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『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』ご使用に当たって
　この度は『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』をご購入いただき誠にありがとうございます。『ペッ
トショップ DB 第一種動物取扱・管理』は、令和２年６月に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」
に基づき、第一種動物取扱業に義務付けられた動物の管理帳簿作成、定期報告書の作成を補助する PC 向けの
データベースソフトです。
　ご利用にあたっては本操作解説書をよくお読みの上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』ご利用許諾
重要　お客様へ：本ソフトウェアをご使用になる前に必ず以下のソフトウェア使用許諾条件をお読みください。

　有限会社ドゥ・プラン ( 以下甲 ) は、オリジナルもしくはコピーの形態または媒体に拘わらず、本ソフトウエア製品を記録す
る媒体、およびその後に作成された全ての　『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』（以下本ソフトウエア）のコピーにつ
いて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
　本ソフトウエアは、１台の PC に限りご利用いただけます。本ソフトウエアを別の PC にインストールしてご利用いただくこと
はできません。※ PC の故障等による代替機への移行や新機種への移行の場合を除きます。
　お客様は第三者に対し、いかなる理由によろうとも、本製品の全部または一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作
物を創作・譲渡・販売・転貸することはできません。
　お客様自らまたは第三者を使って、本ソフトウエア製品の全部または一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、
デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことはできません。
　本ソフトウエア製品に含まれるマニュアルを、甲の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーする事はできません。
　本ソフトウエア製品が利用者の保有する動作環境において、すべて正常に動作することを保証するものではありません。
　本ソフトウエア製品の仕様は予告なしに変更することがあります。
　お客様は、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめ
ご了承ください。お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、本操作解説書に記載のお問い合
わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改
良など、必要な情報をお知らせ致します。
　本ソフトウェアの不具合により本製品中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社は保証致しません。
当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受
けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。
　お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は保証致しません。また、変更また
は改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、当社は責任を負いません。
　この契約に基づく当社の責任は、本製品のご購入に際しお客様が実際に支払われた金額を上限とします。但し、当社の故意ま
たは重大な過失による場合は、この限りではありません。

本ソフトウエアのご利用 PC環境について
【対応 OS】Windows 10 / 8.1　Mac OS  10.13 / 10.14 / 10.15（MacOS は Macintosh 版ソフトを使用します）
【メモリ容量】8GB 以上推奨
【必要 HDD 空き容量】100GB 以上
【その他】CD-ROM ドライブ（インストール時）

本ソフトウエアの操作に関するお問い合わせについて
メール、もしくは当社ホームページ、お問い合わせフォームからお願いします。
メールアドレス：info@do-plan.co.jp
Web からのお問い合わせ：http://do-plan.co.jp/



【もくじ】
『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』は、第一種動物取扱業に関わる煩雑な管理事務を簡素
化するデータベースシステムです。個体管理台帳と繁殖台帳の連携により、手集計だと膨大な時間と
手間がかかる定期報告書作成がスピーディかつ容易に作成できます。

『ペットショップ DB 第一種動物取扱・管理』の構造を解説します。

メニュー
（事業者基本情報登録）

このソフトをお使いになる事
業者の名前や住所、動取番号
などの基本情報を登録します。
大事な基本情報ですので、も
れなく記入してください。
※この情報は提出種類に記載
されます。

個体管理台帳と繁殖台帳 _ 母
個体管理台帳に登録した個体で、繁殖
適齢期になった個体を「親」に変えて
繁殖台帳を作成します。繁殖台帳には
個配記録と出産子が記録できます。
※繁殖台帳は「母」のみ作成します。

交配記録詳細
繁殖台帳の交配記録の元帳で
す。時系列で交配と繁殖に関
わ る 情 報 を 記 録 し ま す。 メ
ニューからも表示できます。

定期報告書
個体管理台帳の登録データを
元に集計・作成します。

その他の操作
動物種別ごとに品種を登録方
法や管理個体を自家飼養に変
更する操作方法を解説します。

保管帳簿
保管取引は個体管理台帳とは
切り離し、単純に保管取引を
管理・記録します。
ホテル、一時預かり、訓練等
で動物を保管する取引を管理・
記録します。一覧画面は報告
書として印刷できます。

その他各種帳簿
個体管理台帳の登録データを
元に集計・作成します。

管理個体一覧
個体管理台帳に登録されている全個体を
リスト表示します。
犬猫種、販売・未販売、日付順表示など
の機能があります。
その他の操作
マイクロチップ No、ワクチン接種記録な
どの操作方法について解説しています。

取引先マスター
個体を購入、販売する取引先
情報を登録します。大事な基
本情報ですので、もれなく記
入してください。
※この情報は必要に応じて提
出種類にも記載されます。

個体管理台帳
現在飼養中の個体や今年度に
販売した個体など全ての個体
情報を管理・記録します。
登録すると「管理番号」が自
動で付番されます。もし現在
使用中の管理番号がある場合
は「個体の販売に関する情報」
欄の「備考」に記載して識別
にご利用ください。
※定期報告書は個体管理台帳
の情報を元に集計・記載され
ます。

種親マスター
交配用種親を登録します。交
配用に一時的に来ている種親
や自家飼養してる個体を種親
として登録します。
※一時預りの個体は個体管理
台帳に登録せずに、種親マス
ターだけに登録します。

※各項目側の数字はページ番号です。
※項目をクリックすると、
　該当ページに移動します。
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貸出帳簿
貸出・返却取引を時系列
で管理・記録します。一
覧画面は報告書として印
刷できます。
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【個体管理台帳】操作の概要と手順
操作の大まかな手順は以下の通りで、この順番にデータ入力を行うとスムーズに運用ができます。

事業者基本情報登録
メニュー画面にある「事業者基本情報」ボタンをクリッ
クするとポップアップ画面が表示されます。あらかじ
めサンプル情報が入力されているので、全てを書き換
えてください。※この情報は提出種類に記載されます。

個体管理台帳「親」への変更
個体番号の右にある「親」チェックを入れると、ステー
タスが「親」に変更されます。メスの場合は個体情報
エリアがピンクに、オスの場合はブルーに変わります。
メス親は、繁殖台帳への切替が可能になります。

種親マスター登録
交配用に預かった種親を登録します。登録した種親は

「繁殖台帳 _ 母」の交配・出産 履歴等で引用されます。
※自家繁殖オスの場合は、個体管理台帳の「親」ステー
タスに変更すると自動的に登録されます。

繁殖台帳登録
個体管理台帳メスの「親」から、繁殖台帳に切替ます。繁殖台帳の交配・
出産 履歴等に交配日と父親コードを入力します。
出産したら、出産日を入れ、出産頭数を入力します。「子を追加」ボタ
ンをクリックすると子に関する情報が下欄に自動入力されます。
※子を追加すると、生まれた子が自動的に個体管理台帳に追加されま
す。★基本的にこの作業の繰り返しで、個体管理していきます。

取引先マスターの登録
犬猫個体の購入先のほか個体の販売先を登録します。登
録した内容は個体管理台帳などで引用入力しますので、
漏れのないように入力してください。一度入力しておけ
ば、後の入力作業がラクになります。

1

4
繁殖時の操作

2

個体管理台帳の登録
飼養している犬猫を全て登録してく
ださい。入力項目は、キーボードか
らの入力のほか、チェックボタン、
プルダウン選択式があります。購入
先情報と購入繁殖者情報は、購入先
名をプルダウンで選択すると、取引
先マスターに登録した情報が、自動
入力されます。

3
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【メニュー画面】すべてはここからスタートします。
ソフトを起動すると、下のようなメニュー画面が開きます。まず初めに「事業者基本情報」ボタンをクリックして、事業者情報を正確人入力して
ください。登録した事業者情報は定期報告書をはじめ、様々な記録・帳簿等で使用されます。
このメニュー画面から作業内容によりボタンクリックで、管理台帳や帳簿、定期報告書などの各画面を表示します。

●『事業者基本情報』
ボタンをクリックすると、ポップ
アップウィンドウが開きます。各項
目すべてに入力してください。この
情報は届出書類に自動で記入されま
す。大事な情報ですので、間違わな
いように注意してご入力ください。●『生後経過日数』設定

販売、引き渡しが可能になる生後日
数を設定します。初期状態は 56 日
になっていますが、法令改正後は改
正された日数に設定します。ドロッ
プダウンで選択する以外に手入力も
可能です。

※設定した日数に応じ
て、個体管理台帳に販
売・ 引 渡・ 展 示 が、 可
もしくは不可を自動判
定して表示します。

●『個体管理台帳』ボタン
個体管理情報を入力する台帳を開き
ます。犬・猫の購入や繁殖、引き渡
しに関する情報をその都度、入力し
て管理します。日常的に入力が必要
なのは「個体管理台帳」だけです。

●『取引先マスター 一覧』ボタン
「取引先マスター一覧画面」を開きま

す。購入先と販売先に関する情報を
管理します。ここに登録した情報は、
個体管理台帳などで、自動的に引用
して入力します。

●『飼養帳簿』ボタン
飼養帳簿を開くボタンです。普段は
あまり使用しませんが、年度毎の飼
養帳簿をプリント、閲覧する時に使
います。

●『貸出帳簿』ボタン
貸出帳簿を開くボタンです。貸出・
返却塔に関する情報を時系列で管理
します。

●『保管帳簿』ボタン
保管帳簿を開くボタンです。ホテル
や預かり等の保管業を務時系列で管
理・記録します。

●『繁殖母 一覧』ボタン
クリックで繁殖母をリスト表示。こ
こからより詳細な繁殖管理画面に移
動できます。

●『交配記録 一覧』ボタン
クリックで交配記録をリスト表示。
ここからより詳細な交配記録画面に
移動できます。

●『種親マスター 一覧』ボタン
クリックで種親マスターをリスト表
示。ここからより詳細な種親マス
ター画面に移動できます。

●『管理個体 一覧』ボタン
クリックすると管理している個体が
リストで表示されます。ここからよ
り詳細な「個体管理台帳」に移動で
きます。

●終了ボタン
アプリを終了するときにクリックし
ます。データは自動的に保存されま
す。

●『動物種 追加・削除・編集』ボタン
初期状態で犬 173 種、猫 37 種が登
録されています。犬猫種意外の動物
種は取扱動物種に応じて、適時追加
変更してください。

●『定期報告書』ボタン
定期報告書を作成するボタンです。
クリックするとポップアップでミニ
ウインドウが開きます。届出年度設
定、年度当初の頭数を設定します。
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【取引先マスター】購入、販売、貸出等全ての取引先を登録します（メール送信機能付）  

１）取引先マスター 一覧を表示
メニューの「取引先マスター 一覧」ボタンを
クリックすると「取引先マスター 一覧」画面
に切り替わります。

２）新規登録方法
「取引先マスター 一覧」

画 面 右 に あ る「 詳 細 」
ボタンをクリックしま
す。「 取 引 先 マ ス タ ー」
画面の上部中央にある

「新規制作」ボタンをク
リックします。「確認」
ウ ィ ン ド ー が 出 ま す。

「OK」をクリックします。
「取引先マスター」画面

に切り替わり、新しい
ページが表示されます
ので、必要項目に入力
してください。
※取引先コードは自動付番
です。

▼

●メール送信機能
取引先一覧画面から複数宛先にメールを送る
ことができます。
１）左端のチェックボックスに、チェックを
入れ送信宛先を選択します。
※上部の「全選択」をクリックすると全てにチェック
が入ります。すると文字が「全解除」に変わり、「全解
除」をクリックすると全てのチェックが外れます。

２）「メールを送信」ボタンをクリックすると、
メールソフトが立ち上がります。メールタイ
トル、送信文等を入力して送信してください。
※チェックを入れた数のメール送信ウィンドーが開き
ますので、逐次送信してください。
※お使いの PC にメールソフトがインストールされて
いること、インターネットに接続されていることが必
要です。

▼

●宛名ラベル印刷
取引先一覧画面から宛名ラベル印
刷ができます。
１）左端のチェックボックスに、
チェックを入れて、印刷したい取
引先を選択します。
※上部の「全選択」をクリックすると全
てにチェックが入ります。すると文字が

「全解除」に変わり、「全解除」をクリッ
クすると全てのチェックが外れます。

２）「宛名ラベル印刷」ボタンを
クリックすると、宛名印刷画面
に切り替わります。印刷内容を
チェックして、用紙設定・プリン
ター設定を確認して印刷してくだ
さい。

宛名ラベルは A4 サイズ・タテ 12 面付
の用紙を選んでください。
※参考用紙：ナナクリエイト /CL-11FH

（分別処理可能再剥離タイプ）※右の
寸法の用紙であれば、メーカー製品は
問いません。

●重要
「取引先マスター」に登録した取引先

受法は、個体管理台帳等に引用して使
われます。各項目に間違いや漏れがな
いよう入力してください。
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【個体管理台帳】　犬猫個体登録、販売・引渡情報を管理します

４）登録者、更新変更者
プルダウンで「編集」を選択する
と、選択肢が追加できます。初期
値の「氏名を登録」は削除してく
ださい。
販売した者の代表者又は動取番号
は、プルダウンで選択肢が登録で
きます。繁殖者の氏名又は動取番
号は、購入先マスターに登録した
名称がプルダウンで表示されま
す。
※他ページのプルダウンに「編集 ...」と
あるものは選択肢の追加・削除ができま
す。

１）画面上部にある「新規台帳」
ボタンをクリックします。
空白のページが表示されます。

２）個体情報
個体情報を登録・管理します。「引
渡可能日」はお誕生日から起算し
て、自動計算で表示します。
日齢制限の設定は、メニュー画面
で行ってください。
☆管理番号は自動付番されます。
犬・猫種欄は、プルダウンで選択
肢が表示されます。

日付に関連した欄は、プルダウン
カレンダーになっています。

お誕生日に入力すると「引渡可能
日」が自動計算されます。

「判定」は日齢が引渡「可」「否」
で表示されます。

●個体の販売に関する情報（販売時入力）
個体の販売や引き渡しに関する情報を登録・
管理します。販売相手は「取引先マスター」
に登録した情報をプルダウンで表示、住所や
氏名等も自動引用します。

３）購入先情報＆繁殖者情報を自動入力
取引先マスターに登録した情報を引用して表示します。

「購入先」と「繁殖者」の欄をクリックするとプルダウンで選択
肢が表示されます。該当する取引先を選択すると住所や電話番
号など全ての項目が自動で表示されます。

【重要】事前に取引先マスターの情報を
もれなく入力しておくことが必要です。
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【個体管理台帳と繁殖台帳 _ 母】個体属性の母親への切替え

●繁殖台帳
繁殖台帳は「パートナー」「交配日」

「出産日」「出産頭数」などを時系
列で記録することができます。
また出産した「子」も関連付けて
登録できます。
操作方法など詳しくは次ページの
繁殖台帳 _ 母をご参照ください。

●父親選択
繁殖台帳の「父親コード」欄をク
リックすると「父親選択」画面が
表示されますので、該当の父親を

「選択」ボタンで選んでください。
父親コード欄に父親コードが入力
されます。
※「個体管理台帳」で「種親登録」
したオスと預かりで種親マスター
に登録した個体が父親選択候補で
表示されます。
※父親を変更した時は必ず右の

「確定」ボタンをクリックしてく
ださい。

１）個体属性を「親」に変更する
個体情報欄右上の「親」をチェッ
クするとステータスが「繁殖用の
親」に変更されます。
親が「メス」の場合は個体情報欄
の地色がピンクに変わります。

親が「オス」の場合は、地色がブ
ルーに変わります。

２）繁殖台帳ボタンをクリック
「繁殖台帳」ボタンをクリックす

ると画面が「繁殖台帳」に切り替
わります。

その他、画面右の「繁殖台帳」ボ
タンでも切り替えができます。

繁殖台帳への切替は、どちら
でもできます。
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【繁殖台帳 _ 母】 交配・出産 ( 孵化 ) 時の操作方法

４）「子」の追加
「交配・出産 履歴」の該当行にあ

る緑色の「子を追加」ボタンをク
リックします。クリックするごと
に下段のリストに「子」が追加さ
れます。出産頭数だけクリックし
てください。
※出産 ( 孵化 ) 頭数以上は、クリッ
クしても追加されません。
下段のリストには基本情報は自動
で記入されます。「性別」「毛色」は、
生まれた子の特徴に応じて記入し
てください。
※「削除」ボタンをクリックする
と、その行と関連する子の個体管
理台帳も全て削除されます。

●「個体管理台帳」に自動登録
下段のリストに「子」が追加され
るとその仔の「個体管理台帳」が
自動的に作成されます。「台帳へ」
ボタンをクリックして「個体管理
台帳」に移動し、内容を確認し必
要に応じて追記してください。
※「所有区分」が自動的に「繁殖」
になり、「購入情報」と「繁殖情報」
の取引先が選べないようになりま
す。

●繁殖台帳の入力について

１）「交配日」を入力します
「交配・出産 ( 孵化 ) 履歴」の「交

配日」を入力します。「交配日」
と「父親コード」を入力すると、
自動的に「交配記録詳細」が作成
されます。

２）「父親コード」を入力します
父親コード欄をクリックします。

「父親選択画面」（下写真）が表示
されます。交配した種親を選択し
てください。

※表示されるのは「種親マスター」で登
録された種親です。ここに表示されない
場合は「種親作成」ボタンをクリックし
て、「種親マスター」に登録してから再
度同じ操作を行ってください。

↑ 親の基本情報
個体管理台帳の情報が自動で表示
されます。

●繁殖 ( 母 ) 一覧から表示する方法
メニューの「繁殖 ( 母 ) 一覧」ボタンをクリック、
下の「繁殖 ( 母 ) 一覧」画面が表示されたら「繁
殖台帳」ボタンをクリックで繁殖台帳 母を表
示します。

３）出産時の入力
子が生まれたら該当する行に「出産日」と「出産頭数」を記
入してください。自動的に「交配記録詳細」にも記入されます。
※出産日を変更した場合は、右の「確定」ボタンを必ずクリッ
クしてください。

●交配・出産 ( 孵化 ) 履歴の削除
誤って「交配・出産 履歴」を作成
した場合などは、右端の赤い「削
除」ボタンをクリックします。「交
配記録詳細」も削除されます。
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【種親 ( 父 ) マスター】 種親を登録します（メール送信機能付）

１）種親 ( 父 ) 一覧を表示
メニューの「種親 ( 父 ) 一覧」ボタンをクリッ
クすると「種親 ( 父 ) 一覧」画面に切り替わり
ます。

●「詳細へ」ボタン
「種親 ( 父 ) 一覧」の「詳細」ボタン

をクリックすると、直接「種親 ( 父 )
マスター 」画面に切り替わります。

２）リストの絞込み
動物種と預かった種親の返却の有
無で絞込みできます。
※種親コードは自動付番です。
交配預かり、購入した個体の場合は「TP」
と５桁の数字で表されます。「C」で始
まる種親は自家繁殖個体です。
※種親コードが「TP」で始まる個体は、
定期報告書ではカウントされません。

●背景色の違いについて
「種親 ( 父 ) マスター 」画面は種親の返

却の有無（種親の返却日が空欄の場合
は未返却）や死亡した時（個体管理台
帳の死亡日を記入した時）により背景
色が変わります。

・未返却：ピンク
・返却済：クリーム色
・死　亡：グレー

▼

●メール送信機能
「メールを送信」ボタンをクリックすると、種親オーナー宛

にメールを送信できます。メールソフトが立ち上がりますの
で、メールタイトル、送信文等を入力して送信してください。
※メールアドレス欄にメールアドレスを登録してください。
※お使いの PC にメールソフトがインストールされていること、インター
ネットに接続されていることが必要です。

繁殖であずかった種親が未返却のとき：ピンク

繁殖であずかった種親が返却済みのとき：クリーム色

種親が死亡のとき：グレー
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【種親 ( 父 ) マスター】 自家繁殖個体を個体管理台帳から登録する方法

１）オスの個体情報を「親」に変
更します
個体情報欄の右上にある「親」に
チェックを入れます。個体情報の
背景色が緑色からブルーに変わり
ます。

２）「種親登録」ボタンをクリッ
クします
画面が「種親マスター」に切り替
わります。

３）「OK」ボタンをクリックします
「種親マスター」の項目に入力します。

●個体管理台帳からの自動入力項目
「個体管理台帳」から登録すると以下の

項目が「種親マスター」の項目に自動
入力されます。

・種親コード
・動物種別
・品種名
・種親名もしくは管理名
・種親属性

・種親オーナー動取番号
・種親オーナー TEL、メールアドレス

●個体管理台帳からの種親登録
「個体管理台帳」からの種親登録は返却

に関する項目が表示されません。

種親に登録完了すると「種親登録」
ボタン右に「済」の文字が記入さ
れます。種親を解除する時は「種
親解除」ボタンをクリックします。
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【交配記録詳細】 操作方法

●繁殖台帳から交配記録詳細へ
「繁殖台帳 _ 母」の「交配・出産 

履歴」の行左端にある「詳細」ボ
タンをクリックすると「交配記録
詳細画面」に切り替わります。

「交配記録詳細」は「交配・出産 
履歴」の「交配日」を入力するご
とに自動で作成されます。

「健康状態」「備考」以外は自動で
記録されます。

※交配記録は「繁殖台帳 _ 母」の「交配・
出産 履歴」の原簿ですので、削除作業
を行う場合は、十分ご注意ください。
※交配記録を削除しても、その記録と
関連する出産子の個体管理台帳は削除
されません。

●メニューから交配記録詳細へ
メニュー画面の「交配記録 一覧」
ボタンをクリックすると「交配記
録 一覧」画面に切り替わります。

「交配記録 一覧」画面は全ての交
配記録をリストで表示します。

「動物種別で絞込み」ボタンは、
プルダウンで犬、猫、その他の哺
乳類、爬虫類、鳥類、すべての選
択肢が選べ、それぞれの動物種で
絞込めます。

「赤い小さな三角」をクリックす
ると、昇順・降順で並び替えます。
交配日などで表示順を入れ替えた
り、母親コードで絞り込んで表示
することができます。

「交配記録 一覧」の「詳細へ」ボ
タンをクリックすると「交配記録
詳細」画面に移動します。
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【管理個体一覧】 探しやすいリスト表示でスピーディに個体管理台帳へ

●一覧表示で見つけけた個体の管
理台帳を表示

「管理台帳」ボタンをクリックす
ると、その個体の管理台帳を表示
します。

●一覧表示ですべての管理個体を
表示します
メニュー画面の「全頭一覧」ボタ
ンをクリックすると個体管理台帳
のすべてを表示します。
メニュー画面の「個体管理台帳」
ボタンをクリックする代わりに全
頭一覧を表示させて、閲覧したい
動物をスピーディに見つけ出すこ
とができます。
そして見つけ出した個体の右端に
ある「管理台帳」ボタンをクリッ
クすると詳細な情報が記載された

「個体管理台帳」を表示します。

●用途による絞り込みで、資料が
プリントできます
各種絞り込みと並び順の変更で、
用途に合わせた資料がプリントア
ウトできます。

●動物種を絞り込む方法
ボタンをクリックすると、プルダ
ウンで動物種の選択肢を表示しま
す。絞込みたい動物種でプルダウ
ンを話すとその動物種の個体を絞
り込んだ状態で表示します。
また画面上部にある「未販売の個
体」「販売済の個体」をクリック
するとさらに個体を絞り込無こと
ができます。
動物種と販売状況で絞り込まれた
後に「性別」「所有区分」の青い
文字をクリックすると、さらに絞
り込まれます。
注）例えばメスで絞り込む場合、メスの
行をクリックしてから「性別」の文字を
クリックしてください。「所有区分」も
同様です。

●項目による並び順の変更
管理 No やお誕生日などの項
目で一覧の並び順を「新しい
順」「古い順」に並び替える
ボタンです。
各項目の右に赤い小さな三
角形が付いています。上向き
の三角をクリックすると昇
順、下向きの三角形をクリッ
クすると降順で並び替えが
できます。
並び替えができる項目は、三
角形が付いている項目に限
られます。

●小さな三角印で並び替え
小さな三角印は並び替えボタン
になっています。上向きで昇順、
下向きで降順に並び替えます。
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【その他の操作】 マイクロチップ No、ワクチン・その他記録、プルダウン選択

●プルダウン式選択項目について
項目の右端に下向きの矢がついて
いる欄は「プルダウン式」選択項
目が設定してあります。クリック
すると右画面のように選択肢が表
示されますので、項目を選んでマ
ウスのクリックを離すと項目が切
り替わります。
※プルダウン選択項目は他も同様
です。
※プルダウン選択項目に空白の行
がある場合は「何も選択しない」
場合に使用します。

●マイクロチップ No の入力方法
個体管理台帳のマイクロチップ
No 登録欄は、キーボード及びマ
イクロチップリーダーからの入力
が可能です。キーボードからの入
力は「マイクロチップ No」欄に
カーソルを移動して入力してくだ
さい。
マイクロチップリーダーからの入
力は、「マイクロチップ No」欄に
手動でカーソルを入れるか「NO
取込」ボタンを押してから、マイ
クロチップリーダーを操作してく
ださい。

●ワクチン・その他記録入力方法
個体管理台帳の「個体の取り引き
に関する情報」欄にある「ワクチ
ン・その他記録」ボタンをクリッ
クします。「ワクチン・その他記録」
を入力するポップアップ画面が表
示されます（上画面参照）。表示後、
必要事項を入力してください。

●ワクチン・その他記録一覧画面
ポップアップ画面右の「一覧」ボ
タンをクリックすると一覧画面が
表示されます（下画面参照）。一
覧画面では入力欄が大きめに作っ
てあります。ポップアップ画面で
入力しきれない情報を補足するこ
とができます。
備考欄はスクロール機能がついて
いますので、必要に合わせて文字
数が多くても入力可能です。
画面上部の「印刷」ボタンをクリッ
クすると一覧表を印刷することが
できます。A4 ヨコの用紙サイズ
で印刷してください。
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【貸出帳簿】 動物の貸出記録を時系列で管理します

上画面のように業務内容を「貸出」
にします。「個体の取り引きに関
する情報」欄の表示が変わり、欄
の中央付近に「貸出 記録」ボタ
ンが表示されます。「貸出 記録」
ボタンをクリックすると、ポップ
アップで「貸出記録」ウインドー
を表示しますので、必要に合わせ
て各項目に入力してください。貸
出先の欄はプルダウンで、取引先
マスターに登録した取引先が表示
されます。
※取引先マスターの取引先種別が「貸
出」に設定した物だけを表示します。

●貸出台帳に切替える方法
「貸出 記録」の右端にある「帳簿」

ボタンをクリックして「貸出に関
する記録」帳簿に切替えます。各
種検索機能により記録帳簿の内容
を切り替えることができます。
※画面左のゴミ箱をクリックするとそ
の行が削除されます。

●「貸出に関する記録」帳簿の操
作方法
帳簿画面の右側に各種操作ボタン
を配置しました。

「全表示」ボタンをクリックする
と、すべての貸出記録を表示しま
す。

「動物種別」はプルダウンになっ
ており、動物種を選んだ時点で記
録を絞り込みます。

「期間」をクリックするとカレン
ダーが表示され絞り込む期間を設
定します。「期間」は貸出日を検

●個体管理台帳から貸出記録を表
示する方法

「貸出」はひとつの個体で貸出・
返却が複数回あるので貸出専用の
帳簿に記録します。
個体管理台帳右側の「個体の取り
引きに関する情報」欄の右上にあ
るプルダウンをクリックします。

索します。期間の終わりの日付を
設定した時点で記録が絞り込まれ
ます。
青い「期間クリア」の文字はボタ
ンになっており、クリックすると
期間の日付けが空欄になります。

「さらに貸出中で絞込む」ボタン
をクリックすると、絞り込んだ記
録から「貸出中」の個体だけを追
加絞り込みします。

●印刷ボタン
「印刷」ボタンをクリックすると

貸出帳簿をプリントアウトしま
す。A4 ヨコの用紙サイズで印刷
してください。

貸出期間の右にある赤い小さな三
角形をクリックすると、貸出日の
昇順、降順でリストを並び替えま
す。
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【保管帳簿】-1 動物の保管・預かり記録を時系列で管理します

●保管状態により画面の色が変化します
保管開始日、返却予定日、返却日の入力内容によって、保
管状態が変わり、画面の色も変化します。

●保管・預かり業務の管理
保管帳簿は個体管理をしないの
で、個体管理台帳とは切り離して
管理しています。

「メニュー」画面の「保管帳簿」
ボタンをクリックすると保管帳簿
を表示します。各項目の入力欄は
プルダウン式の入力を採用して入
力作業を補助します。

・取引先入力欄
取引先マスターに登録した取引先を表
示します。取引先マスターに登録した
各種項目を自動入力します。

・動物種別入力欄
犬・猫・その他の哺乳類・鳥類・爬虫
類の５種から選びます。

・品種入力欄
動物種別入力欄に入力した動物種別に
応じて選択肢が変わります。犬・猫以
外は、メニューにある「動物種 追加・
削除・編集」で事前に登録が必要です。

・保管種別入力欄及び保管内容入力欄
初期状態ではサンプル選択肢が入って
います。取引業務の内容により、追加・
削除してご使用ください。

取引先入力欄

動物種別入力欄

品種入力欄

保管種別入力欄

保管開始日に入力すると保管状態が「予約中」になり画面が緑色になります

返却予定日に入力すると保管状態が「保管中」になり、ピンクに変わります

返却日に入力すると保管状態が「返却済」になりクリーム色に戻ります

保管内容入力欄

●新しい保管案件を追加する
「新規作成」ボタンをクリックす

ると、空欄の新しいページができ
ます。必要事項を入力してくださ
い。
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【保管帳簿】-2 動物の保管・預かり記録を一覧で表示・印刷します

●返却予定日を過ぎても返却して
いない場合
保管状態が「返却超過」に自動で
変わり、注意を促します。

●保管帳簿から「保管に関する記録」を
表示させる方法
保管帳簿上部右の「保管帳簿一覧・印刷」
ボタンをクリックします。「保管に関する
記録」画面に変わります。

返却予定日を過ぎても返却日が空欄の場合は、保管状態が「返却超過」にな
り「保管中 Flg」が赤い反転文字になります。

●「保管に関する記録」の印刷について
保管帳簿で記録した情報を抜粋した帳簿を一覧表示した書
類です。ホテル宿泊や一時預かりなど、動物の保管記録を
提出可能な書式で一覧表示します。提出年度の該当期間で
絞込み、印刷すれば保健所への提出書類になります。（上画
面参照）

「印刷」ボタンをクリックすると保管に関する記録をプリン
トアウトします。A4 ヨコの用紙サイズで印刷してください。

●「保管期間」で並び順を変更
赤い小さな三角をクリックすると
預かり日で昇順、降順で並び替え
ます。

●「保管に関する記録」の絞込み
検索方法

「保管に関する記録」では保管種
別、補完状態、期間で絞り込み検
索ができます。保管種別、補完状
態はプルダウン式入力です。プル
ダウンの選択肢は追加や変更、削
除が可能ですので、業務内容に合
わせて変更してください。

注意）多くのデータを記録した
後で変更する場合は、過去の
データとの整合性を考慮して、
慎重に行ってください。選択肢
を変更しても、それ以前に記録
したデータ内容は変わらないの
でご注意ください。

「詳細」ボタンをクリックする
と「保管帳簿」に戻ります。
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【定期報告書】年度当初（前年度末）所有頭数の設定

●定期報告書ボタン
メニューの「定期報告書」ボタン
をクリックすると、設定・印刷ウィ
ンドウに切り替わります。

●定期報告書の操作方法
１）前年度所有頭数の設定

「定期報告書」は前年度末に所有
していた個体を基に、今年度所有
した個体、販売や譲渡、死亡等で
減った個体を自動で集計します。
初めて定期報告書を開いた時は、
まず前年度所有頭数の設定を行
なってください。
画面右上の「前年度所有頭数設定」
ボタンをクリックします。確認画
面が表示されます。「前年度所有
頭数設定」は最初だけ設定が必要
で、次年度以降は自動的に前年度
末頭数を記録します。

確認画面が表示されるので、初め
て登録する場合は「はい」をクリッ
クしてください。「年度末頭数記
録」画面が表示されますので「新
規作成」ボタンをクリックします。
続いて作成された空白の行に前年
度と管理している動物種の前年度

末所有頭数を数字で記入します。
設定が終わったら「定期報告書」
ボタン」をクリックして定期報告
書に戻ります。

２）前年度所有頭数の確認
「定期報告書」画面に戻ったら、

画面右下の「年度当初（前年度末）
頭数一覧」を確認します。一覧の
最初の行に設定した各種動物の頭
数が表示されます。

頭数の記入に間違いなどがあった
場合は、下にある「記録一覧」ボ
タンをクリックすると「年度末頭
数記録」画面が表示されるので、
適時修正してください。

「年度当初（前年度末）頭数一覧」
の右端にある「削除」ボタンで、
行を削除することができますが、

「年度末頭数記録」の行も同時に
削除されます。
前年度所有頭数設定が完了したら
今年度の定期報告書の作成に移り
ます。操作方法は次のページをお
読みください。

※定期報告書の作成は、個体管理台帳の
データが揃った年度末に行なって行う
ことを薦めます。
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【定期報告書】-2  定期報告書の作成

３）報告年度の設定
前年度所有頭数設定が完了して、

「年度当初（前年度末）頭数一覧」
の確認が済んだら、報告年度を設
定します。
報告年度は、例えば 2021 年の５
月に報告する場合、その前年の
2020 年が報告年度になります。

設定方法は定期報告書、画面右上
部の「集計年度」のプルダウンを
クリックして、該当年度を選びま
す。次にその右にある「確定」ボ
タンをクリックします。続いて「書
類届出日」を設定します。これで、
定期報告書の作成は完了です。

４）数値の確認
念のため定期報告書の数値を確認
します。まず、定期報告書の「項

目５．年度当初に所有していた動
物の合計数」を確認します。
年度設定する前には空欄だった各
動物の頭数欄に、設定した数値が

入ります。
次に「集計用年度」設定欄下の表
内の一番上の行「５）年度当初所
有数」の各動物の頭数を確認しま

す。この頭数は定期報告書の５．
の項目内容と一致しています。
定期報告書の６．７．８．の項目は
個体管理台帳で管理・記録した動
物の取引・動向が数値として自動
的に反映されます。

５）次年度用「年度末に所有して
いた動物の合計数」の設定
定期報告書の設定・作成が完了し
たら、次年度報告に使用する「年
度末に所有していた動物の合計
数」を設定します。

「年度末に所有していた動物の合
計数」は定期報告書の項目９．の
欄に表示された数値です。
定期報告書、画面右の一番下にあ
る「年度末頭数記録」ボタンをク
リックします。操作はこれだけで
すが、下の画面のように「年度当
初（前年度末）頭数一覧表」に新
たに業が追加され、定期報告書の
項目９．の数値が記録されます。
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今回の法改訂で定期報告書の書式
が変更になりました。従来１ペー
ジだった書式が、管理すべき動物
種別数が増えたためです。
右は定期報告書のプリントイメー
ジです。本ソフトでは、操作性の
理由で集計ページを１ページ目
に、報告書の鑑（表書）を２ペー
ジ目に配置しています。プリント
アウトした後に、ページ前後を入
れ替えて提出するようお願いしま
す。

●印刷方法
定期報告書右側上部の「印刷」ボ
タンをクリックします。印刷設定
ダイアローグが開きますので、プ
リンター、用紙設定、プリント枚
数などを設定してプリントしてく
ださい。ページ数設定は「１−２」
を選んでください。
※用紙設定は A4 タテを指定して
ください。

印刷設定は以上です。

【定期報告書】印刷設定等について

●宛先
ユーザーの管轄都道府県知事名を
入力してください。

●その他の項目
事業者基本情報に登録した情報が
自動で記載されます。
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【その他各種帳簿】　販売・引渡、譲受飼養、死亡帳簿を１画面で管理・印刷

選択は帳簿区分等により、検索す
る日付の種別が違います。
帳簿区分が [ すべて」と「譲渡飼養」
のときは、「所有した日」で検索
します。
帳簿区分が [ 販売・引渡」のときは、

「販売日又は引渡日」で検索しま
す。
帳簿区分が [ 死亡」のときは、「死
亡日」で検索します。

各種帳簿の絞込み検索等の操作は
以上ですが、次のページに各種帳
簿の印刷イメージとプリント方法
について説明します。

●各種帳簿への切り替え
メニュー画面右の「各種帳簿」ボ
タンをクリックします。右の画面
が表示されます。
各種帳簿は個体管理台帳のデータ
を一覧表示し、販売・引渡、譲受
飼養、死亡の３種の帳簿を検索絞
込みで切替えて印刷することがで
きます。
※貸出記録、保管記録に帳簿はこの画面
では管理できません。
貸出記録にに関する操作は P15
保管記録に関する操作は P16
をご参照ください。

●各種帳簿操作方法
画面右上部の赤枠で囲った部分で
上記３種の絞込みを行います。
まず帳簿区分のプルダウンから、
帳簿の種類を選択します。

●帳簿区分
帳簿区分のプルダウンを操作して
販売・引渡、譲受飼養、死亡の３
種の中から帳簿の種類を選択しま
す。なお、プルダウンを離すと自
動的に絞込み検索が行われ、他の
プルダウンも同様です。

●動物種別
次に動物種別のプルダウンから動
物種を選択します。
※選択肢の「すべて」はすべてを選択し
ます。

●期間の選択
続いて期間を選択します。期間の
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【その他各種帳簿】　販売・引渡、譲受飼養、死亡帳簿の印刷イメージ

●印刷方法
定期報告書右側上部の「印刷」ボ
タンをクリックします。印刷設定
ダイアローグが開きますので、プ
リンター、用紙設定、プリント枚
数などを設定してプリントしてく
ださい。

※用紙設定は A4 タテを指定して
ください。

●販売・引渡に関する帳簿
印刷左上の帳簿のタイトルが「帳簿区分」で選んだ項目に合わせて変
わります。ページに治りきれないデータがある場合は、自動的にペー
ジが増えます。用紙中央下部にページ数を表示します。

●保管中に死亡の事実があった場合
印刷左上の帳簿のタイトルが「帳簿
区分」で選んだ項目に合わせて変わ
ります。ページに治りきれないデー
タがある場合は、自動的にページが
増えます。用紙中央下部にページ数
を表示します。

●譲受飼養に関する情報
印刷左上の帳簿のタイトルが「帳簿
区分」で選んだ項目に合わせて変わ
ります。ページに治りきれないデー
タがある場合は、自動的にページが
増えます。用紙中央下部にページ数
を表示します。
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【その他の操作】品種登録、自家飼養への切替、その他

●「動物種 追加・削除・編集」ボタ
ン
初期状態で犬 174 種、猫 38 種が
登録されています。使わない不要
な品種追加する場合は、右の「削
除」ボタンをクリックしてくださ
い。追加する場合は、右上部の「新
規作成」ボタンをクリックしてく
ださい。空の行ができますので、
動物種別、品種の順に入力してく
ださい。
※一度削除した品種は元に戻せません。

●犬・猫以外の動物種・品種登録
その他の哺乳類、鳥類、爬虫類の
品種はユーザー毎に取り扱う品種
が異なるため、初期状態で数種
の品種のみサンプルとして登録し

「Ctrl」+「J」を押すと画面がブラ
ウズモードに戻り、ページ移動や
ボタン操作が可能になります。

●検索・検索実行・検索解除
画面上部に配置された上のボタン
について説明します。検索は画面
全体を検索モードに切替ます。検
索モードに切り替わると各項目内
に虫眼鏡マークが表示されます。
この状態で項目内に検索ワードを
入れて「検索実行」ボタンをクリッ
クすると検索ワードで検索が行わ
れます。検索を途中で解除すると
きは「検索解除」ボタンをクリッ
クしてください。

●個体管理台帳の「自家飼養変更
日」に入力します
プルダウン式カレンダーから自家
飼育に変更した日を入力します。
個体情報欄の背景色がグレーに変
わります。
※個体が死亡した時に死亡日を入力す
る と 同 様 に 個 体 情 報 欄 の 背 景 色 が グ
レーに変わります。

自家飼養に変更した個体が「親」
の場合は「親のチェック」を解除
し、オスの場合は「種親解除」の
ボタンをクリックしてください。
種親マスターから削除されます。

てありますので、参考にして動物種別、
品種を登録してくだい。
※動物種は個体管理台帳等でプルダウン選択
肢で関連しますので、正確に記入してくださ
い。「哺乳類」を「ほ乳類」等で登録すると誤
動作しますので、ご注意ください。

●画面が固まったようなプレビュー画
面になった場合の対応
意図せず操作して、画面がプレビュー
状態（ボタン類の操作がきかず、画面
が固定されたような状態）になること
があります。その場合はキーボードの
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