
■リター(一胎子)登録申請においての必要・注意事項

リター登録とは、子犬が産まれたときに一胎子をUnited Kennel Club(UKC)に登録を申請し、登録

番号をもらうものです。リター登録と同時に、ご希望であれば個体永久登録も申請できます。(同
申請上に申請欄有)　個体永久登録とは、子犬一頭づつをUKCの登録犬として登録し、登録番号、

血統書をもらうものです。血統書の種類は3世代・6世代・7世代の3種類あります。

□申請書提出の前に確認・用意する事

子犬たちの父犬、母犬共にUKCに登録済みである事が条件です。両方、もしくはどちらかが未登録であれば、まずUKCに

個別登録をしてからリター登録を行ってください。個別登録についての詳しい事はホームページをご参照下さい。

父犬、母犬のそれぞれの写真(個々の写真)と、子犬たちの写真(集合写真でよい)、計3枚を必ず添付して下さい。写真に

ついての注意点は以下の通りです。

両親それぞれの血統書のコピーを一部ずつ添付して下さい。

登録申請書の記入漏れ、虚偽などが無い様お願いします。一箇所でも記入漏れがありますと、登録を受け付けられません　

のでご注意下さい。

1.　特徴的な模様や色などが鮮明にはっきりとわかるものをお選び下さい。

2.　実物と比べて違いが無い写真をご提出下さい。

3.　一度ご提出いただいた写真はお返しできませんので予めご了承下さい。

・

・

・

・

□申請書の提出方法

申請書はその他の必要書類と一緒に封筒に入れて郵送して下さい。郵送の前に下記のチェックリストを再度確認して下さい。

□　提出前に再度記入漏れ等が無いかどうか。

□　同封予定の父犬、母犬のそれぞれの写真と子犬たちの写真が鮮明ではっきりと特徴、色を捉えているものかどうか。

□　上でチェックした写真を同封したかどうか。

□　父犬、母犬のUKC血統書コピーを同封したかどうか。

上記のチェックリストをすべてチェック出来ましたら、下記の住所へ郵送願いします。

また、登録料のお支払は、下記の銀行口座にお振込下さい。(振込手数料はお客様負担願います。）

ご不明な点等ありましたら一般社団法人UKC JAPAN 登録申請係：0771-24-6324， j-tazs@amane-taz.com までお問い合わせ下さい。

〒621-0046 京都府亀岡市千代川町北ノ庄惣堂6-3

「一般社団法人UKC JAPAN 　UKC査察官係」

京都銀行 須知支店 

口座番号：普通　3594038

口座名義：一般社団法人UKC JAPAN

一般社団法人 UKC JAPAN: 　〒621-0046　京都府亀岡市千代川町北ノ庄惣堂6-3  

TEL:0771-24-6324　FAX:0771-24-6504   http://www.amane-taz.com/ukc-inspector.html  E-MAIL  j-tazs@amane-taz.com



リター(一胎子)登録申請書
LITTER REGISTRATION APPLICATION

J-Taz's office use only

Step 1
犬種 交配日

生年月日 オスの数 メスの数

出生に関する情報

breed date of breeding

月 month 日 day 年 year

date of birth

月 month 日 day 年 year

# males # females

Litter Information

Step 2
UKC登録番号 父犬のUKC登録名

父犬所有者氏名

父犬所有者サイン

父犬に関する情報

UKC # registered name of sire

name(s) of sire owner(s)

signature(s) of sire owner(s)

Sire Information ※必ず交配時の父犬所有者(UKC登録済み)が記入してください。

※複数での所有の場合はすべての所有者の名前をお書きください。

電話番号 sire owner phone #

(                  )

■人工受精の場合 Artificial Insemination Information
精子貯蔵/提供者名(団体名) name of storer of semen 精子採取日

date semen was 
collected for freezing

月 month 日 day 年 year

Step 3
UKC登録番号 母犬のUKC登録名

母犬所有者氏名

母犬所有者サイン

母犬に関する情報

UKC # registered name of dam

name(s) of dam owner(s)

signature(s) of dam owner(s)

Dam Information ※必ず交配時の母犬所有者(UKC登録済み)が記入してください。

※複数での所有の場合はすべての所有者の名前をお書きください。

電話番号 dam owner phone #

(                  )

母犬所有者住所 current address

(ビル/アパート名・番地・町）

city (市) state (県) zip (郵便番号)

メールアドレス e-mail address

今回登録のリター(子犬)の所有者と母犬の所有者は違いますか?

Is the litter owner different from the owner of the dam?
□

□

はい(yes)

いいえ(no)

Step 4に記入してください。

Step4は記入せず、Step 5にお進みください。

Step 4
リター所有者氏名

リター所有者サイン

リター(子犬)所有者に関する情報

name(s) of litter owner(s)

signature(s) of litter owner(s)

Litter Owner Information ※必ずリター所有者が記入してください。

※複数での所有の場合はすべての所有者の名前をお書きください。

電話番号 litter owner phone #

(                  )

リター所有者住所 current address

(ビル/アパート名・番地・町）

city (市) state (県) zip (郵便番号)

メールアドレス e-mail address

Step 5 個体永久登録 Permanent Registration

・手元に残す子犬や新しい所有者に直接引き渡す子犬に関して、この時点で個体永久登録が出来ます。個体永久登録には血統書登録

も含まれます。個体永久登録をご希望の方は、裏面欄の該当する□に印と、子犬の情報を一頭づつご記入ください。もし欄が足り

ない場合はもう一枚お使いください。不適切、または卑わいな犬の名前に対してUKCの権限により変更する事もあります。ご了承

ください。
一般社団法人 UKC JAPAN: 

〒621-0046　京都府亀岡市千代川町北ノ庄惣堂6-3   TEL:0771-24-6324　FAX:0771-24-6504    j-tazs@amane-taz.com



Step 5 個体永久登録 Permanent Registration

犬の性別 色sex color

電話番号 owner phone #

(                  )

登録所有者氏名

to be registered to (ビル/アパート名・番地・町） city (市)

state (県) zip (郵便番号)

売却日 date of sale

血統書の種類 send me a:
□

3世代血統書(一般飼い主用)

3-Gen Pedigree
6世代血統書
6-Gen Pedigree

7世代血統書
7-Gen Pedigree

□ □

タトゥー/マイクロチップ番号

□オス □メスmale female

□
3世代血統書(ブリーダー用)

3-Gen Pedigree

tatto/microchip # マイクロチップの種類 microchip type

登録所有者住所

address

月 month 日 day 年 year

※各種血統書の料金は下記の｢登録料金について」をご参照下さい。

Step 6 登録料金について Fees

リター登録料

J-Taz's Breeders Club会員の方

会員以外の一般の方

会員以外の一般の方

個体永久登録料

3世代血統書(ブリーダー用)

3世代血統書(一般飼い主用）

6世代血統書

7世代血統書

一頭につき 1,500円

一頭につき 2,000円

一頭につき 4,500円

一頭につき 6,500円

<今回の登録料明細>

x
x
x
x

=
=
=
=

円

円

円

円

円

円

円

合計金額：

※振込手数料はお客様負担願います。ご入金先口座

 一胎　4,500円

 一胎(5頭まで)　7,500円

一胎(6頭以上）8,500円

為替の変動により、登録料が変わる場合もあります。ご了承下さい。

注意：欄が足りない場合は、もう一枚お使い下さい。その場合、表は記入する必要ありませんが、ページの順序がわかるようクリップ等で留めるようお願いします。

犬の名前
(30文字以内)
dog's name

犬の性別 色sex color

電話番号 owner phone #

(                  )

登録所有者氏名

to be registered to (ビル/アパート名・番地・町） city (市)

state (県) zip (郵便番号)

売却日 date of sale

血統書の種類 send me a:
□

3世代血統書(一般飼い主用)

3-Gen Pedigree
6世代血統書
6-Gen Pedigree

7世代血統書
7-Gen Pedigree

□ □

タトゥー/マイクロチップ番号

□オス □メスmale female

□
3世代血統書(ブリーダー用)

3-Gen Pedigree

tatto/microchip # マイクロチップの種類 microchip type

登録所有者住所

address

月 month 日 day 年 year

犬の名前
(30文字以内)
dog's name

犬の性別 色sex color

電話番号 owner phone #

(                  )

登録所有者氏名

to be registered to (ビル/アパート名・番地・町） city (市)

state (県) zip (郵便番号)

売却日 date of sale

血統書の種類 send me a:
□

3世代血統書(一般飼い主用)

3-Gen Pedigree
6世代血統書
6-Gen Pedigree

7世代血統書
7-Gen Pedigree

□ □

タトゥー/マイクロチップ番号

□オス □メスmale female

□
3世代血統書(ブリーダー用)

3-Gen Pedigree

tatto/microchip # マイクロチップの種類 microchip type

登録所有者住所

address

月 month 日 day 年 year

犬の名前
(30文字以内)
dog's name

犬の性別 色sex color

電話番号 owner phone #

(                  )

登録所有者氏名

to be registered to (ビル/アパート名・番地・町） city (市)

state (県) zip (郵便番号)

売却日 date of sale

血統書の種類 send me a:
□

3世代血統書(一般飼い主用)

3-Gen Pedigree
6世代血統書
6-Gen Pedigree

7世代血統書
7-Gen Pedigree

□ □

タトゥー/マイクロチップ番号

□オス □メスmale female

□
3世代血統書(ブリーダー用)

3-Gen Pedigree

tatto/microchip # マイクロチップの種類 microchip type

登録所有者住所

address

月 month 日 day 年 year

犬の名前
(30文字以内)
dog's name

京都銀行　須知支店　(普通)3594038　　口座名義：一般社団法人 UKC JAPAN
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