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１．システムの起動
VPNの接続

3

Microsoft Edgeを開く

https://www1.holstein.or.jp/

にアクセス

ユーザー名とパスワードを入力して
ログインボタンを押す

（ユーザ名、パスワードは各県に配布しています）



１．システムの起動
地方ターミナルシステム・トップページ

Sign in をクリック
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5

以下を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

①団体コード＝県コード２桁 ＋ ’000’
例）群馬県の場合は、「３３０００」

②登録委員コード＝登録委員コード５桁
注１）６桁目は不要です。
注２）解嘱した登録委員のコードではログインで

きません。

③パスワード＝①の団体コード

１．システムの起動
ログイン画面



１．システムの起動
地方ターミナルシステム メインメニュー
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データ提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21ページ

登録牛や会員などのデータをダウンロードできます。

データ送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58ページ

「登録申請」画面で入力した申込データなどを送信し
ます。

牛個体識別制度データ訂正・・・・・・・・ 64ページ

登録牛の登録内容と個体識別情報が異なる場合に、
家畜改良センターへの修正報告文書を作成すること
ができます。

（※乳用牛管理システムはご利用になれません。）

情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7ページ

登録牛や会員などの情報を検索できます。

登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21ページ

申込みの入力を行います。

人工授精データ入力・ ・・・・・・・・・・・・ 57ページ

自動登録のための授精記録を入力することが
できます。

照会回答・照会回答（農場検索）・・・・ 66ページ

事故照会の内容を検索できます。



２．情報検索
情報検索メニュー
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2.1 登録雌牛、登録雄牛・・・・・・8ページ

2.2 会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9ページ

2.3 登録委員・・・・・・・・・・・・・・・11ページ

2.4 農場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ

2.5 登録牛（予定）一覧・・・・・・・14ページ

2.6 分娩予定一覧・・・・・・・・・・・19ページ



２．情報検索
2.1登録雌牛・登録雄牛
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①登録番号を入力し、「検索」ボタンを
押します。

②外国番号は、「外国符号」で国名を
選択します。

③登録牛の場合は、下の項目に情報
が表示されます。

登録番号を入力して検索



２．情報検索
2.2 会員①
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①団体コード（会員コードの頭５桁）または会員コード（10桁）を入力し、「検索」ボタンを押します。
※「活動中」「全体」のボタンは使用できません。

②該当する会員の氏名、農場コード、牛検農家コード、住所、自動登録（実施＝(自)、非実施＝(非)）、
自動登録開始日、自動登録中止日が表示されます。

③「詳細」ボタンを押すと、会員情報が表示されます（次ページ参照）。

「詳細」をクリック



２．情報検索
2.2 会員②
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２．情報検索
2.3 登録委員①
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①団体コード（５桁）を入力します。
・「活動中」を選択すると、現在アク
ティブな登録委員を検索できます。
・「全体」を選択すると、解嘱した登
録委員も含めて検索できます。

②「検索」ボタンを押します。

③「詳細」ボタンを押すと、登録委員
情報が表示されます（次ページ参
照）。

「詳細」をクリック



２．情報検索
2.3 登録委員②
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２．情報検索
2.4 農場マスタ
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①農場コード(10桁） 、会員番号(10

桁）、牛群検定農家コード(７桁)のい
ずれかを入力し、「検索」ボタンを押し
ます。

②自動登録を実施している農家の場
合は、「自動登録農家」欄に自動登
録を開始した日付が表示されます。
また、自動登録を中止した農家は、
「離農または経営転換等」欄に、自動
登録を中止した日付が表示されます。



２．情報検索
2.5 登録牛（予定）一覧①
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①農場コードを入力し、抽出条件を設定し、「検索」ボタンを押します。

【対象】現在飼養牛：「予定牛」はまだ登録していない牛です。
過去を含めた飼養牛：売却や死亡した牛も登録の有無にかかわらず検索できます。

【生年月日】生年月日を指定できます。
【登録年月日】登録牛に限り、登録年月日を指定できます。
【品種】品種を指定できます。家畜改良センターに出生報告した品種で抽出されます。
【性別】性別を指定できます。
【表示順】一覧に表示する順番を指定できます。



２．情報検索
2.5 登録牛（予定）一覧②
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申込書印刷 →16ページへ

一覧表印刷 →17ページへ

保存 →18ページへ

①登録牛については登録内容が表示されます。
各項目について
【登録】「未」は、まだ登録していない牛です。
【状態】「生存」は、現在飼養中の牛です。

「移動」は、売却や預託などで現在飼養中でない牛です。
「死亡」は、過去に飼養していた死亡牛です。

②「選択」にチェックを入れ、「申込書印刷」を押すと、選択した牛の血統登録申込書画面が表示され、
印刷ができます。→16ページへ

③「一覧表印刷」を押すと、検索された牛の一覧表が表示され、印刷ができます。→17ページへ

④「保存」を押すと、一覧表印刷の内容がCSV形式ファイルでダウンロードできます。→18ページへ



２．情報検索
2.5 登録牛（予定）一覧③ 申込書の印刷
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①「申込書印刷」を押すと、申込書
が表示されます。

②印刷アイコンを押すと印刷ができ
ます。

③終了時は、右上 を押して画面
を消します。

印刷する場合は、印刷アイコンを押す

終了時は、
「×」を押す



①「一覧表印刷」を押すと、このよう
な一覧が表示されます。

②印刷アイコンを押すと印刷ができ
ます。

③終了時は、右上 を押して画面
を消します。

２．情報検索
2.5 登録牛（予定）一覧④ 一覧表の印刷
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終了時は、
「×」をクリック

印刷する場合は、印刷アイコンを押す



２．情報検索
2.5 登録牛（予定）一覧⑤ 一覧表の保存
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「保存」を押す

①「保存」ボタンを押して、適当なフォ
ルダに保存します。

②下図のように、CSV 形式ファイル
（Excel 等の表計算ソフトで利用可能）
をダウンロードすることができます。



２．情報検索
2.6 分娩予定一覧①
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①農場コードを入力し、抽出条件を設定
し、「検索」ボタンを押します。
【抽出期間】「期間設定」で、分娩予定日
を限定できます。

②「印刷」を押すと、検索された牛の一
覧表が表示され、印刷ができます（次
ページ参照）。

※分娩予定一覧の検索は、本システム
や家畜改良データバンクから授精報告
入力をしている場合のみ利用できます。

「印刷」を押す



２．情報検索
2.6 分娩予定一覧②一覧の印刷
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①「印刷」を押すと、このような一覧が
表示されます。

②印刷アイコンを押すと印刷ができま
す。

③終了時は、右上 を押して画面を
消します。

印刷する場合は、印刷アイコンを押す



３．データ提供
データ提供メニュー

団体コードごとに下記のデータをCSV形式で
ダウンロードできます。

3.1 会員データ・・・・・・・・・・・・22ページ

3.2 登録委員データ ・・・・・・・23ページ

3.3 登録牛（予定）データ ・・・24ページ

3.4 分娩予定データ ・・・・・・・25ページ

21



３．データ提供
3.1 会員データ
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①団体を選択し、「検索」ボタンを押し
ます。
※対象「全」「継続会員」のボタンは
使用できません。

②左図下部のように検索結果が表示
されます。

③データを申込みたい会員の「選択」
にチェックを入れます。全員の場合は
「全選択」を押します。

④「保存」ボタンを押します。

⑤データをCSV形式ファイルで保存し
ます。



３．データ提供
3.2 登録委員データ
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①団体を選択し、「検索」ボタンを押します。
※対象「全」「継続登録委員」のボタンは使
用できません。

②左図下部のように検索結果が表示されま
す。

③データを申込みたい登録委員の「選択」に
チェックを入れます。全員の場合は「全選択」
を押します。

④「保存」ボタンを押します。

⑤データをCSV形式ファイルで保存します。



３．データ提供
3.3 登録牛（予定）データ
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①団体を選択し、抽出条件（14ページ参
照）を設定し、 「検索」ボタンを押します。

②左図下部のように検索結果が表示され
ます。

③データを申込みたい会員の「選択」に
チェックを入れます。全員の場合は「全選
択」を押します。

④「保存」ボタンを押します。

⑤データをCSV形式ファイルで保存します。



３．データ提供
3.4 分娩予定データ
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①団体を選択し、抽出条件を設定し、 「検索」
ボタンを押します。

②左図下部のように検索結果が表示されます。

③データを申込みたい会員の「選択」にチェッ
クを入れます。全員の場合は「全選択」を押し
ます。

④「保存」ボタンを押します。

⑤データをCSV形式ファイルで保存します。

※分娩予定データは、本システムや家畜改良
データバンクから授精報告入力をしている場
合のみ利用できます。



３．データ提供
CSV変換ツール①
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データ提供で保存したデータは、ＣＳＶ形式ファイルで表示形式は全て標準であるため、個体識別番号や個
体識別農場コードなど頭に’０’(ゼロ)のある数字は、‘０’が表示されず消えてしまいます。

【例】会員データの場合

これを回避するために、「ＣＳＶ変換ツール」を利用して、ＣＳＶファイルの表示形式を文字列に変換してください。
次ページから「ＣＳＶ変換ツール」を説明します。

個体識別農場コードは頭に’０’の入る１０桁
数字番号ですが、ＣＳＶファイルを開くとこの
ように頭の’０’が消えて、９桁数字番号で表
示されてしまいます。



３．データ提供
CSV変換ツール② ＣＳＶ変換ツールのダウンロード(1)

27

①データ送信画面を開きます。

②「ＣＳＶ変換ツールのダウンロード」へのリンク
を押します。

③下の画像のように選択画面が表示されます
ので、「ファイルを開く」をクリックします。



３．データ提供
CSV変換ツール③ ＣＳＶ変換ツールのダウンロード(2)
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①「csvtool」という名のフォルダを開くと、「ＣＳＶ
変換.xls」ファイルがあります。これでＣＳＶ変換
ツールのダウンロードは終わりです。

②ＣＳＶ変換.xlsをダブルクリックで起動します。



３．データ提供
CSV変換ツール④ ＣＳＶ変換ツール利用方法(１)
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①Microsoft Excelが起動し、ＣＳＶ変換.xlsが表示さ
れるとともに、「ＣＳＶ取込」画面が表示されます。
※セキュリティの警告画面が表示された場合は、コン
テンツの有効化を行ってください。

②「ＣＳＶの形式」で、変換を行うデータの
形式を選択します。
地方ターミナルシステム以外で作成した
ＣＳＶファイルについても利用することがで
きます。その場合は、「その他」を選択しま
す。

③「ファイル名」から、変換を行うＣＳＶファ
イルを指定します。「ファイル名」の右のボ
タンを押すと、ファイルを開くダイアログが
表示されますので、変換を行うＣＳＶファイ
ルを選択して、「開く」ボタンを押します。

④「取込オプション」を利用する場合は
チェックを入れます。

⑤「開始」ボタンを押します。



３．データ提供
CSV変換ツール⑤ ＣＳＶ変換ツール利用方法(２)

30

①「ＣＳＶの取込処理を行いますか？」画面が表示されたら、
「はい」ボタンを押します。

②文字列に変換されたＣＳＶファイルが表示されます。

個体識別農場コードの頭’０’が表示されます。



４．登録申請
登録申請メニュー
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4.1 血統登録・・・・・・・・・・・32ページ

血統登録の申込み内容を入力します。

4.2 移動証明・・・・・・・・・・・44ページ

移動証明の申込み内容を入力します。

4.3 登録証明受付・・・・・・・51ページ
血統登録、移動証明以外の申込み（会費、再交付、更正、書換、遺伝子型
検査、審査証明、検定証明など）の内容を入力することができます。ただし、こ
れらの入力は任意です。

申請データの流れについて

１．「登録申請」画面で、各種申込みデータを入力します。
↓

２．「送信データ作成」画面で、送信するデータを作成します。（⇒58ページ）
↓

３． 「送信データ作成」画面の「印刷」ボタンを押すことにより送信データが
作成されますので、必ず「送信データ作成」画面の「印刷」ボタンを押して
ください。実際にプリンターに印刷をするのは任意です。
↓

４．「送信」画面で、データを送信します。（⇒63ページ）



４．登録申請
血統登録申請メニュー
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３．登録申請

登録申請： 33ページ

血統登録申込みの内容を入力します。

・申込牛の検索ができなかった場合・・・34ページ

・ETの場合の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・38ページ

・母牛が無登録の場合の入力・・・・・・・・39ページ

・母牛が移動未了の場合・・・・・・・・・・・・40ページ

・本牛同時移動の場合の入力・・・・・・・・41ページ

修正・削除：43ページ

入力した血統登録申請の内容を修正する、もしくは血統登録申請の削除
をすることができます。



４．登録申請
4.1血統登録申請① 申込牛の検索をする

33

申込牛の個体識別番号を入力 「検索」をクリック

①申込牛の「個体識別番号」と「性
別」を入力し、検索ボタンを押します。

②以下の項目が表示されます。

・申込牛の品種、生年月日

・母牛個体識別番号

・母牛名号およびと生年月日（母牛
が登録牛の場合）

・所有者の会員番号、氏名、住所
（母牛が登録牛の場合）



４．登録申請
4.1血統登録申請② 申込牛の検索ができなかった場合

34

申込牛の検索ができなかった場合は、以下の
ことが考えられます。

①「 個体識別番号が正しくありません」とメッ
セージが表示された場合
⇒入力誤りのため、個体識別番号を再確認し
てください。

②左図のようなメッセージが表示された場合

⇒正しい性別を選択しているかどうか確認して
ください。

⇒家畜改良センターへ出生報告されていなけ
れば、速やかに出生報告を行ってください。

⇒申込者の同意書（※）が受理されていなけれ
ば同意書の提出を行ってください。

※②の場合は、必要項目を全て手入力すれば
申請をすることができます。

（※）「同意書」とは・・・「牛個体識別全国データベースの情報利用同意書」の
こと。農家が家畜改良センターに届出た個体識別情報を当協会が取得するこ
との同意を取る文書です。

メッセージボックス：

個体識別センターに出生報告を行ってください。

出生報告しているにも関わらず該当データが存在し
ない場合は、申込者が同意書を提出していないと思
われますのでご確認ください。



４．登録申請
4.1血統登録申請③ 必要項目を入力する

35

以下の項目を入力してください。
各項目間は、Enterキーでカーソル移動することができます。

※は入力必須項目

品種※
生年月日※
RED・OC・ET（該当のみ）
輸入受精卵等（該当のみ）
単子・双子・三子
名号（希望がある場合に入力）
父牛番号※
父牛国符号
母牛番号
母牛国符号
母牛名号
母牛生年月日
供卵牛番号（ETの場合のみ）
供卵牛国符号
申請者会員番号（申込者が所有者と異
なる場合に入力）
繁殖者会員番号
登録委員コード
団体コード※
受付日※
支部受付番号※
授精日※
精液ラベル番号
父牛略号
精液採取日
授精証明月日
授精師番号



４．登録申請
4.1血統登録申請④ 確認→チェック→更新

36

①入力後に「確認」ボタンを押します。

入力項目のチェックが行われ、確認が
必要な項目が以下のように色表示さ
れます。

【黄色表示】

間違いがないか再確認を行います。

【赤色表示】

エラーのため更新ができません。
再確認・再入力を行い、もう一度確認
ボタンを押してください。

②赤色表示がなければ、「更新」ボタ
ンを押して、この血統申込み入力は終
了です。

続けて血統申込みがある場合は、申
込牛検索から続けます。

②「更新」ボタン

①「確認」ボタン



37

３．登録申請

①更新後に、「送信データ作成画面へ移
動」ボタンを押すことができます。

このボタンを押すと、直接、「送信データ作
成」画面へ移動できますので、適宜使用し
てください。

４．登録申請
4.1 血統登録申請⑤ 送信データ作成画面へ移動

送信データ作成の画面へ
直接移動できます



４．登録申請
4.1血統登録申請⑥ ＥＴの場合の入力

38

ＥＴの場合の入力は以下のように
行ってください。

①「ＥＴ」欄に 、☑チェックを入れてく
ださい。

②輸入授精卵、胎内輸入授精卵の
場合は、それぞれのボタンを選択し
ます。

③「供卵牛番号」を必ず入力してくだ
さい。
（「母牛番号」には、家畜改良セン
ターに出生報告した受卵牛番号が表
示されます。）

④授精日には受精卵の移植日を入
力してください。

☑を入力

供卵牛番号を入力

移植日を入力



４．登録申請
4.1血統登録申請⑦ 母牛が無登録の場合の入力

39

①母牛が無登録牛の場合は、母無
登録欄に☑が入り、母牛名号欄に母
牛の個体識別番号が表示されます。

②母牛の個体識別番号が正しいか
どうかを確認してください。

③「母牛名号」欄の個体識別番号の
前に、カナ文字１単語以上の愛称を
入力してください。
例）ホルフアーム 1234567890

愛称+個体識別番号を入力

1234567890



４．登録申請
4.1血統登録申請⑧ 母牛が移動未了の場合

40

「ID移動」と赤色表示があ
る場合は、母牛が申込者
に移動証明されていない
状態です。

母牛の移動証明が必要か
どうかをご確認の上、必要
な場合は移動証明申込み
を行ってください。

メッセージボックス：

「母牛が申込者へ移動証明しているかを確認
してください。移動証明が必要な場合は申込
み手続きをお願いします。」

「ID移動」と表示されたら・・・



４．登録申請
4.1血統登録申請⑩ 本牛同時移動の場合の入力（１）

41

①入力し、「確認」ボタンを押した後、
「移動証明」ボタンを押します。
（この時、血統申込みの入力データが
更新されます。）

②移動証明申請画面が表示されます。

「移動証明」を押す



４．登録申請
4.1血統登録申請⑪ 本牛同時移動の場合の入力（２）

42

３．登録申請

①血統登録申請で入力した項目が表示され
ます。
区分３は「本牛同時移動」が選択されています。

②「検索」ボタンを押します。
（検索ボタンを押さないと確認時にエラーと
なります。）

③必要項目を入力します。
→詳細は「移動証明申請」 46ページへ

④入力後、「確認」ボタンを押します。
入力項目のチェックが行われ、確認が必要な
項目が黄色もしくは赤色表示されますので、
再確認を行ってください。

⑤「血統登録」ボタンを押して、血統登録申請
画面へ戻ります。
（この時、移動証明申込みの入力データが更
新されます。）

はじめに「検索」を押す！

「血統登録」を押す



４．登録申請
4.1血統登録申請⑫ 修正・削除

43

３．登録申請

①団体コード、支部受付番号を入力し、「検索」
ボタンを押すと、入力した申込みデータが表示さ
れます。

【修正の場合】
②修正箇所を入力し、「確認」ボタンを押します。
③エラー表示がなければ、「修正」ボタンを押し
ます。

【削除の場合】
②「確認」ボタンを押し、「削除」ボタンを押します。

※支部受付番号の修正はできません。修正す
る場合は、一度削除してから再度、「血統登録
申請」画面で入力し直してください。

修正 削除



４．登録申請
移動証明申請メニュー

44

３．登録申請

証明申請： 45ページ

移動証明申込みの内容を入力します。

修正・削除：50ページ

入力した移動証明申請の内容を修正する、もしくは移動証明申請の削除
をすることができます。



４．登録申請
4.2 移動証明申請① 申込牛の検索をする

45

３．登録申請

①申込牛の品種、性別、個体識別番号
を入力し、検索ボタンを押します。

②以下の項目が表示されます。
・名号
・生年月日
・団体コード
・登録委員番号
・譲渡人会員番号・氏名・住所
・譲受人会員番号・氏名・住所

異動履歴のある牛は、
最終所有者が譲受人欄に表示され、
その一つ前の所有者が譲渡人欄に表示されます



４．登録申請
4.2 移動証明申請② 必要項目を入力する

46

３．登録申請

①以下の項目を入力してください。
（※は入力必須項目）

・区分１～３（詳細は次ページへ）
・団体コード※
・登録委員※
・支部受付番号※
・申込日※
・移動年月日※
・移動件数（初期値＝１）※
・譲渡人会員番号（血統登録証明書上
の所有者もしくは個体識別情報の異動
履歴で申込者の一つ前の所有者）
・譲受人会員番号（移動証明の申込
者）※

②譲受人に表示されている会員を譲渡
人にする場合は、「譲受人⇒譲渡人へ
移動」ボタンを押して、譲受人に申込者
の会員番号を入力してください。

例）
「ＡさんからＢさんに移動証明済みの牛を、
Ｂさんの家族会員Ｃさんで移動証明したい場合」
・譲渡人＝Ａさん
・譲受人＝Ｂさん と表示されます。
このボタンを押すと、譲渡人＝Ｂさん、譲受人は空欄となりますので、
譲受人にＣさんの会員番号を入力してください。



４．登録申請
4.2 移動証明申請③ 区分コードについて

47

３．登録申請

区分１：「通常」（初期値）
「遺産」⇒遺産相続の場合に選択します（料金設定が変わります）。
「生前」⇒生前贈与もしくは家族間移動の場合に選択します（料金設定が

変わります）。

区分３：「通常」（初期値）
「本牛同時移動」⇒血統登録と移動証明を同時に申込む場合に選択します。

区分２：「通常」（初期値）
「中間」⇒二重移動の１件目の申込みの入力時に選択します。

（総括表で料金が加算されません。）



48

３．登録申請

①入力後に「確認」ボタンを押します。

入力項目のチェックが行われ、確認が
必要な項目が以下のように色表示さ
れます。

【黄色表示】

間違いがないか再確認を行います。

【赤色表示】

エラーのため更新ができません。
再確認・再入力を行い、もう一度確認
ボタンを押してください。

②赤色表示がなければ、「更新」ボタ
ンを押して、この移動申込み入力は終
了です。

続けて移動申込みがある場合は、申
込牛検索から続けます。

４．登録申請
4.2 移動証明申請④ 確認→チェック→更新



49

３．登録申請

①更新後に、「送信データ作成画面へ移
動」ボタンを押すことができます。

このボタンを押すと、直接、「送信データ作
成」画面へ移動できますので、適宜使用し
てください。

４．登録申請
4.2 移動証明申請⑤ 送信データ作成画面へ移動

送信データ作成の画面へ
直接移動できます



50

３．登録申請

①団体コード、支部受付番号を入力し、「検
索」ボタンを押すと、入力した申込みデータが
表示されます。

【修正の場合】
②修正箇所を入力し、「確認」ボタンを押しま
す。
③エラー表示がなければ、「修正」ボタンを押
します。

【削除の場合】
②「確認」ボタンを押し、「削除」ボタンを押し
ます。

※支部受付番号の修正はできません。修正
する場合は、一度削除してから再度、「移動
証明申請」画面で入力し直してください。

４．登録申請
4.2 移動証明申請⑥ 修正・削除

削除修正



４．登録申請
登録・証明受付

51

この画面は、血統登録や移動証明以
外の申込みの料金を確認をしたい時
などに利用してください。
主な申込みは以下の通り
・会費
・再交付
・更正
・書換
・遺伝子型検査
・審査証明
・検定証明

この画面で申込みの入力をすると、
送信データ作成画面で印刷される総
括表に料金が記載されます。
また、ＣＳＶファイル形式で申込み
データをダウンロードすることができ
ます。



４．登録申請
4.3 登録・証明受付① 必要項目を入力する

52

３．登録申請

①必要項目を入力します。
※ホル・ジャ以外の乳用種は「ホルスタ
イン」を選択。

②「確認」ボタンを押します。

【赤色表示】

エラーのため更新ができません。
再確認・再入力を行い、もう一度確認
ボタンを押してください。
種別コード（料金コード）、件数は必ず
入力してください。

③赤色エラー表示がなければ、「更新」
ボタンを押して、入力は終了です。

①

② ③



53

３．登録申請

①更新後に、「送信データ作成画面へ移動」ボ
タンを押すことができます。

このボタンを押すと、直接、「送信データ作成」
画面へ移動できますので、適宜使用してくださ
い。

４．登録申請
4.3 登録・証明受付② 送信データ作成画面へ移動

送信データ作成の画面へ
直接移動できます



４．登録申請
4.3 登録・証明受付③ まとめて入力申請する場合（１）

54

審査証明や検定証明など、牛一頭ご
とではなく、農家単位で入力申請した
い場合は、以下のように行ってくださ
い。

例）審査証明３戸申込み
各７､10､13頭の審査頭数の場合

料金は基本料と頭数料となりますの
で、左図のように別々に入力してくだ
さい。
牛群審査基本料コード：2101
牛群審査頭数料コード：2102



４．登録申請
4.3 登録・証明受付④ まとめて入力申請する場合（２）

55

「登録・証明受付簿」と「総括表」は、以下のように記載されます。



４．登録申請
4.3 登録・証明受付⑤ 修正・削除

56

①入力したデータを修正・削除する場合は、検
索条件を入力して「検索」ボタンを押します。
（全てのデータを表示する場合は、検索条件は
入力せずに「検索」ボタンを押します。）

検索条件
「通し番号」 ⇒送信データ作成画面の「印刷」ボタンを押後に
表示される「登録・証明受付簿」に記載される通し番号。

「種別コード」 ⇒登録料金表に記載している４桁の料金コード
のことです。

【修正の場合】
②修正箇所を入力し、「確認」ボタンを押します。
③エラー表示がなければ、「更新」ボタンを押し
ます。

【削除の場合】
②「削除」にチェックを入れ、「確認」ボタンを押し
ます。
③ 「更新」ボタンを押します。

例えば、種別コード2102
を入力して検索する

種別コード2102に該当す
るもののみ表示されます。

削除の場合は、削除する項目の「削除」に
チェックを入れます。



５．人工授精データ入力

57

①必要項目を入力します。
（※は入力必須項目）

・農場コード※
・授精師コード
・登録番号（個体識別番号）※
・授精年月日※
・授精回数
・種雄牛種別：「乳用牛」「肉牛」を選択
・交配種雄牛※：種雄牛の略号もしくは登録番
号を入力
注１）和牛の場合は、種雄牛種別で「肉牛」を
選択し、交配種雄牛欄には「BL」と入力します。
注２）ETの場合は、交配種雄牛欄に「ET」と
入力します。
・ラベル番号
・供卵牛番号（ETの場合は入力）

②「確認」ボタンを押します。

③赤色エラー表示がなければ、「更新」ボタンを
押して、入力は終了です。

④「送信データ確認」画面で、送信するデータ
を作成の後、「送信」画面で、データを送信しま
す。



６．データ送信
データ送信メニュー

58

送信データ作成：59ページ
「送信データ作成」画面が開きます。

血統登録、移動証明、登録証明受付、人工授
精データについて、それぞれ入力した申請デー
タの件数を確認し、送信するためのデータを作
成します。

送信：63ページ

・上記の「送信データ作成」の後に、データを送
信します。

申請データの流れについて

１．「登録申請」画面で、申込みデータを入力します。
↓

２．「送信データ作成」画面で、送信するデータを作成します。
↓

３． 「送信データ作成」画面の「印刷」ボタンを押すことにより送信データが作成されますので、
必ず「送信データ作成」画面の「印刷」ボタンを押してください（実際にプリンターに印刷をす
るのは任意です）。
↓

４．「送信」画面で、データを送信します。



６．データ送信
6.1送信データ作成① 送信データの件数を確認する（１）

59

①確認する送信データを選択したい
場合は、その品種の「選択」にチェッ
クを入れて、選択したい申込みに☑
を入れます。
全て送信する場合は「全」にチェック
を入れます。

②「開始」ボタンを押します。

例えば、ホルスタイン種の登録証明受付画面
で入力した申込みのみを選ぶ場合
例えば、ホルスタイン種の血統登録申込みだけ
を選択したい場合

「開始」ボタンを押す



６．データ送信
6.1送信データ作成② 送信データの件数を確認する（２）

60

①申込みを入力した件数が表示さ
れます。

②「印刷」ボタンを押します。
この時、 「登録・証明受付簿」 お
よび「総括表」について利用しやす
い記載順を選択してください。

【受付順】
（登録・証明受付簿）
申込種別で改ページします。
（総括表）
全ての申込みを１枚に記載します。

【団体順】
（登録・証明受付簿）
申込者の所属団体で改ページし
ます。
（総括表）
申込者の所属団体で改ページし
ます。

「印刷」ボタンを押す



６．データ送信
6.1送信データ作成③総括表および登録・証明受付簿の印刷

61

①印刷ボタンを押すと、「総括表」「登録・証
明受付簿」の両方が表示されますので、印
刷する場合は印刷アイコンを押します。

②終了時は、右上 を押します。

総括表

登録・証明受付簿

印刷する場合は、印刷アイコンを押す印刷する場合は、印刷アイコンを押す



６．データ送信
6.1送信データ作成⑤ ＣＳＶ保存

62

①左図のようなメッセージが表示されますので、データをCSV形式
ファイルで保存する場合は、「OK」を押します。

②下図のように、CSV形式ファイル（Excel 等の表計算ソフトで利用
可能）をダウンロードすることができます。



６．データ送信
6.2 送信

63

①「送信」画面に表示された送信データの
件数を確認します。

②「開始」ボタンを押します。

③下部に「依頼されたジョブが終了しまし
た」というメッセージが出たら送信完了で
す。

「開始」ボタンを押す



７．牛個体識別制度データ訂正①

64

登録牛の登録内容と個体識別情報に相違が
あった場合、家畜改良センターへ修正報告す
るための「牛個体識別全国データベース修正
請求書」を作成します。

①団体を選択し、表示順を選択し、「検索」ボタ
ンを押します。

②作成したいものの「選択」にチェックを入れ、「
印刷」ボタンを押します。



７．牛個体識別制度データ訂正②

65

①「牛個体識別全国データベース修
正請求書」が表示されますので、印刷
する場合は印刷アイコンを押します。

②終了時は、右上 を押して画面
を消します。

印刷する場合は、印刷アイコンを押す



８．照会回答
照会回答について

66

照会回答：67ページ
照会番号から事故照会の内容が検索できます。

照会回答(農場検索）：70ページ

・検索条件を指定して事故照会の検索ができます。

【注意】

①本システムでは、血統登録申請で事故照会になった申込み
のみが利用できます。移動証明などの事故照会は利用で
きません。

②個別登録で無効になった申込み（照会日から１年経過すると
無効になります）は、従来どおり再度申込みが必要です。

③事故回答の際に、授精証明書などの添付書類が必要な事
故については、従来どおりの郵送またはFAXによる回答と
なります。



9999

@@@@@@@@@@@@@@@-@@@-@-@

ホル協 太郎

東京都中野区本町

1234567890

1234567891 ﾎﾙｷﾖｳ ｼﾞｱﾝﾋﾞ ﾊﾅｺ

８．照会回答
8.1照会回答① 事故照会の検索・印刷をする（１）

67

①照会番号を入力し、「検索」ボ
タンを押します。

注１)照会番号は事故照会用紙に
記載しています。

注２)照会番号は西暦４桁―５桁
―４桁となっています。

②申込み内容および照会内容が
表示されます。

③「照会文書印刷」ボタンを押し
ます。

「照会文書印刷」ボタンを押す



８．照会回答
8.1照会回答② 事故照会の検索・印刷をする（２）

68

①「照会文書印刷」ボタンを押す

と、事故照会用紙が表示されま
すので、印刷する場合は印刷ア
イコンを押します。

②終了時は、右上 を押して
画面を消します。

印刷する場合は、印刷アイコンを押す



9999

@@@@@@@@@@@@@@@-@@@-@-@

ホル協 太郎

東京都中野区本町

1234567890
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８．照会回答
8.1照会回答③ 事故照会の回答をする
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①照会番号を入力し、「検索」ボ
タンを押します。

②申込み内容および照会内容が
表示されます。

③「回答事項」入力欄に回答内容
を入力し、「確認」ボタンを押しま
す。

④回答内容を確認し、誤りがなけ
れば「更新」ボタンを押します。こ
れで回答完了です。

「更新」「確認」



@@000 ＠＠県ホルスタイン協会

８．照会回答（農場検索）
8.2照会回答（農場検索）①

70

①検索したい条件を下記のように指定します。

【対象団体】 ： 団体コード（会員コードの頭５桁）を選択します。

【対象期間（照会日）】 ： 「期間設定」に照会日を入力します。

【農場個体指定】 ： 「農場コード」「会員コード」「個体識別番号」を選択して番号を入力します。

【申込種別」】 ： 「血統」のみです。（現行では、血統登録申請以外の移動証明などは利用できません）。

【申込状況指定】 ： 下記のような利用状態別で選択できます。

・未回答分（未開封含む） →本システムを利用して回答していない申込み

・未開封 →「照会回答画面」に表示していない申込み

・照会文書印刷済み →「照会回答印刷」ボタンから事故照会用紙を表示した申込み

（実際にプリントアウトしていなくても件数に入ります）

・回答済 →本システムを利用して回答をした申込み

【表示順】 ： 表示した申込みを「農場コード」順、もしくは「会員コード」順に並び替えができます。



８．照会回答（農場検索）
8.2照会回答（農場検索）②

71

①検索条件を入力し、「検索」ボタンを
押すと、左図のように表示されます。

②検索結果の一覧表を印刷する場合
は、「一覧表印刷」ボタンを押します。
一覧表が表示されますので、印刷して
ご利用ください。

③事故内容を確認したい会員の「選
択」ボタンを押します。

検索結果の一覧表印刷「選択」ボタンを押す



ホル協 太郎@@@@@@@@@@

@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@-@@@-@-@ ホル協 太郎1234567890
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表示順を３つまで条件付できます。
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@@@@@@@@@@
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８．照会回答（農場検索）
8.2照会回答（農場検索）③
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①選択した会員の事故照会中の申込みが
表示されます。

②表示された事故照会の一覧表を印刷す
る場合は、「一覧表印刷」ボタンを押すと一
覧表が表示されますので、印刷してご利用
ください。

「照会状態」について

【未開封】 ： 「照会回答画面」に表示していない申込み

【開封済】 ： 「照会回答画面」に表示した申込み

【印刷済】 ： 「照会回答印刷」ボタンから事故照会用紙を表示した申込み

（実際にプリントアウトしていなくても件数に入ります）

【回答済】 ： 本システムを利用して回答をした申込み

(注)郵送やFAXなどで別途回答している場合は上記に含まれませんのでご了承ください。

検索結果の「一覧表印刷」ボタン
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８．照会回答（農場検索）
8.2照会回答（農場検索）④
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①「選択」欄にチェックを入れ、「照
会文書印刷」をクリックすると、事
故照会用紙が表示されますので、
印刷してご利用ください。

②「修正」ボタンを押すと「照会回
答」画面が表示されますので、事
故内容の確認、回答ができます。

「修正」ボタン

「選択」にチェック 選択した事故照会の「照会文書印刷」ボタン



８．照会回答（農場検索）
8.2照会回答（農場検索）⑤照会データの保存
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①照会データを保存したい農家の選
択欄にチェックを入れます。

②「保存」ボタンを押します。

③データをCSV形式ファイルで保存し
ます。

「選択」に☑を入れる 「保存」ボタンを押す



９．よくある質問

75

質 問 回 答

Q1 総括表と登録・証明受付簿が表示されない！

2021.1月より本システムはVPN版としてリニューアルしています。その際に、総括表と登録・
証明受付簿の表示のタイミングが変わりました。まずはポップアップのブロック設定を行っ
てください。その上で、「印刷」ボタンを押した後に、両方の画面が一度に表示されています
のでデスクトップ上を確認してください。

Q2

本牛同時移動申込みの移動証明申請画面で入力し
たら、「申込日が正しく入力されていません。移動年
月日が正しく入力されていません。 」とメッセージが
出て更新できない！

血統登録申請画面から「移動証明」ボタンを押して、移動証明申請画面に遷移した時に、
まず「検索」ボタンを押してから移動証明申込の内容を入力してください。
このメッセージが出てしまった時は、「検索」ボタンを押して再度申込内容を入力してくださ
い。

Q3 希望名号の半角カナ入力はどうしたらいいの？
血統登録申請画面で希望名号を入力する時は半角カナでお願いしています。入力方法の
一つとして、全角のままで入力した後に、キーボード上部の「Ｆ８」ボタンを押すと半角カナ
に変換されますのでお試しください。

Q4
前日に血統登録や移動証明の申請を入力したが、
「送信データ作成」画面でその件数が表示されない！

入力時と現在でログインをした登録委員コードが違っていませんか？
入力時と同じ登録委員コードでログインをしてください。

Q5
血統登録や移動証明の申請を入力したが、「送信」
画面でその件数が表示されない！

「送信データ作成」画面で送信データの作成をしましたか？
「送信データ作成」画面で、 「開始」ボタンと「印刷」ボタンを押してください。
これにより入力したデータが送信データとして作成されます。

Q6
血統登録申請画面で赤色エラー表示が出て、どうし
ても更新できない！

入力必須項目（品種、生年月日、父牛番号、団体コード、受付日、支部受付番号、授精日）
が入力されていないと赤色エラー表示となり更新できません。再度ご確認ください。
どうしても入力・更新できない場合は、印刷した「登録・証明受付簿」および「総括表」に分
かりやすく赤字などでその旨を記入してください。

Q7 血統登録申請など誤って入力してしまった時は？

「送信」画面で送信するまでは入力の修正や削除が可能です。（血統登録申請32ページ、
移動証明申請44ページ、登録・証明受付51ページ参照）
送信した後に誤りが判明した時は、印刷した「登録・証明受付簿」および「総括表」に分かり
やすく赤字などでその旨を記入してください。

Q8
本牛同時移動申込みの入力で、血統登録申請だけ
を入力して、移動証明の入力を忘れてしまった！

移動証明申請画面から移動証明申請の分を入力してください。その際は、「区分３」の「本
牛同時移動」を選択してください。



メッセージボックスに表示されるメッセージについて、その原因と対応を掲載しています。

警告（黄色表示）はそのままでも更新できますが、エラー（赤色表示）は入力内容を変更しないと更新できません。

１．血統登録申請画面

10．エラーメッセージ一覧

No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

1 受付日 が入力されていません。 エラー 受付日に入力がないため 受付日 を入力する。入力必須項目。

2 受付日 は現在以前の日付を入力してください。 エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい受付日を入力する。

3 供卵牛番号が正しくありません。 エラー
供卵牛番号に入力した番号は登録牛ではない
ため

正しい供卵牛の登録番号を確認して入力する。

4
供卵牛番号を入力してください。

エラー
ＥＴ欄にチェックが入っているのに供卵牛番号欄
に入力がないため

ＥＴ牛の申込みの場合は、ＥＴ欄にチェックを入れ、供卵牛番号欄に供
卵牛の登録番号を入力する。母牛番号には受卵牛（個体識別セン
ターに報告した母牛）が自動セットされる。

5
個体識別センターに死亡報告が提出されていま
す。

警告
入力した個体識別番号は個体識別センターに
死亡報告が提出されているため

申込牛は死亡しているかどうかを確認し、死亡していても登録を申込
む場合はそのまま入力を続ける。申込みをしない場合は入力を中止
する。

6

個体識別センターに出生報告を行ってください。
出生報告しているにも関わらず該当データが存
在しない場合は、申込者が同意書を提出してい
ないと思われますのでご確認ください。

警告
入力した個体識別番号の出生報告データを当
協会が受理できていないため

このエラーは次に該当するため、確認の上、各々対応する。
①個体識別センターに出生報告を行っていない場合は速やかに報告
を行う。
②出生報告しているにも関わらず該当データが存在しない場合は、申
込者が同意書を提出していないと思われるため、確認の上、同意書を
当協会に提出する。
③出生報告データの更新は週１回のため、最近報告されたばかりの
場合はまだデータが本システムにおいて反映されていないことがある。
その場合は、すべての項目を手入力して更新を行う。

7

この申込は自動登録農家の個別申込みとなりま
す。自動登録対象牛であり、かつ次の①か②に
該当するものは個別申込みは不要のため入力
しないでください。①事故照会中（⇒事故回答を
してください） ②出生報告未提出（⇒速やかに
出生報告してください）

警告 申込者が自動登録実施農家のため

自動登録実施農家で生まれた乳用種雌牛のうち、以下の１～３の場
合は申込書や入力が必要。
１．自動登録対象外（ET牛、雄牛、輸入牛）
２．自動登録開始前に出生した牛（＝登録掘り起し申込み牛）
３．無登録の導入牛（血統登録していない牛を購入した場合）

１～３以外は申込書や入力が不要。その場合は、次の①か②に該当
するため、確認の上、各々対応する。
①申込牛が事故照会中かどうかを「照会回答(農場検索)」で調査し、
該当したら事故回答をする。
②申込牛が出生報告されているかを家畜改良センターの「牛の個体
識別情報検索サービス」で確認し、未報告の場合は速やかに報告す
る。最近報告されたばかりの場合は登録処理中と思われるが、報告か
ら１か月経っても証明書が届かない場合は当協会まで要連絡。



No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

8
在胎日数（生年月日,授精日）が265日以上、295
日以下の範囲にありません。

警告 在胎日数が265日以上もしくは295日以下のため

正しい生年月日および授精日を入力する。
生年月日や授精日に誤りがない場合は、授精記録が確認できる繁殖
台帳などの写しを申込書に添付する。但し、在胎日数が260～264日も
しくは296～300日の範囲は、申込書に「早産」「遅産」と付記するだけで
も可とする。

9 支部受付番号 が入力されていません。 エラー 支部受付番号に入力がないため 支部受付番号 を入力する。入力必須項目。

10
授精証明月日 は 授精日 以降の日付を入力し
てください。

警告 授精証明月日より授精日が後になっているため 正しい授精日および授精証明月日を入力する。

11
授精証明月日 は現在以前の日付を入力してく
ださい。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい授精証明月日を入力する。

12 授精日 が入力されていません。 エラー 授精日に入力がないため 授精日 を入力する。入力必須項目。

13 授精日 は現在以前の日付を入力してください。 エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい授精日を入力する。

14
授精日は精液採取日以降の日付を入力してくだ
さい。

警告 授精日より精液採取日が後になっているため 正しい授精日および精液採取日を入力する。

15
所有者会員番号と申請者会員番号が異なって
います。

警告
入力した申請者会員番号と所有者会員番号（母
牛の所有者名義）が異なるため

申込者の会員番号を確認して申請者会員番号に正しく入力する。（※
申込者の会員番号と所有者会員番号が異なる事例もありますので、そ
の場合はこのエラーメッセージが表示されてもそのまま更新してくださ
い。）

16
申請者会員番号を入力してください。
母無登録の場合は、申請者会員番号を入力して
ください。

エラー 入力必須項目であるため
母牛が登録牛の場合は、母牛の所有者の会員番号が所有者会員番
号欄に自動セットされるが、母牛が無登録の場合は自動セットされな
いため、申請者会員番号欄に申込者の会員番号を入力する。

17
既に同じ個体識別番号の登録申請データが登
録されています。

エラー 入力した牛は既に入力されているため 入力する牛の個体識別番号に誤りがないかを確認する。

18 既に登録雌牛マスタに登録されています。 エラー 入力した牛は既に登録されているため
血統登録証明書は既に発行されているので申込みは不要。血統登録
証明書を紛失した場合は、再交付申込みを行う。

19
精液採取日 は現在以前の日付を入力してくださ
い。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい精液採取日を入力する。

20 生年月日 が入力されていません。 エラー 生年月日に入力がないため 生年月日 を入力する。入力必須項目。

21 生年月日 は現在以前の日付を入力してください。エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい生年月日を入力する。

22 父牛番号 が入力されていません。 エラー 父牛番号に入力がないため 父牛番号 を入力する。入力必須項目。

23 登録されていない申請者会員番号です。 警告 入力した会員番号が不明のため 正しい会員番号を入力する。

24 登録されていない団体コードです。 エラー 入力した団体コードが不明のため 正しい団体コードを入力する。

25 登録されていない登録委員です。 エラー 入力した登録委員番号が不明のため 正しい登録委員番号を入力する。

26
入力された支部受付番号は重複しますので変更
してください。

エラー
入力した支部受付番号が過去にも入力されてい
るため

重複しない番号を入力する。

27
母牛が申込者へ移動証明しているかを確認して
ください。移動証明が必要な場合は申込み手続
きをお願いします。

警告 母牛が申込者へ移動証明されていないため
母牛が申込者へ移動証明しているかを確認し、移動証明していなけれ
ば母牛の移動証明申込みも同時に行うようにする。但し、申込者が自
動登録実施農家の場合は不要。



No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

28
母牛生年月日 は現在以前の日付を入力してく
ださい。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい母牛生年月日を入力する。

29 母牛の個体識別番号は登録されていません。 警告
母牛番号に入力した番号は登録牛ではないた
め

正しい母牛の登録番号を確認して入力する。
母牛が無登録牛の場合は、母牛の個体識別番号がコメント欄に自動
セット、また母無登録にチェックが自動セットされるので、そのまま更新
ボタンを押す。母牛が登録牛なのにエラーが表示される場合は当協会
まで要連絡。

30 母牛名号、母無登録の入力に誤りがあります。 警告
母牛が無登録なのに母牛名号欄に入力がない
ため

母牛が無登録の場合は、母牛名号欄に母牛の愛称と個体識別番号
の拡大４桁を入力する。(例)フリージア 3456

31
輸入受精卵（もしくは胎内輸入受精卵）にチェッ
クを入力してください。 エラー

ＥＴ欄にチェックがあり、供卵牛番号が外国番号
なのに、輸入受精卵（もしくは胎内輸入受精卵）
にチェックがないため

輸入受精卵（もしくは胎内輸入受精卵）によるＥＴ牛の申込みの場合は、
ＥＴ欄および輸入受精卵（もしくは胎内輸入受精卵）にチェックを入れる。
※胎内輸入受精卵によるET牛とは、海外での受精卵移植後に国内に
輸入された牛から生まれた産子のこと。

２．移動証明申請画面

No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

1
委託期間（開始日） は現在以前の日付を入力し
てください。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい委託期間（開始日）を入力する。

2
委託期間（終了日） は現在以前の日付を入力し
てください。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい委託期間（終了日）を入力する。

3
委託期間（終了日） は 委託期間（開始日） より
未来の日付を入力してください。

警告 委託期間の開始日と終了日が矛盾しているため正しい委託期間を入力する。

4 委託期間が正しく入力されていません。 エラー
委託期間の開始日と終了日の片方のみ入力さ
れているため

委託期間を入力する時は、開始日と終了日のどちらも入力する。

5 移動経路が矛盾しています。 警告
譲渡人から譲受人への移動経路が矛盾してい
るため。

正しい譲渡人および譲受人の会員番号を入力する。

6 移動年月日 が入力されていません。 エラー 移動年月日に入力がないため 移動年月日 を入力する。入力必須項目。

7
移動年月日 は 生年月日 以降の日付を入力し
てください。

エラー 移動年月日と生年月日が矛盾しているため 正しい生年月日と移動年月日を入力する。

8
移動年月日 は現在以前の日付を入力してくださ
い。

エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい移動年月日を入力する。

9
区分１で通常が選択されている場合は移動件数
は１件のみでなければなりません。

エラー
区分１＝「通常」の場合の移動件数に１以外の
件数が入力されているため

通常の移動申込みの件数は「１」とする。

10
この牛は既に同じ譲受人での申請データが入力
されていますので確認してください。

エラー
入力した移動証明申込みは既に入力されている
ため

申込みが重複していないかを確認する。

11 支部受付番号 が入力されていません。 エラー 支部受付番号に入力がないため 支部受付番号 を入力する。入力必須項目。



No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

12 譲受人会員番号 が入力されていません。 警告 譲受人会員番号に入力がないため 譲受人会員番号を入力する。

13

譲受人が自動登録農家です。自動登録は移動
証明が不要ですが、登録証明書への追記のた
めの移動証明申込かどうかを確認の上、移動
証明申込をしてください。

警告 申込者が自動登録実施農家のため
自動登録は移動証明が不要。
それでも血統登録証明書に申込者を印字したい場合は申込がひつよ
うのため、申込者にその旨を確認する。

14
既に同じ支部受付番号の移動証明申請データ
が存在します。

エラー
入力した申込みの支部受付番号は既に入力さ
れているため

重複しない支部受付番号を入力する。

15 申込日 が入力されていません。 エラー 申込日に入力がないため 申込日 を入力する。入力必須項目。

16
申込日 は 移動年月日 より未来の日付を入力
してください。

エラー 移動年月日と申込日が矛盾しているため 正しい申込日と移動年月日を入力する。

17 申込日 は現在以前の日付を入力してください。 エラー 入力時現在より未来の日付のため 正しい申込日を入力する。

18
登録されていない譲渡人会員番号です。
登録されていない譲受人会員番号です。

警告 入力した会員番号が不明のため 正しい会員番号を入力する。

19
登録されていない団体コードです。
対象外の団体コードです。

エラー 入力した団体コードが不明のため 正しい団体コードを入力する。

20 登録されていない登録委員です。 エラー 入力した登録委員番号が不明のため 正しい登録委員番号を入力する。

21
入力された支部受付番号は重複しますので変
更してください。

エラー
入力した支部受付番号が過去にも入力されてい
るため

重複しない番号を入力する。

３．登録証明受付画面

No. メッセージ
警告
or

エラー
原 因 対 応

1
会員番号には、登録されているコードを指定して
下さい。

警告 入力した会員番号が不明のため 正しい会員番号を入力する。

2 会員番号は５桁、又は、１０桁で入力して下さい。 エラー 入力した会員番号が不明のため 正しい会員番号を入力する。

3
件数を指定して下さい。
件数には１以上を指定して下さい。

エラー 件数に０が入力されているため 件数には１以上を入力してください。

4 支部受付年月日には日付を指定して下さい。 エラー 入力した支部受付年月日が不明のため 正しい支部受付年月日を入力する。

5
種別コードには、登録されているコードを指定し
て下さい。

エラー 入力した種別コードが不明のため 正しい種別コードを入力する。

6 種別コードを指定して下さい。 エラー 種別コードに入力がないため 種別コードを入力する。

7
登録委員には、登録されているコードを指定して
下さい。

警告 入力した登録委員番号が不明のため 正しい登録委員番号を入力する。

8 登録委員は３桁、又は、５桁で入力して下さい。 エラー 入力した登録委員番号が不明のため 正しい登録委員番号を入力する。


