
CROWN LINE
海外生活をもっと楽しく、もっと便利に。

犬・猫の輸出手続き
代行のご案内

Crown Line (Malaysia) Sdn Bhd
Kuara Lumpur Office
Lot 37645, Jalan 5/37A, Taman Bukit Maluri, Kepong, 52100
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +60 3 6257 1830 Fax : +60 3 6257 1840
Email : hikkoshi_kl@crownline.com.my

マレーシアから日本へ

この度は犬・猫の日本への輸出手続きのお問い合わせをいただき、
誠にありがとうございます。

次ページよりマレーシアからの輸出、日本への輸入手続きに関する
ご案内がございます。
ひとつひとつ確認し、スムーズな輸送を進めて参りましょう。

2022年1月改定
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輸入の流れ

① マイクロチップを装着してください。

チップは、日本の検疫所でのチップリーダー準備の都合上、ISO規格のものが望ましいです。

② マイクロチップ装着後、狂犬病予防接種 （1回目）

③ 2回目の狂犬病予防接種

2回目の接種は1回目接種から30日以上経過後、且つ1回目の接種の有効期間内

2週間程度あけたほうが良い（薬液が体内に行き渡るため）

飼い主様

30日以上あける

④ 2回目の狂犬病予防接種後、採血、狂犬病抗体価検査

日本の農林水産省指定の検査機関で検査を実施しなければならず、
マレーシア国内での検査では日本の基準を満たすことができません。
採血はマレーシアで実施、それを国外の検査機関に持ち込むことになります。

検査結果は採血日から2年間有効となります。
（空白期間なく狂犬病予防接種を受けていることが条件になります。）

⑤ 採血日から180日間（6ヶ月ではありません）以上、日本国外で待機

採血日から180日より前に日本に連れ帰る場合、180日以上経過するまでの期間、

空港検疫所にて係留が発生します。（係留費用が発生します。）

代行可能

⑥ 犬・猫の輸送を航空会社に予約

手荷物になるのか、貨物となるのか、ご確認ください。
手荷物であれば明確に「手荷物での予約」とお伝えください。

飼い主様

⑦ 犬・猫入国の40日以上前に、到着予定空港の検疫所へ届出書を提出。

明確な到着日が不明な場合であっても、みなしで申請ください。一度受理されればその後の訂
正は可能です。（訂正の度に届け出る必要があります。）

⑧ マレーシアからの輸出手続き

ご帰国数日前に、日本輸入で必要になる書類を作成し、動物病院で健康診断を受け、
全ての書類にマレーシア政府の裏書をもらいます。

代行可能

⑨ 日本到着

日本の輸入条件を満たしていれば、12時間以内の係留後、連れ帰ることが出来ます。
（実際は数時間の検査です。）

飼い主様



代行料金（単品の場合）

１．採血、血清検査手配代行 （手順 ④）

単体料金 MYR3,500

2頭目〜 プラス MYR1,000/頭

1. 動物病院の予約

掛かりつけの病院で採血をご希望の場合は、ご自身でご予約をお願いいたします。
特に獣医の指定がなければ、弊社が頻繁に利用している下記病院を予約致します。

Damansara Heights Veterinary Clinic
Plaza Damansara, 79 Medan Setia 1, 50490 Kuala Lumpur

月〜金 9am~1pm, 2pm~7;30pm / 土 9am~4pm / 日祝日 Close

※いずれの動物病院であっても採血費用はお客様でご負担ください。

3.   病院での採血と血清化

弊社スタッフが立会いのもと、病院にて採血を行います。
採った血はその場で弊社スタッフがお預かりし、血清へ変える機関へ持ち込みます。
血清に変えた後、国外の検査機関へ送り、狂犬病抗体検査を実施します。

2.   採血当日

当日の朝はペットに朝食を与えないようにしてください。（水は可）
朝食を与えてしまうと、血液が上手く血清にならない場合があり、
再度採血が必要となります。

※ご希望がございましたら弊社スタッフがご自宅と病院の送迎を承ります。
お気軽にお申し付けくださいませ。

4.   検査結果の報告

血清送付から1ヶ月ほどで検査結果が判明しますので、
弊社からご連絡させていただきます。
なお、検査結果の証明書原本は弊社に郵送されて参りますので、
必要に応じて弊社にて保管させていただきます。

万が一、結果が基準値に満たない場合には、再度採血からやり直す必要があり、
手配代行費用は別途、2回目として発生いたしますのでご了承ください。

上記に含まれる費用
• 弊社手配費用
• イギリス専門機関への血清輸送費用
• イギリス専門機関での抗体検査費用
• マレーシアへの抗体検査証明書送付費用



２．動物検疫所への届出代行 （手順 ⑦）

【提出の際に必要となる情報】

・ 連れ帰る方の氏名（漢字と英字）、パスポート番号
・ マレーシアでの住所と電話番号
・ 日本での住所と電話番号
・ マイクロチップ番号、およびその装着日
・ マイクロチップ装着後、2回以上の狂犬病予防接種実施記録
・ ペットの生年月日、品種、性別、毛色
・ ペットの体長、体高、体重

単体料金 MYR1,500

2頭目 MYR500/頭

※家財道具のお引越しもご用命いただけた場合はRM 1,000を現金にてお返しします。

※届出書提出後に帰国がキャンセルとなった場合でも上記費用はご請求させていただ
きます。

ペットが日本に到着する40日以上前に到着空港の動物検疫所に対して、

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」

を提出しなければなりません。

詳細の帰国日が決まっていなくても、みなしで設定し、
提出する必要があります。
ただし、みなしより帰国日を早めることが出来ませんので
ご注意ください。
40日に満たない場合、希望日に手続きが出来ないこともあります。

届出書提出後に以下の変更は輸入検疫に支障をきたすため、
下記事項は認められないことがあります。

• 到着日（帰国日）を早めること
• 輸入頭数を追加すること
• 他の個体に変更すること
• 到着予定日を過ぎてから輸入日程を変更すること



【必要書類】

・ 狂犬病予防接種記録
・ 狂犬病抗体価検査結果
・ 日本の検疫所の「届出受理書」
・ 日本の農水省推奨フォーム
「Form A」と「Form C」

①病院にて臨床検査

出国直前（1週間前以内）に、動物病院で「狂犬病およびレプトスピラ病（犬のみ）」にかかってい

ない、又は疑いがないことを証明する臨床検査を実施します。

弊社が頻繁に利用しており、書類作成に慣れております下記の病院で臨床検査を行います。

Damansara Heights Veterinary Clinic
住所：Plaza Damansara, 79 Medan Setia 1, 50490 Kuala Lumpur
月〜金 9am~1pm, 2pm~7;30pm / 土 9am~4pm / 日祝日 Close

※ 動物病院での検査費用は、お客様にてご負担ください。

②政府機関にて裏書を取得

上記病院での臨床検査後、KL市内在住の方はCheras、その他の地域に在住の方はShah Alam の
政府機関にて、日本への輸入に必要な書類に政府裏書を取得します。

Cheras政府機関：月〜木 8am~11am, 2pm~3pm / 金 8am~10am / 土日祝 Close
Shah Alam政府機関：月〜金 8am~12pm , 2pm~3:30pm / 土日祝 Close

３．輸出国（マレーシア）政府機関発行の証明書取得代行 （手順 ⑧）

単体料金 MYR3,500

2頭目 MYR1,000/頭

※家財道具のお引越しもご用命いただけた場合はRM 2,000を現金にてお返しします。

※政府機関へもペットを連れて行く必要があり
、

当日の混雑状況によっては
終日かかる場合がございますので、

予めご了承くださいませ。

③輸出許可を申請、所得

④輸出許可取得後、全ての書類をお客様へ返却

※出国直前の手続きに2〜3日程度かかります。
曜日、祝日によってはさらに時間がかかることもございます。



KLIA、及びご帰国後の手続き
（代行サービスではございません）

ペットの搭乗予約はお客様でお願いいたします。

マレーシア出国日、航空会社指定の時間までに出発ロビー行き、
チェックイン手続きを行います。

ここでペットを預けることになります。

※手荷物として搭乗予約していたにも関わらず、貨物として扱われてしまう事例が
度々発生しています。

ご予約、チェックインの際はくれぐれもご注意ください。

＜日本到着後の流れ＞

①ベルトコンベアから預け荷物を受け取ると、
その近くから係官がペットを連れて出てきます。

②ペットと共に動物検疫カウンターに立ち寄り、書類を提出。

③係官の指示に従い輸入検査を済ませ、
輸入検疫証明書を発行してもらいます。

④特に問題がなければそのままペットと一緒に帰宅できます。

⑤輸入後30日以内に飼養場所となる市町村窓口に
「犬／猫の輸入検疫証明書」を提出しましょう。



代行料金（セット料金）

単体料金 MYR 8,500

2頭目〜 ＋ MYR2,500/頭

弊社は海外引越し専門の会社です。
ご帰国される際、お引越しお荷物とご家族であるペットの輸出入を
ご依頼いただける場合と、ペットのみご依頼いただける場合とで
料金に差異を設けております。予めご了承ください。

※家財道具のお引越しもご用命いただけた場合は最大RM 3,000を現金にて
お返しします。

採血費用と最終の健康診断費用はお客様負担となります。
（病院によって料金が異なるため）



１．事前手続き完了前に帰国しなければならない場合

方法としては3つあります。

① 採血から180日以上経過後再度ご来馬され、ご自身でペットを連れ帰る。
→安心して預けることができる場所（友人やペットホテルなど）を確保することが肝要。

② 採血から180日以上経過後、貨物としてペットのみを輸送する。
→ペットを貨物として輸出入することになり、手続きが煩雑になり、
日本輸入時に税金が発生。 （ペット＝物、という扱いのため）

※弊社では貨物扱いでのサービスは行っておりません。

③ 日本の検疫所で係留を受ける。
係留費が発生します。 係留費用は直接係留所へお問い合わせください

２．抗体価検査の結果が日本の基準を満たさなかった場合

2回目の狂犬病予防接種から間もなく採血をした場合、薬が体に行き渡らず
基準を満たさない場合があります。そのため、接種後2,3週間以降の採血をお勧めします。

※基準を満たさなかった場合、再度採血、検査となり、その分の追加費用が発生します。

３．日本で、空港検疫所からご自宅まで、自身で連れ帰るのが困難な場合

例えばご自宅が地方で、飛行機を乗り継がなければならない、長時間バスや電車に
乗らなければならずペットを連れ帰ることが出来ない場合などは、弊社へご相談ください。
空港からご自宅までのペット輸送サービスの会社をご紹介いたします。

４．狂犬病予防接種に不備がある場合

2年間有効である抗体価検査をパスしたにも関わらず、狂犬病予防接種に空白期間が
生じてまった場合は、抗体価検査結果は無効となり採血からやり直すことになります。
狂犬病予防接種有効期間は空白のないように、有効期間内に次の予防接種を行ってください。

５．過去に混合ワクチンの接種を行った場合

過去に混合ワクチン接種履歴があるとマレーシア政府機関の担当官が、有効期限内であるかを
確認する場合があり、有効期限切れの場合には接種を強要してくることがあります。
日本輸入に際しては本来不要な手続きではありますが、マレーシア担当官の指示に
従わない場合には輸出許可証が発行されないのでご理解いただけますと幸いです。

犬：Canine Distemper, Canine Parvovirus, Infectious Canine Hepatitis and Leptospirosis 
(Icterrohaemorrhagiae & Canicola)

猫：Feline Panleukopenia, Feline Dlstemper, Feline Rhinotracheitis & Feline Calicivirus

参考情報



下記、確定している箇所のみご記入をお願い致します。

ペット輸出代行手続きに関する同意書及び依頼書

上記、全てのサービス内容及び免責事項の内容にて同意いたします。
2022年1月更新版

サイン Signature

お客様名：
日付：

下記、ご希望のサービス内容にチェックしてください。

❑ 1. 採血、血清検査手配 （手順④）

❑ 2.動物検疫所への届出代行 （手順⑦）

❑ 3.輸出国（マレーシア）政府機関発行の証明書取得代行 （手順⑧）

❑ その他（ ）

飼主様のお名前

お電話番号

ご住所

ペットの名前

ペットの生年月日

マイクロチップ装着
年月日

帰国日


