名称】 35桁 

輸入国名（欧文）【コード】 3桁 
－ 

輸入国名（欧文）【名称】 32桁 

荷送人氏名（欧文）【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 

荷送人氏名（欧文）【荷送人（入

力）】 

31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷送人氏名（欧文）

【コード】欄に入力した場合、「（荷送人（入

力）△入力された輸出入者コード）」を表示し

ます。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷送人氏名（欧文）【荷送人氏

名入力識別】 

24桁 名称を直接入力した場合、「荷送人氏名入力識

別△*****」を表示します。 

※△＝半角スペース 

荷送人氏名（欧文）【名称】  70桁 － 

荷送人 住所（欧文） 191桁 － 

荷受人氏名（欧文） 140桁 － 

荷受人 住所（欧文)  143桁 － 

輸入国政府の輸入許可番号 140桁 － 

生産国の検査合格証明書 65桁 － 

再梱包の有無 1桁 － 

容器包装変更の有無 1桁 － 

輸入時の植物防疫所の申請番

号 

14桁 所コードと業務担当コードを連結して表示し

ます。"123-12-1234567"形式、"123-12-1234

567/1"形式で表示します。 

輸入後の保管場所 60桁 － 

輸入後の保管方法 60桁 － 

合計梱数（単位含む） 195桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル情報 

添付ファイル／説明【添付ファ

イル名】 

50桁 

最大 5件まで表示します。 

添付ファイル／説明【説明文】 35桁 

欄部項目詳 欄番号 2桁 － 
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項目名 桁数 備考 

細 種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称】 40桁 

種類・名称（欧文） 60桁 － 

学名（欧文） 45桁 － 

ブランド・品種名 63桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

梱数（単位含む） 30桁 － 

数量【数量】 12桁 "1,234.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

数量(単位含む） 45桁 － 

産地（欧文）【コード】 3桁 
－ 

産地（欧文）【名称】 20桁 

原産国（欧文）【コード】 3桁 
－ 

原産国（欧文）【名称】 32桁 

発送国（欧文）【コード】 3桁 
－ 

発送国（欧文）【名称】 32桁 

栽培地検査情報等 60桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

戻る ボタン 入力画面を表示します。 

決定 ボタン 一時保存し、一時保存完了画面を表示します。 
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エエ  植物等輸出検査 －申請情報の入力－ 画面（申請完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

検査申請控出力 ボタン 
「植物等輸出検査申請控」または「植物等輸出検査申請控（再

輸出）」を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 

 

 

オオ  植物等輸出検査 －申請情報の入力－ 画面（一時保存完了） 

 

 

 
項目名 形式 備考 

入力控出力 ボタン 「入力控」または「入力控（再輸出）」を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 

 

 



植物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 6-47 

 輸出植物 申請事項を照会する 6.6

ア 植物等輸出検査 －申請情報の照会－ 画面（申請者用） 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 検索対象 ラジオボ

タン 

［申請情報］［原本情報］のいずれかをチェッ

クしてください。 

所・業務担当コード【所コード】 半角数字

3桁 

－ 
所・業務担当コード【業務担当

コード（開始）】 

半角数字

2桁 

所・業務担当コード【業務担当

コード（終了）】 

半角数字

2桁 

申請番号（連番）【開始】 半角数字

7桁 ［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 申請番号（連番）【終了】 半角数字

7桁 

申請年月日【開始】 日付 8桁 
"YYYYMMDD"形式で入力します。 

申請年月日【終了】 日付 8桁 

申請状態【一時保存】 

チェック

ボックス 

［原本情報］を選択したときは、入力できま

せん。 

申請状態【申請】 

申請状態【申請受理】 

申請状態【結果登録】 

申請状態【変更承認】 

申請状態【取止め】 

種類・名称コード【大分類コー

ド】 

半角数字

2桁 ［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 種類・名称コード【中分類コー

ド】 

半角数字

2桁 
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項目名 桁数 備考 

種類・名称コード【植物コード】 半角数字

8桁 

種類・名称コード【小分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

種類・名称コード【細分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

輸入国コード【コード】 半角数字

3桁 

［申請情報］を選択したときは、入力できま

せん。 

個別呼出 申請番号 半角英数

字記号の

み 16桁 

所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で入力します。 

 

 

項目名 桁数 備考 

検索条件 種類・名称コード【名称】 40桁 － 

輸入国コード【名称】 32桁 － 

検索結果一

覧 

(全 n件) 3桁 － 

No 3桁 － 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

荷送人氏名 10桁 先頭 10桁を表示します。 

荷受人氏名 10桁 先頭 10桁を表示します。 

種類・名称（第 1 欄目）【大・

中分類コード】 

5桁 
－ 

種類・名称（第 1欄目）【名称】 10桁 先頭 10桁を表示します。 

輸入国 8桁 先頭 8桁を表示します。 

申請状態 4桁 － 

(全 n件) 3桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

申請番号 
リンク 

クリックした申請情報を「植物等輸出検査 －検査申請の詳細

情報－ 画面」に表示します。 

検索 
ボタン 

(種類・名称コード、輸入国コード)コードを検索して入力でき

ます。 

検索 ボタン ［検索条件］に一致する申請情報を検索し、一覧に表示します。 

呼出 
ボタン 

［申請番号］欄に入力した申請情報を「植物等輸出検査 －検

査申請の詳細情報－ 画面」に表示します。 

<前の 50件 
リンク 

リンクをクリックすると、前のページを表示します。前のペー

ジがないときはクリックできません。 

次の 50件> 
リンク 

リンクをクリックすると、次のページを表示します。次のペー

ジがないときはクリックできません。 
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イ 植物等輸出検査 －検査申請の詳細情報－ 画面 
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項目名 桁数 備考 

基本情報 

 

申請先防疫所【所コード】 3桁 

－ 
申請先防疫所【業務担当コー

ド】 

2桁 

申請先防疫所【業務担当名称】 32桁 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

申請年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

申請者氏名 60桁 － 

協会経由 1桁 － 

共通項目 必要とする検査合格証明書 18桁 － 

積載船（機）名（欧文）【名称】 35桁 

－ 積載船（機）名（欧文）【輸送

手段】 

14桁 

記号及び番号 195桁 － 

積載予定年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

積載港名 35桁 － 

陸揚港名（欧文）【コード】 5桁 
－ 

陸揚港名（欧文）【名称】 35桁 

輸入国名（欧文）【コード】 3桁 
－ 

輸入国名（欧文）【名称】 32桁 

荷送人氏名（欧文）【コード】 17桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを入力

した場合、法人番号を表示します。 

2.上記以外の場合は、入力した輸出入者コー

ドまたは法人番号を表示します。 

荷送人氏名（欧文）【荷送人（入

力）】 

31桁 1.法人番号を保有する輸出入者コードを検査

申請事項登録 入力画面の荷送人氏名（欧文）

【コード】欄に入力した場合、「（荷送人（入

力）△入力された輸出入者コード）」を表示し

ます。 

2.上記以外の場合、表示しません。 

※△＝半角スペース 

荷送人氏名（欧文）【名称】 70桁 － 

荷送人 住所（欧文） 191桁 － 

荷受人氏名（欧文） 140桁 － 

荷受人 住所（欧文)  143桁 － 

輸入国政府の輸入許可番号 140桁 － 

生産国の検査合格証明書 65桁 
再輸出検査合格証明書選択時のみ表示されま

す。 
再梱包の有無 1桁 

容器包装変更の有無 1桁 

輸入時の植物防疫所の申請番

号 

16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

再輸出検査合格証明書選択時のみ表示されま

す。 

輸入後の保管場所 60桁 再輸出検査合格証明書選択時のみ表示されま

す。 輸入後の保管方法 60桁 

合計梱数（単位含む） 195桁 － 

記事 74桁×3

行 
－ 

添付ファイ

ル 

添付ファイル／説明【説明文】 35桁 
最大 5件まで表示します。 

添付ファイル登録ステータス 42桁 

欄部項目概 欄番号 2桁 － 
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項目名 桁数 備考 

要 種類・名称（欧文）（ブランド・

品種名）【種類･名称】 

40桁 

－ 
種類・名称（欧文）（ブランド・

品種名）【ブランド・品種名】 

40桁 

数量（単位含む） 30桁 － 

産地・原産国【産地】 8桁 
－ 

産地・原産国【原産国】 14桁 

検査結果 4桁 － 

栽培地検査情報等 60桁 － 

欄部項目詳

細 

欄番号【欄部情報】 2桁 － 

種類・名称【大分類コード】 2桁 

－ 

種類・名称【中分類コード】 2桁 

種類・名称【植物コード】 8桁 

種類・名称【小分類コード】 2桁 

種類・名称【細分類コード】 2桁 

種類・名称【名称（欄部情報）】 40桁 

種類・名称（欧文）【名称】 60桁 － 

学名（欧文） 45桁 － 

ブランド・品種名【欄部情報】 63桁 － 

種類数 5桁 "1,234"形式で表示します。 

梱数（単位含む） 30桁 － 

数量【数量】 12桁 "1,234.0"形式で表示します。 

数量【単位】 4桁 － 

数量（単位含む）【欄部情報】 45桁 － 

産地（欧文）【コード】 3桁 
「原産国」が表示されているときは表示され

ません。 産地（欧文）【名称】 20桁 

原産国（欧文）【コード】 3桁 
「産地」が表示されているときは表示されま

せん。 原産国（欧文）【名称】 32桁 

発送国（欧文）【コード】 3桁 
再輸出検査合格証明書選択時のみ表示されま

す。 発送国（欧文）【名称】 32桁 

栽培地検査情報等【欄部情報】 60桁 － 

 

 
項目名 形式 備考 

基本・共通情報 リンク 
「基本情報」「共通項目」「添付ファイル」の部分を表示しま

す。 

欄部項目概要 リンク 「欄部項目概要」の部分を表示します。 

欄部情報 リンク 「欄部項目詳細」の部分を表示します。 

添付ファイル／説明 

【添付ファイル名】 
リンク 

最大 5 件まで表示します。クリックすると、添付ファイルを

表示または保存します。 

申請メニ

ュー 

申請情報の

入力 
ボタン 申請情報を入力します。 

申請変更 ボタン 変更承認された申請情報を変更します。 

申請情報の

流用 
ボタン 申請内容を流用して、新規に申請します。 

帳票メニ

ュー 
帳票出力 ボタン 申請状態に合わせた各種帳票を出力します。 
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 輸出植物検査の帳票メニューを利用する 6.7

ア 植物等輸出検査 －帳票出力－ 画面 

  

 

 
項目名 桁数 備考 

申請基本情

報 

申請番号 16桁 所コードと業務担当コードを連結して"123-1

2-1234567"形式、または"123-12-1234567/1"

形式で表示します。 

指示対象選

択 

帳票名 35桁 － 

ステータス 6桁 － 

出力年月日 10桁 "YYYY/MM/DD"形式で表示します。 

 

 
項目名 形式 備考 

帳票出力 ボタン クリックしたボタンの行に該当する帳票を出力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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 植物共通業務 各種検索メニューを利用する 6.8

ア 植物コード検索 画面 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

選択 ラジオボタン ［検索結果から選択］［個人辞書から

選択］［セット辞書から選択］のいず

れかを選択してください。 

検索結果か

ら選択 

検索方法 ラジオボタン ［部分一致］［前方一致］［完全一致］

のいずれかを選択してください。 

検索対象 ラジオボタン ［コード］［和名］［英名］［学名］の

いずれかを選択してください。 

検索キーワード 文字列 45桁 － 

ソート条件【ソート対象】 ドロップダウン

リスト 

以下の順に表示します。 

コード 

和名 

学名 

ソート条件【ソート順】 ラジオボタン － 

検索結果から選択・植物コー

ド・（種類・名称）【植物コード・

学名・和名】 

文字列 96桁 選択結果の一覧に表示されたコード

から選択できます。 
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項目名 桁数 備考 

検索結果から選択・植物コー

ド・大分類【大分類コード・名

称】 

文字列 15桁 

検索結果から選択・植物コー

ド・中分類【中分類コード・名

称】 

文字列 13桁 

検索結果から選択・植物コー

ド・小分類【小分類コード・名

称】 

文字列 9桁 

検索結果から選択・植物コー

ド・細分類【細分類コード・名

称】 

文字列 15桁 

個人辞書か

ら選択 

ソート条件【ソート対象】 ドロップダウン

リスト 

以下の順に表示します。 

コード 

和名 

学名 

ソート条件【ソート順】 ラジオボタン － 

個人辞書から選択・（種類・名

称）【植物コード・学名・和名】 

文字列 96桁 個人辞書に登録済みのコードから任

意のコードを選択できます。 

個人辞書から選択・大分類【大

分類コード・名称】 

文字列 15桁 

個人辞書から選択・中分類【中

分類コード・名称】 

文字列 13桁 

個人辞書から選択・小分類【小

分類コード・名称】 

文字列 9桁 

個人辞書から選択・細分類【細

分類コード・名称】 

文字列 15桁 

セット辞書

から選択 

ソート条件１【ソート対象】 ドロップダウン

リスト 

以下の順に表示します。 

コード 

和名 

学名 

大分類 

ソート条件１【ソート順】 ラジオボタン － 

ソート条件２【ソート対象】 ドロップダウン

リスト 

以下の順に表示します。 

コード 

和名 

学名 

大分類 

ソート条件２【ソート順】 ラジオボタン － 

セット辞書から選択・（種類・

名称）【大分類コード・中分類

コード・植物コード・小分類コ

ード・細分類コード・学名・和

名】 

文字列 108桁 セット辞書に登録済みのコードから

任意のコードを選択できます。 

 

 
項目名 形式 備考 

種類・名称

コード 

種類・名称コード【大分類コー

ド】 

2桁 ［分類を選択］の［大分類］で選択したコー

ドが表示されます。 

種類・名称コード【中分類コー

ド】 

2桁 ［分類を選択］の［中分類］で選択したコー

ドが表示されます。 

種類・名称コード【植物コード】 8桁 ［植物コード］の［植物コード・学名・和名］

で選択したコードが表示されます。 

種類・名称コード【小分類コー

ド】 

2桁 ［分類を選択］の［小分類］で選択したコー

ドが表示されます。 

種類・名称コード【細分類コー 2桁 ［分類を選択］の［細分類］で選択したコー
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項目名 形式 備考 

ド】 ドが表示されます。 

種類・名称コード【表示名称】 40桁 選択したコードの「表示名称」が表示されま

す。 

 

 
項目名 形式 備考 

検索 ボタン 
［検索方法］［検索対象］の条件で［検索キーワード］に入力

した語句を検索し、結果を一覧表示します。 

入力 ボタン ［種類・名称コード］を呼出しもとの画面に入力します。 

個人辞書から選択【ソー

ト】 
ボタン 

［ソート条件］で選択した条件で個人辞書に登録済みのコード

を並べ替えます。 

セット辞書から選択【ソ

ート】 
ボタン 

［ソート条件］で選択した条件でセット辞書に登録済みのコー

ドを並べ替えます。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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イ 荷受人／荷送人検索 画面 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 荷受人／荷送人コード 文字列 20

桁 
－ 

荷受人／荷送人氏名 文字列 40

桁 
－ 

検索結果一

覧 

選択 ラジオボ

タン 

入力したいコードを選択します。 

 

 
項目名 形式 備考 

検索結果一

覧 

No 2桁 － 

荷受人／荷送人コード【輸出入

者コード】 

12桁 
－ 

荷受人／荷送人コード【法人番

号等】 

17桁 
－ 

荷受人／荷送人氏名 70桁 － 

 

 
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。 

輸出入者コードで入力 ボタン 
［検査結果一覧］で選択にチェックした輸出入者コード、荷受

人／荷送人氏名、荷受人／荷送人住所を入力します。 

法人番号等で入力 ボタン 
［検査結果一覧］で選択にチェックした法人番号等、荷受人／

荷送人氏名、荷受人／荷送人住所を入力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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ウ 共通コード検索 画面 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

検索条件 陸揚港コード 文字列 40

桁 
－ 

陸揚港名（欧文） 文字列 80

桁 
－ 

検索結果一

覧 

選択 ラジオボ

タン 

入力したいコードを選択します。 

 

 
項目名 形式 備考 

検索結果一

覧 

No 3桁 － 

陸揚港コード 40桁 － 

陸揚港名（欧文） 80桁 － 

 

 
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。 

入力 ボタン ［検査結果一覧］で選択にチェックした内容を入力します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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 個人辞書メンテナンス業務 6.9

ア 植物等検査 －個人辞書（植物コード）メンテナンス－ 画面 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

植物コード

検索 

検索方法 ラジオボ

タン 

［部分一致］［前方一致］［完全一致］のいず

れかを選択してください。 

検索対象 ラジオボ

タン 

［コード］［和名］［英名］［学名］のいずれか

を選択してください。 

検索キーワード 文字列 45

桁 
－ 

検索結果一覧【植物コード・学

名・和名】 

文字列 96

桁 

検索結果が表示されます。任意のコードを選

択し、[追加]ボタンをクリックしてください。 

植物コード

辞書 

植物コード辞書【植物コード・

学名・和名】 

文字列 96

桁 

登録済みのコードが表示されます。削除した

いコードを選択し、[削除]ボタンをクリック

してください。 

 

 
項目名 形式 備考 

検索 ボタン 
［検索方法］［検索対象］の条件で［検索キーワード］に入力

した語句を検索し、結果を一覧表示します。 

追加 ボタン ［検索結果一覧］で選択したコードを個人辞書に追加します。 

削除 ボタン 一覧から選択したコードを個人辞書から削除します。 

保存 ボタン 追加または削除した結果を個人辞書に反映し、保存します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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イ 植物等検査 －個人辞書（植物コードセット辞書）メンテナンス－ 

画面 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

植物コード

検索 

検索方法 ラジオボ

タン 

［部分一致］［前方一致］［完全一致］のいず

れかを選択してください。 

検索対象 ラジオボ

タン 

［コード］［和名］［英名］［学名］のいずれか

を選択してください。 

検索キーワード 文字列 45

桁 
－ 

検索結果一覧【植物コード・学

名・和名】 

文字列 96

桁 

検索結果が表示されます。任意のコードを選

択してください。 

大分類【大分類コード・名称】 文字列 15

桁 

【植物コード・学名・和名】に対応するコー

ドが表示されます。任意のコードを選択して

ください。 

中分類【中分類コード・名称】 文字列 13

桁 

【大分類】に対応するコードが表示されます。

任意のコードを選択してください。 

小分類【小分類コード・名称】 文字列 9

桁 

【中分類】に対応するコードが表示されます。

任意のコードを選択してください。 

細分類【細分類コード・名称】 文字列 15

桁 

【小分類】に対応するコードが表示されます。

任意のコードを選択してください。 

種類・名称コード【大分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

検索結果一覧、大分類、中分類、小分類、細

分類で選択した内容が表示されます。 

種類・名称コード【中分類コー

ド】 

半角数字

2桁 
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項目名 桁数 備考 

種類・名称コード【植物コード】 半角数字

8桁 

種類・名称コード【小分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

種類・名称コード【細分類コー

ド】 

半角数字

2桁 

種類・名称コード【学名・和名】 文字列 87

桁 

植物コード

辞書 

植物セット辞書【大分類コー

ド・中分類コード・植物コー

ド・小分類コード・細分類コー

ド・学名・和名】 

文字列

108桁 

登録済みのコードが表示されます。削除した

いコードを選択し、[削除]ボタンをクリック

してください。 

 

 
項目名 形式 備考 

検索 ボタン 
［検索方法］［検索対象］の条件で［検索キーワード］に入力

した語句を検索し、結果を一覧表示します。 

追加 ボタン ［検索結果一覧］で選択したコードを個人辞書に追加します。 

削除 ボタン 一覧から選択したコードを個人辞書から削除します。 

保存 ボタン 追加または削除した結果を個人辞書に反映し、保存します。 

閉じる ボタン この画面を閉じます。 
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