
アメリカンピットブルテリア
個体登録申請書

AMERICAN PIT BULL TERRIER
APPLICATION FOR SINGLE REGISTRATION

J-Taz's office use only

誕生日 性別

父犬所有者氏名

登録希望犬に関する情報

date of birth sex

owner of sire

Dog Information ※必ず犬所有者が記入してください。

※交配時の所有者

色 color

signature of owner

電話番号 owner phone #

(                  )

住所 address

(ビル/アパート名・番地・町）

city (市) state (県) zip (郵便番号)

月 month 日 day 年 year
□オス □メスmale female

タトゥー

tattoo or brand

犬の名前
(30文字以内)
dog's name

住所 address

(ビル/アパート名・番地・町） city (市) state (県) zip (郵便番号)

母犬所有者氏名 owner of dam

※交配時の所有者 (ビル/アパート名・番地・町） city (市) state (県) zip (郵便番号)

住所 address

母犬

父犬 sire

dam

UKC登録番号#

UKC登録番号#

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

父犬 sire

母犬 dam

UKCへのアメリカンピットブルテリア個体登録申請書において、上記に記した事項が真実である事に相違ありません。

申請者氏名 申請者サインprint name of owner

※父犬または母犬がUKC登録番号を持っている場合は

それぞれの欄に書き込んでください。

他の血統書登録団体からUKCの登録変更したい方はこの「アメリカンピットブルテリア個体登録申請書」に記入し提出してください。登録料等の

詳細は裏面をご参照ください。

上記の記入事項に間違いが無いかどうか確認してください。(スペルミス等)　確認が済みましたら下の欄の記入をお願いします。

登録申請者のみなさまへ：これより下の注意事項を必ずお読みください。また、該当する□に印をして下さい。

この犬は去勢していますか?　□はい　□いいえ

この犬は以前にUKCに登録されていた事はありますか?

　　　　　　　　　　　　　　□はい(yes)　□いいえ(no)

1歳以上の犬が対象です。1歳以下の犬の登録は別紙(リター登録申請書)

にて個体登録を行って下さい。

Is dog neutered or spayed?

Has dog ever been UKC registered?

(yes)   　  (no)

裏面に続きます。

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

UKC以外の団体への登録を証明する物を必ず同封して下さい。

この犬がUKCのスタンダード基準を満たしていますか?

この犬が交配に適していますか?　　□はい　□いいえ

この犬は臆病、または危険ですか？　□はい　□いいえ

Does this dog meet the UKC Breed Standard?

Is this dog a good specimen of the breed?

Is dog shy or vicious? (yes)   　  (no)　

(yes)   　  (no)　

□はい(yes)  □いいえ(no)

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



登録料金について Fees

UKCへの登録料

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

8.

9.

10.

11.

12.
13.

UKCは過度に攻撃的や、気性の激しい犬の登録を認める事がで

きません。飼い主の支持をまったく聞かなかったり、攻撃性や

危険性を示すようであれば登録できません。

すでに闘犬や、将来闘犬にする犬の登録は一切認められません。

UKCは「闘犬反対」のポリシーを持ち、闘犬に関わるすべても

者は決してUKCに登録できません。

純粋なアメリカンピットブルのみの登録となります。違うもの

に関しては登録できません。

登録申請書の記入漏れ、虚偽のない様お願いします。表の指定

欄にサインを必ずして下さい。一箇所でも記入漏れがあります

と登録を受付けられません。

登録料詳細、支払い方法については下記をご覧下さい。

登録申請書と一緒に以下のものを提出して下さい。以下のもの

が一つでも欠けると登録受付が出来ませんのでご注意下さい。

a. UKC以外の団体に登録していることを示す証明書

b. 血統書のコピー1枚
c. 3枚のカラー写真。正面が一枚と左右それぞれ1枚づつ

d. UKC公認査察官サイン入り査察完了証明書(下記)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

カラー写真について、特徴的な模様や筋肉の発達などが鮮明にはっきり

とわかるものをお選び下さい。撮影する角度や照明によって足が長く見

えたり色が歪んで見える場合があります。実物と比べて違いが無い写真

を提出して下さい。一度提出いただいた写真はお返しできませんので

ご了承下さい。

UKC公認査察官に関してはに0771-82-2499ご連絡下さい。14.)で示した

必要書類はすべて査察官に渡して下さい。査察完了後、査察官がUKCに

必要な書類をすべて提出します。

偽装、虚偽に関してはすべて当申請書にサインをしたものの責任であり

UKCは一切責任を負いません。

申請書を提出後、UKCにて審査され、適当であればUKC登録証明書と3
世代血統書を発行します。発行された後でも不都合があればそれらを無

効とする事があります。ご了承下さい。

所有者と査察官の話し合い等による隠蔽工作や虚偽など、不正手段を行

った場合、登録申請は無効となります。たとえ証明書、血統書発行後で

も不正の事実が発覚した場合、即無効となります。ご了承下さい。

UKCはすべての申請において拒否権があり、また通知なしで申請に関す

る内容を変更する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

査察完了証明書：UKC公認査察官以外の方は記入しないで下さい。UKC公認査察官以外のサイン、または偽造サインは無効となります。

※査察官は必ず下記の指示を読み、従って下さい。記入漏れは無効となります。

Inspector Only - Dog owner do not write below this line

1997年1月1日より個体登録には現在登録している団体からの登録証明書を添付する事が義務付けられ、それが無いものは申請を受け付けられ

ません。

申請書の記入漏れが無いかどうか確認して、そうでなければ申請者に伝えて下さい。不完全な申請書は受け付けられません。

提出する3枚の写真と実物を見比べて、間違いが無ければ3枚ともすべての写真にサインをして下さい。

過剰に臆病、または人間に対して攻撃的なしぐさを示すAPBTは登録できません。

UKCの公式スタンダードを満たさないAPBTは登録できません。　

事故、または手術などで尻尾が無いAPBTはその原因について書かれた通知書をかかり付けの獣医からもらい、申請書と一緒に提出して下さい。

査察が終了後、査察完了証明書にサインをし、必要な書類　a.UKC以外の団体の登録証明書　b.血統書のコピー  c.カラー写真3枚と、必要であ

れば獣医の通知書すべてをまとめてUKCに提出して下さい。 

次の質問に答えてください。

UKCの公式スタンダード比較した部分に印をして下さい。□頭 (head)　 □体 (body) 　□尻尾(tail) 　□胸(chest)　□手足(legs)

犬の気性かどうか？

査察官としての意見は?

備考

□認められる　　　□認められない

□この犬はUKC登録犬としての資格がある。　□この犬はUKC登録犬としての資格が無い。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

査察官サイン inspector sign name 査察官氏名 inspector print name 日付 date

査察官住所

(ビル/アパート名・番地・町） city (市) state (県) zip (郵便番号)

電話番号 owner phone #

(                  )inspector's address

National APBT Associationへの登録料

（全米アメリカンピットブルテリア協会）

9,300円

1,250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。

10,550円

京都銀行　須知支店　(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    j-tazs@amane-taz.com
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