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版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.0 2011.01.17 - 初版発行 

 

1.1 

2011.03.04 P202 アクセス先データフォルダ内に二重

起動防止ファイル 

「ShinseiyoSogosoft.lock」があ

るときの申請用総合ソフト起動時の

メッセージの変更に伴い，エラー画

面を変更した。 

 

P211 バージョンアップに関する記述を変

更した。 

 

1.2 

2011.04.01 P3,6,11,12,13,18, 

24～30,38,39,42,44, 

48,49,55,59,88～91, 

96～99,106,114,149, 

151,152,225,258,262,

277,294～299,302, 

304～313,315～323, 

325,326,330～339 

 

登記事項証明書等の交付の請求に関

して，登記所の窓口で受け取ること

ができるようになったことから，関

連するページの画面の差し替え，説

明文の修正を行った。 

1.3 

2011.08.15 P202 アクセス先データフォルダ内に二重

起動防止ファイル 

「ShinseiyoSogosoft.lock」があ

るときの申請用総合ソフト起動時の

メッセージの変更に伴い，エラー画

面を変更した。 

 

 P13,39,48,96,98,294, 

296,297, 302, 

308～312,317,319, 

322,323,325,336,337, 

339 

 

申請書作成・編集画面の変更に伴い，

画面の差し替え及び関連する記述を

変更した。 

 

P72,73,75～79, 

248～251,267～270, 

285～288, 326～329, 

添付ファイル一覧画面の変更に伴

い，画面の差し替え及び関連する記

述を変更した。 

 

P135,136,154, 帳票の印刷を行う際に，印刷プレビ

ューがブラウザで表示される変更に

伴い，関連する記述を変更した。 

 

P155, 157 

 

 

「お知らせ」及び「補正のお知らせ」

の表示に関する変更に伴い，関連す

る記述を変更した。 

 



 

 

 

版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

 

 P149～152 

 

電子納付画面の変更に伴い，画面の

差し替え及び関連する記述を変更し

た。 

 

P6,106,225,258,262, 

277,295,318,336, 

340～356 

書面によって申請を行う際にあらか

じめ登記事項を登記・供託オンライ

ン申請システムを利用して登記事項

を提出できるようになったことか

ら，その操作方法を追記するととも

に，関連する画面の差し替えを行っ

た。 

 

1.4 2011.10.17 

P294,295 登記事項証明書の交付請求に関する

注意事項を追記した。 

 

1.5 

2012.01.27 P120,122,161, 

176～P180,183,188, 

193,198, 202,210,214 

電子公文書の検証機能の追加に伴

い，画面の差し替え及び関連する記

述を変更した。 

 

1.6 

2012.03.23 P7,11,13,16～21, 

24～30,32,35,38,39, 

46,48,49,51,52,54,55, 

57～62,64,67～71,92, 

133,134,136,144, 

148,232～236, 

238～242,244, 

246～248,250,251, 

263～268,270,271, 

282～286,288,289, 

304～308,310～316, 

318,319,326～328, 

331,343～345,350, 

352,354,355,357,361,

362 

会社法人等番号の画面入出力項目を

１２桁にする対応に伴う画面の差し

替え及び関連する記述を変更した。 

P41 

 

 

申請人又は代理人の連絡先電話番号

の記載について追記した。 

P325,326 印鑑証明書の交付請求における請求

者の記載について追記した。 

 

 

 

 

 

 



 

 

版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.7 

2012.05.18 P180 「電子公文書検証結果」画面の表示

形式の変更に伴う画面の差し替えを

行った。 

 

P13,P18,P96, 

P302,P304,P305, 

P308,P325,P331, 

P343,P345 

申請書作成・編集画面の変更に伴い，

画面の差し替え及び関連する記述を

変更した。 

 

P3,P6,P106,P230, 

P263,P267,P282, 

P301,P324,P342, 

P348 

オンライン処理申出様式削除に伴

い，画面の差し替え及び関連する記

述を変更した。 

 

 

P20,P21,P235,P307 「オンライン登記情報検索」画面の

文言追加に伴い，画面の差し替えを

行った。 

 

1.8 

2012.06.29 P13,P18,P96,P302, 

P304,P305,P308, 

P325,P331,P343, 

P345 

「申請書作成・編集」画面の変更に

伴い，画面の差し替えを行った。 

P20,P21,P235,P307 「オンライン登記情報検索」画面の

文言追加に伴い，画面の差し替えを

行った。 

P94 複数行入力項目の自動折り返しを行

う変更に伴い，１行36文字以上入力

する場合，改行を挿入する旨の記載

を削除した。 

P16 証明書情報読込機能の変更に伴い，

画面の差し替えを行った。 

  



 

 

版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.9 

2012.10.26 P6～11,13,14,16～18, 

24 ～ 37,43 ～ 62,64 ，

67,68, 

71,74～78,99,103,105, 

108～110,114～117, 

238,239,245,247,249

～251,256～258,270, 

271,273,274, 

276～278,289～293, 

296,309～311,315, 

317～323,325,326, 

332～338,349～352, 

356～359,363～365 

「申請書作成・編集」画面，「登記申

請書補助」画面，「別紙作成」画面の

変更に伴い，画面の差し替え及び関

連する記述を変更した。 

2.0 

2013.02.09 P2,6,71,73～75,79,82, 

87,91,95,97,100,101, 

108,112～114,118, 

119,123～125, 

128～135,138, 

141～143, 

145～147,149,151, 

153,156～158,161, 

164,167,170,171,173,

176,178,180,183 

185,189,193, 

195,198,199, 

203,206,210,214,218,

221,225,227, 

229,231,233,235,238,

240,242, 

263,264,268,270,271,

273,274,278,279,283,

287,289,290,292,293 

301,305,307,308, 

312,332,335,343,347,

349,350,352,359,370,  

371～373 

共同利用機能の追加に伴い、画面の

差し替え及び関連する記述を変更し

た。 

P20～22, 245～247, 

316～318 

オンライン登記情報検索サービスの

更新に伴い，画面の差し替え及び関

連する記述を変更した。 

P13,30,31,40,41, 

310,325～330,337, 

338～340  

特定情報欄の追加に伴い，画面の差

し替えを行った。 

P70 登記所で扱われる字形の変更に伴

い，画面の差し替え及び関連する記

述を変更した。 

P106,201～203, 「オプション」画面の変更に伴い，



 

 

205～208,210～212, 

214,216～219,222, 

223,226 

画面の差し替え及び関連する記述を

変更した。 

P140 「詳細検索」画面の変更に伴い，画

面の差し替えを行った。 

P80,83～87,264～267, 

283～286,301～304, 

343～346 

「添付ファイル一覧」画面の変更に

伴い，画面の差し替えを行った。 

P39 最新の登記所情報へ画面の差し替え

を行った。 

P229,234 申請用総合ソフトのバージョンアッ

プに伴い画面の差し替えを行った。 

2.1 

2013.03.29 P231,232 サポートデスクの受付時間変更に伴

い，「お問い合わせ先」画面の差し替

えを行った。 

2.2 

2013.12.20 P27,P28,P323,324 交付請求書（登記事項証明書）及び

交付請求書（印鑑／登記事項証明書）

の「申請書作成・編集」画面の変更

に伴い，画面の差し替えを行った。 

2.３ 

2014.03.22 P151,152 処理状況更新不可申請番号一覧表示

機能の追加に伴い、関連する記述の

追加を行った。 

P169,171 申請データ削除機能の追加に伴い、

事件中の申請データを処理状況表示

画面から削除できない旨の記述を削

除した。 

P176,177 申請データ削除機能の追加に伴い、

削除対象の申請データが事件中であ

る場合の記述を追加した。 

2.4 

2014.04.09 P69,217 Microsoft Windows XPを推奨環

境の対象外にすることに伴い，関連

する記述の変更及び削除を行った。 

2.5 

2014.05.30 P1,2,180,205,224, 

234,248,318,343, 

360,367 

ログイン画面の変更に伴い，画面の

差し替えを行った。 

P13,29,30,39～44,53, 

69,70,107,109,316, 

317,319,320, 

331～338,342,344, 

348,350,361,362,364 

交付請求書の「申請書作成・編集」

画面の変更に伴い，画面の差し替え

及び関連する記述を変更した。 

P196 「電子公文書検証結果」画面の変更

に伴い，画面の差し替えを行った。 

2.6 

2014.10.17 P207,209,211～214, 

216,218～221, 

223～225,227,228 

「オプション」画面の「申請先切替」

タブの削除に伴い，画面の差し替え

及び関連する記述の削除を行った。 



 

 

2.7 

2015.04.30 P365,367,368,373, 

377,378 

登記すべき事項提出書の窓口運用の

変更に伴い，画面の差し替えを行っ

た。 

2.8 

2015.05.29 P379,380 Windowsの標準ユーザーが申請用

総合ソフトを利用する場合の留意事

項を記載した。 

2.９ 

2015.10.02 P11,106,107, 

259～261,280,285, 

302,303,372,373 

添付書類欄の注意書きの追加に伴

い，画面の差し替え及び関連する記

述の追加を行った。 

P20～22,248～251, 

321～324 

オンライン登記情報検索サービスの

全国検索について，画面の差し替え

及び関連する記述の追加を行った。 

3.0 

2015.10.30 P2,6,75,78,86,91,95, 

99,101,116～118, 

122～127,131, 

138～140,142～145, 

151,174,176～180, 

185,187,200,202,205, 

206,217,221,230,232, 

234,236,238,241,243, 

245,267,268,272,274, 

278,282,287,291,293, 

297,305,309,311,316, 

342,350,354,356,359, 

360,366 

「処理状況表示」画面，「詳細検索」

画面，「申請様式一覧選択」画面，「ご

み箱」画面の変更に伴い，画面の差

し替え及び関連する記述を変更し

た。 

3.1 

2015.12.25 P226,229 個人番号カードで電子署名を行うこ

とを可能とする機能の追加に伴い，

画面の差し替えを行った。 

P100,102,103,294 連件申請の送信に関する画面につい

て，申請すべき順番に合わせ画面の

差し替えを行った。 

3.2 

2016.01.12 P22,P218,P250,P322 Microsoft Windows 8及び各OS

に対応した最新バージョン以外の

Internet Explorerを推奨環境の対

象外にすることに伴い，関連する記

述の変更及び削除を行った。 

3.3 

2016.01.29 P218 Microsoft Windows 10を推奨環

境に追加することに伴い，関連する

記述の変更を行った。 

  



 

 

3.4 

2016.03.19 全般 次期システムへの切替えに伴い，画

面を差し替えた。 

P157 次期システムへの切替えに伴い，ホ

ームページURLが変更になるため，

URLの記載を変更した。 

P7～9, 

32～33, 

36～37, 

49～52, 

75～76, 

371 

申請書に外字を記載する際の取扱い

が変更になったことに伴い、申請書

作成・編集画面の外字挿入ボタン及

び外字挿入に関連する説明の記載を

削除した。 

P56～62 漢字検索画面で取扱う文字が，法務

省戸籍統一文字から登記統一文字へ

拡大される対応を行ったことに伴

い，関連する記載箇所の修正を行っ

た。 

P63～65, 

68,268,371,380 

申請書作成・編集画面において，Ｊ

ＩＳ第三水準及び第四水準等の文字

を入力した際に，チェックボタン及

び完了ボタンをクリックすると送信

可能な文字情報に自動置換する機能

の追加に伴い，関連する記述を記載

した。 

P69,267,341,379 申請書作成・編集画面において，全

角入力項目に対し半角文字を入力し

た場合，エラー原因となる文字をエ

ラーメッセージに表示する機能の追

加に伴い，関連する記述を記載した。 

3.5 

2016.04.15 P20～22 オンライン登記情報検索サービスの

変更に伴い，画面の差し替え及び関

連する記述を変更した。 

3.6 

2016.05.27 P1,2 申請者IDのパスワードに有効期限を

設ける対応に伴い，ログイン時に当

該申請者IDのパスワードが失効して

いた場合及びパスワード更新通知が

される場合について，関連する記載

の追加を行った。 

P138,139,232,234, 

236,238,240,243, 

245,248～250 

「処理状況表示」画面のヘルプメニ

ューに，「申請者情報変更」，「申請者

IDのパスワードの更新」及び「申請

者IDのパスワードをお忘れの場合」

を追加したことに伴い，画面の差し

替え及び関連する記載の追加を行っ

た。 

3.7 

2016.08.26 P389,390 外字挿入に関する記載の修正を行っ

た。 

 



 

 

3.8 

2016.10.28 P 104,283,303,322 申請書の送信時に添付情報がない場

合に，添付情報の添付確認を促す旨

のエラーメッセージを表示する機能

の追加に伴い，関連する画面及び記

載の追加を行った。 

P 115～121 補正申請の記入方法変更に伴い，関

連する画面及び記載の追加と削除を

行った。 

P 165,166 連件申請の一部にエラーがあった場

合について，関連する記述を変更し

た。 

P 239 ヘルプメニューの「お問い合わせ先」

クリック時の遷移先変更に伴い，関

連する画面及び記載の追加と削除を

行った。 

3.9 

2016.12.17 P 8,12,14,16,18～33, 

74,75,81,82,85, 

88～92,114,118, 

123～125,260～274, 

286～288,301,302, 

304～306,309,321, 

328,342,344～370, 

375,381,393,395,399,

400,407～409 

オンライン登記情報検索サービスの

変更に伴い，関連する画面の差し替

え及び記載の変更を行った。 

4.0 

2017.03.24 P 20,262,345 オンライン登記情報検索サービスを

利用する場合に，ログインされてい

る必要がある旨の記載を追加した。 

4.1 

2017.04.11 P 229 Microsoft Windows Vistaを推奨

環境の対象外にすることに伴い，関

連する記述の変更を行った。 

4.2 

2017.07.28 P176,178,179 「電子納付」画面について，印刷時

の帳票に申請者IDを出力しない対応

に伴い，画面及び帳票の差し替えを

行った。 



 

 

●申請者操作手引書（商業・法人登記申請・申請用総合ソフト編） 

 

＜目次＞ ※ 各項目をクリックすると，該当ページへ遷移します。 

１ 申請用総合ソフトについて 1 

１－１ 申請用総合ソフトを利用する 1 

１－２ 申請用総合ソフトで利用できる様式一覧 4 

２ 申請書等を作成・送信する 5 

２－１ 申請書等の作成から送信までの流れ 5 

２－１－１ 申請書の作成から送信までの流れ 5 

２－２ 申請書等を新規作成する 7 

２－３ 申請及び請求情報を入力する 8 

２－３－１ 申請書等に情報を入力する 16 

２－３－２ 証明書情報読込機能を使用する（登記申請のみ） 18 

２－３－３ オンライン会社・法人検索を利用する 20 

２－３－４ 証明書交付請求書の請求対象の表示を入力する 34 

２－３－５ 支店・従たる事務所の所在地を入力する 40 

２－３－６ 登記すべき事項を入力する 44 

２－３－７ 登記所設定機能を使用する 48 

２－３－８ 受取場所選択機能を使用する 51 

２－３－９ 登録事項転記機能を使用する 55 

２－３－１０ カレンダー機能を使用する 56 

２－３－１１ 連絡先を記載する 56 

２－３－１２ 委任状を作成する 57 

２－３－１３ 会社・法人情報複写機能を使用する 62 

２－４ 漢字検索を行う 64 

２－５ 第三水準・第四水準文字の自動置換機能を使用する 71 

２－６ 申請書等の形式チェックを行う 74 

２－７ 申請書等のプレビューを表示・印刷する 78 

２－８ 申請書等を一時保存する 81 

２－９ 申請書等の作成を終了し，保存する 82 

２－９－１ 申請書等の作成を完了する 82 

２－９－２ 申請書等の作成を中断する 85 

２－１０ 保存した申請書等を再編集（更新）する 87 

２－１１ 保存した申請書等の再読込を行う 89 

２－１１－１ 初期状態又は一時保存した時点の申請書等を読み込む 89 

２－１１－２ 外部ファイルの申請書等を読み込む 91 

２－１２ 申請書等に添付情報を添付する 93 

２－１３ 電子署名を付与する 102 

２－１４ 申請書等を送信する 109 



 

 

２－１５ 申請書等を再利用する 114 

２－１６ その他申請書等作成上の注意点など 116 

２－１６－１ 手入力項目について 116 

２－１６－２ 自動複写項目について 118 

２－１６－３ 入力支援情報自動複写項目について 120 

３ 補正書を作成・送信する 122 

４ 取下書を作成・送信する 129 

５ 処理状況確認等 135 

５－１ 作成した申請書等を検索する 149 

５－１－１ 申請データを並び替える 149 

５－１－２ 検索条件を指定して検索する 151 

５－２ 作成した申請書等を表示・印刷する 158 

５－２－１ 申請書等を表示・印刷する 158 
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１ 申請用総合ソフトについて 

１－１ 申請用総合ソフトを利用する 

申請用総合ソフトを起動し，必要に応じて登記・供託オンライン申請システムにログインしま

す。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) デスクトップから「申請用総合ソ

フトのショートカット」をダブルク

リックします。 

 

※ デスクトップに「申請用総合ソ

フトのショートカット」がない場

合は，スタートメニューから「申

請用総合ソフト」を起動します。 

 

 

(2) 申請用総合ソフトが起動し，「ロ

グイン」画面が表示されますので，

申請者ＩＤ及びパスワードを入力

し，「OK」ボタンをクリックします。 

これにより，申請用総合ソフトが

利用可能になるとともに登記・供託

オンライン申請システムにログイ

ンします。 

 

※ 一定期間パスワードの更新を

行っていない場合，ログイン時

に，パスワード更新を通知する

「お知らせ」画面が表示されま

す。詳細は，「申請者操作手引書

（導入編）」の「3.3.2 申請用総

合ソフトから登記・供託オンライ

ン申請システムにログインする」

(一定期間パスワードの更新を行

っていない場合)を参照してくだ
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さい。 

 

※ パスワードの有効期限が切れ

ている場合，ログインされずに，

パスワード有効期限切れを通知

する「接続不可」画面が表示され

ます。詳細は，「申請者操作手引

書（導入編）」の「3.3.2 申請用

総合ソフトから登記・供託オンラ

イン申請システムにログインす

る」(パスワードの有効期限が切

れている場合)を参照してくださ

い。 

※ 登記・供託オンライン申請シス

テムへログインしないで申請用

総合ソフトを利用する場合には，

「キャンセル」ボタンをクリック

します。 

「オフライン起動」画面が表示

されますので「OK」ボタンをク

リックします。 
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(3) 「処理状況表示」画面が表示され

ます。 

登記・供託オンライン申請システ

ムへログインした場合には，手続の

処理状況が更新されます。 

 

 

 

※  登記・供託オンライン申請システムへログインしない場合（オフラインで起動した場合）

には，申請書の送信など，登記・供託オンライン申請システムへの接続を要する機能を利用

することができません。 

 この場合は，登記・供託オンライン申請システムへの接続が必要な機能を使用する際に，

「ログイン」画面が表示されますので，登記・供託オンライン申請システムへログインして，

処理を継続することができます。 
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１－２ 申請用総合ソフトで利用できる様式一覧 

申請用総合ソフトで利用できる商業・法人登記の申請書様式は，次表のとおりです。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

＜登記申請書＞ 

１  [商業・法人]登記申請書（会社用）：株式会社，特例有限会社，合名会社，合資会社，合同会社，外

国会社 

２  [商業・法人]登記申請書（会社用）（支店の登記同時申請用） 

３  [商業・法人]登記申請書（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等 

４  [商業・法人]登記申請書（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） 

５  [商業・法人]登記申請書（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 

 

＜登記嘱託書＞ 

１  [商業・法人]登記嘱託書（会社用）：株式会社，特例有限会社，合名会社，合資会社，合同会社，外

国会社 

２  [商業・法人]登記嘱託書（会社用）（支店の登記同時申請用） 

３  [商業・法人]登記嘱託書（法人等用）：会社以外の法人，特定目的会社等 

４  [商業・法人]登記嘱託書（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） 

５  [商業・法人]登記嘱託書（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 

 

＜取下書＞ 

１  [商業・法人]取下書（登記申請書共通） 

２  [商業・法人]取下書（登記嘱託書共通） 

 

＜交付請求書＞ 

１  [商業・法人]交付請求書（登記事項証明書） 

２  [商業・法人]交付請求書（印鑑／登記事項証明書） 

３  [商業・法人]交付請求書（債権概要記録事項証明書） 

４  [商業・法人]交付請求書（動産概要記録事項証明書） 
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２ 申請書等を作成・送信する 

２－１ 申請書等の作成から送信までの流れ 

「申請用総合ソフト」を使用して，申請書等を作成します。 

申請時に添付する添付情報の作成については，代理人が申請を行う際に必要となる「委任状」

以外は申請用総合ソフトの作成対象外となります。 

申請用総合ソフトの作成対象外の添付情報については，任意のソフトウェアで作成し，ＰＤＦ

形式に変換後，電子署名を行ってください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

２－１－１ 申請書の作成から送信までの流れ 

 

① 申請用総合ソフトの起動 申請用総合ソフトを起動します。 

申請用総合ソフトの操作方法については，次ペー

ジ以降の説明を参照してください。 

 

② 登記・供託オンライン申請システムにログイン 登記・供託オンライン申請システムにインターネ

ットを介してログインします。 

申請書等は，ログインしなくても作成することが

できます。また，後からログインすることもできま

す。 

 

③ 申請書様式の指定 使用する申請書様式を選択します。 

 

④ 申請書等の編集 申請書等を作成します。 

 

⑤ 申請書等の保存 作成した申請書等を保存します。 

 

⑥ 作成した申請書等の確認 作成した申請書等を画面上で又は印刷して，確認

します。 
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⑦ 添付情報の添付 申請書等に添付情報を添付します。 

 

⑧ 電子署名の付与 電子署名が必要な手続の場合には，申請書等に電

子署名を付与します。 

 

⑨ 申請データの送信 作成した申請データを送信します。 

 

⑩ 処理状況の確認 申請した手続の処理状況の確認や，処理状況に応

じた処理（到達通知の表示，受付のお知らせの表示，

納付情報の表示，補正のお知らせの表示，登記・供

託オンライン申請システムからのお知らせの表示）

を行います。 

 



7 

 

 

 

２－２ 申請書等を新規作成する 

使用する申請書様式を選択し，新たに申請書等を作成します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から「申請書作成」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(2)「申請様式一覧選択」画面が表示

されますので，使用する申請書様

式を選択し，「選択」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(3) 選択した申請書様式の「申請書

作成・編集」画面が表示されます。 
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２－３ 申請及び請求情報を入力する 

申請書等に申請情報を入力します。 

なお，入力項目は，申請書様式により異なります。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「申請書作成・編集」画面レイアウト 

 
① 「申請書の情報」欄 

作成中の申請書等の様式名を表示します。また，作成する申請書等の件名(任意)を入力します。 

※  件名は，法務省に通知されませんが，「処理状況表示」画面で表示されますので，利用者で管理しや

すいよう自由に設定してください。 

② 「納付情報」欄 

電子納付を行う際に必要となる納付情報を入力します。 

③ 「プレビュー表示」ボタン 

作成中の申請書等のプレビューをブラウザで表示します。 

※  申請書等のプレビュー表示については，「２－７ 申請書等のプレビューを表示・印刷する」を参照

してください。 

③ 

② 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ① 

⑧ 
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④ 「漢字検索」ボタン 

漢字検索機能を使用し，申請書等の入力項目に外字を挿入します。 

※ 漢字検索機能については，「２－４ 漢字検索を行う」を参照してください。 

⑤ 「チェック」ボタン 

作成中の申請書等の形式チェックを行います。 

※ 申請書等の形式チェックについては，「２－６ 申請書等の形式チェックを行う」を参照してください。 

⑥ 「一時保存」ボタン 

作成中の申請書等を一時保存します。 

※ 申請書等の一時保存については，「２－８ 申請書等を一時保存する」を参照してください。 

⑦ 「再読込」ボタン 

作成中の申請書等を初期状態又は一時保存した時点の状態に戻します。 

※申請書等の再読込については，「２－１１－１ 初期状態又は一時保存した時点の申請書等を読み込

む」を参照してください。 

⑧ 「完了」ボタン 

申請書等の形式チェック及び保存を行い，申請書等の作成を完了し，「申請書作成・編集」画面を閉じま

す。 

※ 申請書等の作成終了については，「２－９－１ 申請書等の作成を完了する」を参照してください。 

⑨ 「閉じる」ボタン 

作成中の申請書等を一時保存又は破棄し，「申請書作成・編集」画面を閉じます。 

※ 申請書等の作成終了については，「２－９－２ 申請書等の作成を中断する」を参照してください。 

⑩ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

 

・ 「一時保存」 

「⑥「一時保存」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「再読込」 

「⑦「再読込」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「申請書の読み込み」 

外部ファイルの申請書データを「申請書作成・編集」画面に取り込みます。 

※ 申請書等の読み込みについては，「２－１１－２ 外部ファイルの申請書等を読み込む」を参照して

ください。 
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・ 「完了」 

「⑧「完了」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」  

「⑨「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

 

⑪ 「編集」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルで選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑫ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

 

・ 「プレビュー表示」 

「③「プレビュー表示」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「漢字検索」 

「④「漢字検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「チェック」 

「⑤「チェック」ボタン」と同様の処理を行います。 
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⑬ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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「申請書作成・編集」画面レイアウト（登記申請書（会社用）（支店の登記同時申請用）） 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑧ 
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① 「手続案内」ボタン 

商業・法人登記の手続案内をブラウザで表示します。 

② 「証明書情報取込」ボタン 

電子証明書の情報をもとに，申請人情報等を取り込みます。 

※ 電子証明書の取り込みについては，「２－３－２ 証明書情報読込機能を使用する（登記申請のみ）」

を参照してください。 

③ 「申請対象」欄 

申請する会社・法人の指定方法を選択します。 

④ 「別紙１表示」ボタン 

支店（従たる事務所）を入力するための，「登記申請書補助」画面を表示します。 

⑤ 「別紙２表示」ボタン 

登記すべき事項を入力するための，「別紙作成」画面を表示します。 

⑥ 「カレンダー」ボタン 

日付を入力するための，「カレンダー」画面を表示します。 

⑦ 「登録事項転記」ボタン 

「処理状況表示」画面の「ツール」メニューの「オプション - 入力支援情報」画面で設定している「住

所」及び「氏名」を転記します。 

⑧ 「申請先登記所選択」ボタン 

申請先登記所を入力するための，「登記所選択」画面を表示します。 

⑨ 「登記所管轄一覧へリンク」ボタン 

登記所管轄一覧のページをブラウザで表示します。 

⑩ 「委任状の作成」ボタン 

委任状を作成するための，「登記申請書補助」画面を表示します。 

⑪ 「会社・法人情報複写機能」欄 

作成中の申請書等に入力した会社・法人情報をコピーしたり，他の申請書等でコピーした会社・法人情

報を作成中の申請書等に貼り付けたりします。 
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「申請書作成・編集」画面レイアウト（交付請求書（登記事項証明書）） 

 

① 

② 
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① 「管轄登記所情報読込」ボタン 

請求する会社・法人の管轄登記所の情報を読み込みます。 

② 「同一対象請求追加」ボタン 

会社・法人情報及び管轄登記所情報を複写した請求会社・法人を追加します。 
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２－３－１ 申請書等に情報を入力する 

初めに，件名と納付情報を入力します。 

両項目とも入力は必須です。 

件名は，申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の件名欄に表示されますので，管

理しやすいよう自由に設定してください。 

なお，件名は登記所に通知されません。 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

作成する申請書等の件名を入力し

ます。 

 

※ 件名は，法務省に通知されま

せんが，「処理状況表示」画面で

表示されますので，利用者で管

理しやすいよう自由に設定して

ください。 

 

 

(2) 電子納付を行う際に必要となる

納付情報を，全角カナ文字２４文

字以内で入力します。 

 

※ (1)，(2)の画面は，申請書で

すが請求書の場合も同様に入力

します。 
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≪「納付情報」の「氏名または法人団体名」欄に入力できる文字一覧≫ 

 

数字（全角） ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

英字（全角） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ 

カナ（全角） ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ  

ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン 

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ ヴ 

パ ピ プ ペ ポ 

記号（全角）※ 「 」 ￥ ， ． （ ） － ー ／ 

全角スペース   

※ 「－」：全角マイナス，「ー」：全角長音 

  ※ 拗音・促音などの小さい文字（いわゆる捨て仮名）は，使用できません。 
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２－３－２ 証明書情報読込機能を使用する（登記申請のみ） 

オンライン申請をする際，電子証明書を取得している会社・法人等に対する登記申請

を行う場合には，当該会社・法人等が取得している「商業登記に基づく電子認証制度の

電子証明書」から，登記申請に必要な会社・法人情報（商号・名称，本店・主たる事務

所，会社法人等番号，申請人情報，申請先登記所の情報）を読み込むことができます。 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から

「証明書情報取込」ボタンをクリ

ックします。 

 

(2) 「電子証明書の選択」画面が表

示されますので，使用する電子証

明書を選択し，「開く」ボタンをク

リックします。 

 

(3) 電子証明書に対するパスワード

を入力し，「確定」ボタンをクリッ

クします。 
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(4) 電子証明書の情報を基に，申請

人情報などが読み込まれます。 

 

※ 「申請先登記所」，「会社法人

等番号」，「商号・名称」，「本店・

主たる事務所」，申請人欄の「本

店」，「商号」，「資格」及び「氏

名」が読み込まれます。 
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２－３－３ オンライン会社・法人検索を利用する 

オンライン申請又は請求を行う場合，対象となる会社・法人等を特定するための情報

（商号・名称，会社法人等番号）が正確に入力されている必要があります。 

対象の会社・法人等を特定する情報に，入力誤りなどがあると，申請又は請求はエラ

ーとなります。 

このため，「申請用総合ソフト」では，インターネットを利用した「オンライン会社・

法人検索」機能により，申請又は請求の対象となる会社・法人等を検索し，その情報を

申請書又は請求書に取り込む機能を提供しています。 

なお，「オンライン会社・法人検索」が利用可能な時間は，平日の午前８時３０分から

午後９時まで（システムのメンテナンス等の時間を除く）となります。 

※ 「オンライン会社・法人検索」を利用する場合には，登記・供託オンライン申請シ

ステムにログインしている必要があります。 

 

(1) 「オンライン会社・法人検索」

を選択します。 

 

 

(2) 「会社・法人情報取得」ボタン

をクリックします。 

 

※ 登記・供託オンライン申請

システムにログインしていな

い場合，「会社・法人情報取得」

ボタンをクリック時に「ログ

イン」画面が表示されるため，

ログインしてください。 
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(3) オンライン登記情報検索サー

ビスの「商業・法人登記情報の検

索」画面が表示されます。 

 

※ 商業・法人の検索は， 

(3)-1. 漢字名で登録されてい

る会社名で検索する「商

号・名称」， 

(3)-2. 会社名のよみで検索す

る「ヨミカナ」， 

(3)-3. 会社法人等番号で検索

する「会社法人等番号」 

の 3 種類があります。 

 

 

 

 

【(3)-1.「商号・名称」で検索をす

る場合】 

① 検索方法の「商号・名称」を

選択します。 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

※ 商号・名称がはっきり分か

らない場合には，分かってい

る部分に合わせて，次の検索

方法を選択してください。 

・  商号・名称の先頭から一

部のみ分かっている場

合：前方一致 

・  商号・名称の任意の一部

のみ分かっている場合：部

分一致 
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③ 「区分」の選択で「商業及び

法人」は全ての種別の中から，

「商業」，「法人」は各々の種

別からのみ検索を行います。 

 

 

 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，商号・名称の情報を入力し

ます（「株式会社」などの会社・

法人種別を表す文字は入力しな

いでください。）。 

なお，「＆」，「'」，「，」，

「‐」，「．」，「・」及び空

白については，そのまま商号ど

おり入力しないとエラーになり

ます。 

 

（「前方一致」又は「完全一

致」で検索する場合） 

商号・名称を全角で入力しま

す。 

 

 

 

 

（「部分一致」で検索する場

合） 

文字列1～3を全角で入力し

ます。 
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※ 商号又は名称中に外字を含

んでいる会社・法人などについ

ては，「商号・名称」中に外字

を含んで入力して会社・法人な

どを検索すると，会社・法人な

どの記録がない旨のメッセージ

が表示される場合があります。

この場合は，「ヨミカナ」によ

る検索を行ってください。 

⑤ 「本支店・事務所」欄につい

て， 

⑤-1.「市区町村を指定して

検索」， 

⑤-2.「都道府県を指定して

検索」， 

⑤-3.「全国から検索」 

のいずれかを選択します。 

 

 

【⑤-1.「市区町村を指定して検

索」の場合】 

都道府県を選択後，市区町村

を入力します。市区町村の入力

方法は以下のとおり「所在選択」

と「直接入力」の 2 通りの方法

がありますので，いずれかの方

法により指定してください。 

 

「所在選択」  

市区町村をクリックすること

により，「商業・法人登記情報の

検索」画面に戻り，選択した所

在が表示されます。 

なお，所在の確定をする前に

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，所在を確定しないま

ま「商業・法人登記情報の検索」
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画面に戻ります。 

 

「直接入力」 

「直接入力」にチェックを入

れ，所在を全角で入力します。 

 

※ 外字は入力できません。 

 

【⑤-2.「都道府県を指定して検

索」の場合】 

都道府県を選択します。 

「都道府県を指定して検索」

を選択の場合，市区町村の入力

をする必要はありません。 

 

【⑤-3.「全国から検索」の場合】 

「全国から検索」を選択しま

す。なお，都道府県の選択，市

区町村の入力をする必要はあり

ません。 

 

※ 「全国から検索」を選択し，

かつ，前方一致検索をする場

合には，先頭から２文字以上  
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を入力する必要があります。 

※ 支店登記簿については，全

国検索の対象外ですので，「市

区町村を指定して検索」又は

「都道府県を指定して検索」

により検索してください。 

また，外国会社について

は，同じ会社法人等が複数表

示される場合がありますの

で，検索対象を絞るため，「市

区町村を指定して検索」を選

択し，日本における営業所の

ある市区町村を指定して検

索してください。 

 

【(3)-2.「ヨミカナ」で検索をする

場合】 

① 検索方法の「ヨミカナ」を選

択します。 

 

 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 
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③ 「区分」を選択します。 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，ヨミカナの情報を入力しま

す（「カブシキカイシャ」など

の会社・法人種別を表す文字は，

入力しないでください。）。 

なお，商号中に「＆」，「'」，

「，」，「‐」，「．」，「・」

及び空白が用いられている場合

であっても，これらの符号の入

力をするとエラーになりますの

で，入力不要です。「＆」につ

いては，「アンド」とその読み

を入力してください。 

 

※ 実際の商号又は名称の読み

方とは異なる読み方をしてい

る場合がありますので，「ヨ

ミカナ」で検索する場合にお

いて，会社・法人などの記録

がない旨のメッセージが表示

された場合は，異なるヨミカ

ナを入力するか，「商号・名

称」による検索を行ってくだ

さい。  
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⑤ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

※ 選択の方法は【(3)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 

 

  

【(3)-3.「会社法人等番号」で検索

をする場合】 

① 検索方法の「会社法人等番

号」を選択します。 

 

※ 支店登記簿を検索する場

合は，登記事項証明書に記載

されている管理番号を入力

してください。 

 

② 「会社法人等番号（4桁‐2桁

‐6桁（12桁））」（全角又は

半角）を入力します。 

 

 

③ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

※ 選択の方法は【(3)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 
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(4) 「商業・法人登記情報の検索」

画面に戻りますので（「本支店・事

務所」の入力欄に②で選んだ市区

町村が表示されます。），「検索」ボ

タンをクリックします。 

 

※ 右画面は「商号・名称」を入

力して検索しています。 

 

 

(5) 「会社・法人検索結果」画面が

表示されますので，該当の会社・

法人等をチェックし，「追加」ボタ

ンをクリックします。 

 

※ 最大１０件まで選択すること

ができます。 

 

 

(6) 選択した会社・法人が「商業・

法人登記情報の検索」画面の「選

択された会社・法人」欄に表示さ

れます。 
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(7)  選択した会社・法人情報を「申

請書作成・編集」画面に反映しま

す。 

 

 ※ 反映する方法は， 

(7)-1.「申請書作成・編集」

画面に直接反映する， 

(7)-2.ファイルをダウンロ

ードして取り込む 

の２種類があります。 

 

【(7)-1.「申請書作成・編集」画面

に直接反映する場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「確定」ボタンをクリッ

クします。 
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② 「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

対象の会社・法人情報が取り

込まれていることを確認しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，登記申請書，登記嘱託

書にて会社・法人情報の読込を

行った場合，対象の会社・法人

の管轄登記所が登記申請書下部

の申請先登記所に反映されま

す。 

 

 

【(7)-2.ファイルをダウンロードし

て取り込む場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「会社・法人情報ファイ

ルをダウンロードする場合は，

こちらをクリックしてくださ

い。」リンクをクリックします。 
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② 「ファイルのダウンロード」

画面が表示されますので，「保

存」ボタンをクリックし，会社・

法人等の情報を任意のフォルダ

に保存します。 

 

※ 例えば，デスクトップに「連

携ファイル保存」というフォ

ルダを作成し，そのフォルダ

の中に保存します。 

 

 

 

③ 「申請書作成・編集」画面に

戻り，ダウンロードした会社・

法人情報を読み込みます。 

「会社・法人情報読込」ボタ

ンをクリックします。 

 

④ 「会社情報選択」画面が表示

されます。 

「ファイル読み込み」ボタン

をクリックします。 
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⑤ 「会社法人情報ファイル読み

込み」画面が表示されますので，

先ほどダウンロードした会社・

法人情報ファイルを選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 

 

※ 最新ではない会社・法人情

報ファイルを読み込もうとし

た場合には，右の確認メッセ

ージが表示されます。 

「OK」ボタンをクリック

することで読み込むことは

可能ですが，最新の情報を取

得し，使用することをお勧め

します。 

 

 

⑥ 「会社情報選択」画面に戻り

ます。 

取り込む会社・法人情報を選

択し，「設定」ボタンをクリック

します。 

 

※ 登記の申請の場合には，一

つの会社・法人情報の選択が

できます。 

 

※ 証明書の請求の場合には，

複数の会社・法人情報を選択

することができます。この場

合には，Ctrl キーを押しなが

ら，会社・法人情報を選択し

てください。全ての会社・法
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人情報を選択する場合には，

「全選択」ボタンをクリック

してください。 

 

 

⑦ 「申請書作成・編集」画面に戻

ります。 

対象の会社・法人情報が取り

込まれていることを確認しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，登記申請書，登記嘱託

書にて会社・法人情報の読込を

行った場合，対象の会社・法人

の管轄登記所が登記申請書下部

の申請先登記所に反映されま

す。 
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２－３－４ 証明書交付請求書の請求対象の表示を入力する 

証明書の請求対象となる会社・法人情報の特定方法は，「オンライン会社・法人検索」

及び「会社・法人直接入力」の 2 種類があります。 

「オンライン会社・法人検索」利用の場合には，「２－３－３ オンライン会社・法

人検索を利用する」を参照してください。 

 

(1) ここでは，会社・法人等を直接入

力する方法について説明しますが，

情報を正確に入力する必要がある

ため，「会社法人等番号」と管轄登

記所が不明の場合には，「２－３－

３ オンライン会社・法人検索を利

用する」（２０ページ）を利用する

ことをお勧めします。 

 

「会社・法人情報直接入力」を

クリックします。 

 

※ 「会社・法人情報直接入力」

には，「会社法人等番号」を指定

する方法及び商号・本店等を指

定する方法があります。 

 

 

(2) 「会社・法人種別」をプルダウン

メニューから選択します。 

「株式会社」，「有限会社」，「そ

の他の会社」，「個人商人」又は「法

人（会社を除く）」から選択します。 
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(3) 「会社法人等番号」を半角数字で

入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，「-」

を除く数値１２桁を入力しま

す。 

例：「0199-01-009999」の

場合には， 

「019901009999」と入力

します。 

 

※ 「会社法人等番号」が不明な

場合には，入力は不要です。 

 

 

(4) 「商号・名称」及び「本店・主た

る事務所」を全角文字で入力しま

す。 

    

※ 「会社法人等番号」を入力し

た場合には，これを基に会社法

人を特定するため，商号，本店

等は入力する必要はありませ

ん。 

 

(5) 「管轄登記所情報読込」ボタンを

クリックします。 

「登記所選択」画面が表示され

ますので，請求する会社・法人等

を管轄する登記所を入力します。 

管轄登記所の入力方法について

は，「２－３－７ 登記所設定機能

を使用する」を参照してください。 
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(6) 請求する証明書をプルダウンメ

ニューから選択します。 

次の種類から選択することがで

きます。 

・「全部事項（謄本）」 

・「一部事項（抄本）」 

・「代表者事項（代表権のある者

の証明）」 

・「印鑑証明」（印鑑/登記事項証

明書のみ） 

 

※1 「動産概要記録」及び「債権

概要記録」については，全部事

項のみ請求できます。 

 

 

※2 「全部事項（謄本）」又は「一

部事項（抄本）」を選択した場合

には，さらに「証明書種類」を

次の中から選択します。 

・「履歴事項証明書（閉鎖されて

いない登記事項の証明）」（登

記事項証明書，印鑑/登記事項

証明書のみ） 

・「現在事項証明書（現在効力が

ある登記事項の証明）」 

・「閉鎖事項証明書（閉鎖された

登記事項の証明）」 

 

 

※3 「一部事項（抄本）」を選択し

た場合には，「登記事項区」をチ

ェックします。 

表示されている登記事項区以

外の登記事項区を請求する場合

には，「その他」をチェックし，

必要な登記事項区名を全角文字

で入力します。  
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例：「会社履歴区」，「新株予約権

区」など。 

 

※4 登記されている支配人又は代

理人のうち，特定の支配人など

の「一部事項（抄本）」を請求す

る場合には，「支配人・代理人区」

をチェックした後，「一部の者を

証明する」をチェックし，その

支配人の氏名を全角文字で入力

します。 

なお，登記されている支配人

全員について「一部事項（抄本）」

を請求する場合には，「一部の者

を証明する」はチェックする必

要はありません。 

 

 

※5 「代表者事項（代表権のある

者の証明）」を選択し，登記され

ている代表者のうち，特定の代

表者についてのみ証明書を請求

する場合には，当該代表者の氏

名を全角文字で入力します。 

なお，登記されている代表者

全員について証明書を請求する

場合には，代表者の氏名は入力

する必要はありません。 

 

 

※6 「印鑑証明」を選択した場合

には，「印鑑カード番号」，印鑑

提出者の「資格」，「氏名」及

び「生年月日」を入力します。 

な お 印 鑑 カ ー ド 番 号 は ，

「0199-0123456」の場合に

は，「01990123456」と入力

します。 
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(7) 請求する証明書の通数を半角数

字で入力します。 

    

※ 最大 999 通まで請求できま

す。 

 

 

(8) 同一の会社・法人等に係る異なる

種類の証明書を併せて複数請求す

る場合には，「同一対象請求追加」

ボタンをクリックし，必要項目を入

力します。 

 

※ 請求対象の会社・法人等がコ

ピーされてその直後に表示され

ますので，必要に応じて，請求

する証明書の種類，通数などを

修正してください。 

 

※ 追加した入力項目は，「削除」

ボタンをクリックすると削除さ

れます。 
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(9) 異なる会社・法人等に係る証明書

の請求を追加する場合には，「請求

対象追加」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 新しい請求対象の入力項目が

表示されますので，「会社・法人

種別」，「会社法人等番号」，「商

号・名称」，「本店・主たる事務

所」，「管轄登記所」，「請求する

証明書」，「通数」などを入力し

てください。 
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２－３－５ 支店・従たる事務所の所在地を入力する 

登記申請書（嘱託書）において，支店又は従たる事務所を入力する場合には，「別紙

１表示」ボタンをクリックして表示される「登記申請書補助」画面に入力します。 

 

「登記申請書補助」画面レイアウト 

 

① 「管轄登記所」欄 

支店所在地を管轄する登記所を入力します。 

② 「支店・従たる事務所の所在地」欄 

支店・従たる事務所の所在地を入力します。 

③ 「登記所一覧」ボタン 

管轄登記所を入力するための，「登記所選択」画面を表示します。 

④ 「支店入力域追加」ボタン 

支店を入力する領域を 50 件追加します。 

 

① ② 

⑥ ⑦ ⑧ 

③ 

⑨ ⑩ ⑪ 

⑤ 
④ 
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⑤ 「支店入力域削除」ボタン 

画面上に，支店を入力する領域が 100 件以上存在する場合に表示されます。支店を入力する領域を

50 件削除します。 

⑥ 「漢字検索」ボタン 

漢字検索機能を使用し，申請書の入力項目に外字を挿入します。 

⑦ 「中止」ボタン 

「申請書作成・編集」画面に戻ります。  

⑧ 「終了」ボタン 

入力内容の変更を確定し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。 

⑨ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「中止」 

「⑦「中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「終了」 

「⑧「終了」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑩ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「漢字検索」 

「⑥「漢字検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑪ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 

(1) 本店所在地を管轄する登記所

において申請すべき登記と同時

に登記する支店所在地を管轄す

る登記所を入力します。 

「別紙１表示」ボタンをクリッ

クします。 

 

 



42 

 

(2) 「登記申請書補助」画面から「登

記所一覧」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

(3) 「登記所選択」画面から，支店

所在地を管轄する登記所の所在

する都道府県を選択し，下側に表

示される登記所の一覧から，支店

所在地を管轄する登記所を選択

し，「設定」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(4) 「登記申請書補助」画面に支店

所在地を管轄する登記所が表示

されます。 

 

※ 支店所在地を管轄する登記

所が複数ある場合には，同様の

手順で別の管轄登記所を追加

して選択します。 
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(5) 支店所在地の住所を全角文字

で入力し，「終了」をクリックし

ます。 

 

※ 同一の登記所の管轄区域内

に複数の支店が存在する場合

には，当該登記所について，一

つの支店を入力すれば足りま

す。 
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２－３－６ 登記すべき事項を入力する 

登記申請書（嘱託書）において，「登記すべき事項」を入力する場合には，「別紙表

示」（支店又は従たる事務所の登記同時申請用の場合は，「別紙２表示」）ボタンをク

リックして表示される「別紙作成」画面に入力します。 

ここでは，支店の登記同時申請用の画面を使って説明します。 

 

「別紙作成」画面レイアウト 

 

① 「作成例の種別」欄 

作成例の種別を選択します。 

② 「作成例」欄 

作成例を選択します。 

③ 「転記」ボタン 

「作成例」欄で指定した作成例を「別紙２（登記すべき事項）」欄に転記します。 

④ 「別紙２（登記すべき事項）」欄 

登記すべき事項を入力します。 

⑤ 「漢字検索」ボタン 

漢字検索機能を使用し，申請書等の入力項目に外字を挿入します。 

① 

② 

③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ 
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⑥ 「中止」ボタン 

「申請書作成・編集」画面に戻ります。  

⑦ 「終了」ボタン 

入力内容の変更を確定し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。 

⑧ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「中止」 

「⑥「中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「終了」 

「⑦「終了」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「漢字検索」 

「⑤「漢字検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑩ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

(1) 「登記すべき事項」を入力し

ます。 

「別紙２表示」ボタンをクリ

ックします。 
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(2) 「別紙作成」画面が表示され

ますので，「登記すべき事項」

を全角文字で，作成例に従い，

入力します。 

 

 

 

(3) 「別紙」の作成には，作成例

を引用することができます。 

「作成例の種別」欄から，該

当する項目を選択します。 

「株式会社関係」，「合資会

社・合名会社・合同会社関係」，

又は「法人関係」から選択しま

す。 

 

(4) 続けて，「作成例」欄から，

該当する項目を選択し，「転記」

ボタンをクリックします。 
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(5) 「別紙２（登記すべき事項）」

欄に作成例が表示されますの

で，必要な情報を入力し，「終

了」をクリックします。 
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２－３－７ 登記所設定機能を使用する 

申請書等を送付する登記所を入力します。 

 

「登記所選択」画面レイアウト 

 

① 「都道府県」欄 

登記所情報を表示する都道府県を選択します。 

② 「登記所情報一覧」欄 

「都道府県」欄で選択した都道府県にある登記所の情報一覧を表示します。 

③ 「設定」ボタン 

「申請書作成・編集」画面に登記所情報を入力し，「登記所選択」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「登記所選択」画面を閉じます。  

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

 

 

 

  

③ ④ 

① ② ⑤ ⑥ 
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⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 

(1) 登記申請書の場合は，「申請先

登記所選択」ボタンをクリックし

ます。 

 

※ 登記嘱託書の場合は，「嘱託

先登記所選択」ボタンをクリッ

クします。 

 

(3)に進みます。 

 

 

(2) 証明書交付請求書の場合は，

「管轄登記所情報読込」ボタン及

び「登記所選択」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

(3) 「登記所選択」画面が表示され

ますので，「都道府県」欄から，

申請又は請求する登記所のある

都道府県を選択します。 
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(4) 選択した都道府県にある登記

所の情報一覧が表示されますの

で，申請又は請求する登記所を選

択し，「設定」ボタンをクリック

します。 

 

 

(5) 「申請書作成・編集」画面に戻

りますので，選択した登記所情報

の登記所名及び登記所コードが

表示されていることを確認しま

す。 
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２－３－８ 受取場所選択機能を使用する 

請求する証明書の受取場所として指定する登記所又は法務局証明サービスセンターを

入力します。 

 

「受取場所選択」画面レイアウト 

 

① 「都道府県」欄 

受取場所情報を表示する都道府県を選択します。 

② 「登記所」タブ 

証明書の受取場所を登記所とする場合，選択します。 

③ 「サービスセンター」タブ 

証明書の受取場所を法務局証明サービスセンターとする場合，選択します。 

④ 「登記所情報一覧」／「サービスセンター情報一覧」欄 

「都道府県」欄で選択した都道府県にある登記所又は法務局証明サービスセンターの情報一覧を表示

します。 

⑤ 「設定」ボタン 

「受取場所選択」画面を閉じ，「申請書作成・編集」画面に戻ります。また，「申請書作成・編集」画

面に，選択した登記所又は法務局証明サービスセンター情報を入力します。 

⑥ 「閉じる」ボタン 

「受取場所選択」画面を閉じます。 

 

①

②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧
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⑦ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「⑤「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

「⑥「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

(1) 交付請求書の「申請書作成・編

集」画面で「交付方法」欄に「窓

口受取」を選択します。 

 

 

(2) 「受取場所選択」ボタンをクリ

ックします。 
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(３) 「受取場所選択」画面が表示さ

れますので，「都道府県」欄から，

選択する受取場所のある都道府県

を選択します。 

 

 

(4) 受取場所として，登記所を選択

する場合は「登記所」タブ，法務

局証明サービスセンターを選択す

る場合は「サービスセンター」タ

ブを選択します。 

 

(5) 「登記所」タブを選択した場合，

選択した都道府県にある登記所の

情報一覧が表示されますので，受

取場所として選択する登記所を選

択し，「設定」ボタンをクリック

します。 
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  「サービスセンター」タブを選

択した場合，選択した都道府県に

ある法務局証明サービスセンター

の情報一覧が表示されますので，

受取場所として選択する法務局証

明サービスセンターを選択し，「設

定」ボタンをクリックします。 

 

(6) 「申請書作成・編集」画面に戻

りますので，選択した受取場所が

表示されていることを確認しま

す。 

受取場所として登記所を選択

した場合は，「受取場所」欄及び

「請求先登記所」欄に，選択した

登記所情報（登記所名及び登記所

コード）が表示されます。 

 

 

 

受取場所として法務局証明サ

ービスセンターを選択した場合

は，「受取場所」欄に，選択した

法務局証明サービスセンター情

報（サービスセンター名及びサー

ビスセンターコード）が表示さ

れ，「請求先登記所」欄に，選択

した法務局証明サービスセンタ

ーを管轄する登記所の登記所名

及び登記所コードが表示されま

す。 
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２－３－９ 登録事項転記機能を使用する 

代理人による登記申請の場合に，「登録事項転記」ボタンをクリックすると，あらかじ

め登録した情報が代理人欄に反映されます。 

 

(1) 「登録事項転記」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(2) 「処理状況表示」画面の「ツー

ル」メニューの「オプション ‐ 

入力支援情報」画面で設定してい

る「住所」及び「氏名」を転記す

ることができます。 

 

※ 入力支援情報の設定方法につ

いては，「６－５－３ 入力支援

情報の設定」を参照してくださ

い。 
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２－３－１０ カレンダー機能を使用する 

登記申請書の申請年月日は，デフォルトとして，申請書を開いた日が表示されていま

すが，任意の日を設定する場合にカレンダー機能を使用します。 

 

(1) 「カレンダー」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

(2) 「カレンダー」画面が表示され

ますので，日付をダブルクリック

します。 

カレンダーの表示する年月を変

更する場合には，「カレンダー」

画面上部の ▲ ▼ をクリックしま

す。 

 

 

(3) 年月日が画面に表示されます。 

 

 

２－３－１１ 連絡先を記載する 

申請された内容について，登記所から電話で御連絡する必要が生じた場合に，利用者

登録の際に登録されている電話番号と異なる電話番号への連絡が必要な場合には，その

番号を記載してください。 

 

「その他の申請書記載事項」欄

に連絡先電話番号を記載します。 
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２－３－１２ 委任状を作成する 

代理人による登記申請の場合又は代理人による印鑑証明書の交付請求の場合には，

委任状を作成することができます。 

 

「登記申請書補助 ‐ 委任状」画面レイアウト（登記申請書） 

 

① 「代理人」欄 

代理人の情報を表示します。「申請書作成・編集」画面で入力した値が転記されます。 

② 「委任事項」欄 

委任事項の入力例が表示されます。必要に応じて修正します。 

③ 「年月日」欄 

作成年月日が表示されます。 

④ 「委任者」欄 

委任者の情報を表示します。 

⑤ 「委任状」削除ボタン 

委任状を削除します。 

⑥ 「漢字検索」ボタン 

漢字検索機能を使用し，委任状の入力項目に外字を挿入します。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 
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⑦ 「中止」ボタン 

委任状の入力を中止し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。  

⑧ 「終了」ボタン 

入力内容の変更を確定し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。 

⑨ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「中止」 

「⑦「中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「終了」 

「⑧「終了」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑩ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「漢字検索」 

「⑥「漢字検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑪ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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「登記申請書補助 ‐ 委任状」画面レイアウト（交付請求書） 

 

① 「代理人」欄 

代理人の情報を表示します。「申請書作成・編集」画面で入力した値が転記されます。 

② 「委任事項」欄 

委任事項の入力例が表示されます。必要に応じて修正します。 

③ 「年月日」欄 

作成年月日が表示されます。 

④ 「委任者」欄 

委任者の情報を表示します。 

⑤ 「委任者追加」ボタン 

「委任者」欄を追加します。 

⑥ 「委任状削除」ボタン 

委任状を削除します。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ 
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⑦ 「漢字検索」ボタン 

漢字検索機能を使用し，委任状の入力項目に外字を挿入します。 

※ 当機能は登記申請書以外では使用できません。 

⑧ 「中止」ボタン 

委任状の入力を中止し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。 

⑨ 「終了」ボタン 

入力内容の変更を確定し，「申請書作成・編集」画面に戻ります。 

⑩ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「中止」 

「⑧「中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「終了」 

「⑨「終了」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑪ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「漢字検索」 

「⑦「漢字検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

※ 当機能は登記申請書以外では使用できません。 

⑫ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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(1) ここでは，登記申請書の画面を

例にして説明します。 

委任状を作成します。 

「委任状の作成」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(2) 「登記申請書補助」画面が表示

されますので，委任状の内容を入

力します。 

 

※ 「申請書作成・編集」画面で

入力した事項が「登記申請書補

助」画面に転記される項目もあ

ります。 

 

 

(3) 「年月日」欄では，カレンダー

機能を使用し，作成年月日を入力

することができます。 

 

※ カレンダー機能については，

「２－３－１０ カレンダー機

能を使用する」を参照してくだ

さい。 

 

 

(4) 委任状を保存する場合には，「終

了」ボタンをクリックします。 

委任状の変更を保存しない場合

には，「中止」ボタンをクリックし

ます。 

委任状を削除する場合には，「委

任状削除」ボタンをクリックしま

す。 
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２－３－１３ 会社・法人情報複写機能を使用する 

会社・法人情報を作成中の申請書等に複写する場合に，本機能を使用します。 

 

(1) 会社・法人情報をコピーします。 

コピーの対象となる「会社・法人

情報」を確認し，「会社・法人情報

コピー」ボタンをクリックします。 

 

※ 「会社・法人情報」欄にある，

全ての会社・法人情報がコピーの

対象となります。 

 

 

(2) コピーした会社・法人情報を貼り

付けます。 

コピーした会社・法人情報を貼り

付ける申請書様式の「申請書作成・

編集」画面を表示します。 

「会社・法人情報貼り付け」ボタ

ンをクリックします。 
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(3) 「会社・法人情報」欄に，コピー

した会社・法人情報が新たに追加さ

れますので，必要に応じて，会社・

法人情報を修正します。 

 

※ 貼り付け先の会社・法人情報入

力欄が１件のみ（登記申請書）の

場合には，コピーした会社・法人

情報が複数あったとしても１件

目の会社・法人情報を貼り付けま

す。 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

２－４ 漢字検索を行う 

申請用総合ソフトで申請書等を作成する際に使用することができる文字は，ＪＩＳ第一水準，

ＪＩＳ第二水準及びＪＩＳ非漢字（JIS X 0208）のみに限られます。これら以外の文字を使用

する場合には，以下の手順で漢字検索機能を使用して，入力してください。 

なお，漢字検索機能を使用する場合には，登記・供託オンライン申請システムにログインして

いる必要があります（「履歴」や「お気に入り」の表示機能はログインしていなくても使用可能

です。）。 

 

「漢字検索」画面レイアウト 

 

① 「読み方検索」欄 

読み方検索で対象の文字を検索する場合の条件（読み，画数，部首）を指定します。 

② 「文字コード検索」欄 

文字コード検索で対象の文字を検索する場合の条件（文字セット，文字コード）を指定します。 

③ 「特殊な記号の検索方法はこちら」リンク 

登記・供託オンライン申請システムのホームページの，漢字検索画面における特殊な記号の検索方法に

ついて記載しているページを，ブラウザで表示します。 

④ 「履歴」ボタン 

今まで漢字検索画面を使って申請書等に入力した文字の履歴が表示されます。 

※ 履歴には，検索を行い，かつ，「確定」ボタンをクリックして申請書等に入力された文字のみが表示

されます。単に検索を行っただけの場合には，履歴には表示されません。 

※ 履歴には，直近に入力を行った最大 100 文字までの文字が表示されます。 

② ④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

① 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑨ 

⑩ 

③ 
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⑤ 「お気に入り」ボタン 

⑪を使用して登録したお気に入りの一覧を「検索結果」欄に表示します。 

⑥ 「検索」ボタン 

「読み方検索」欄，または「文字コード検索」欄で指定した条件に該当する文字を検索します。 

結果は「検索結果」欄に表示されます。 

⑦ 「検索結果」欄 

検索結果が表示されます。 

※ １ページに表示できる文字は，最大 50 文字までです。 

⑧ 「漢字情報詳細表示」欄 

「検索結果」欄で選択されている文字の詳細情報を表示します。 

⑨ 「前ページ」ボタン 

検索結果が複数ページある場合に，現在表示しているページの前のページの検索結果を「検索結果」欄

に表示します。 

⑩ 「次ページ」ボタン 

検索結果が複数ページある場合に，現在表示しているページの次のページの検索結果を「検索結果」欄

に表示します。 

⑪ 「お気に入り追加」ボタン 

「検索結果」欄で選択されている文字をお気に入りに追加します。 

※ お気に入りに登録できる文字は，最大 100 文字までです。 

※ お気に入りを表示している間は，ボタン名が「お気に入りの削除」に変更されます。  

お気に入り一覧から対象を選択した状態で,「お気に入りの削除」をクリックすると，お気に入りか

ら該当の文字を削除します。 

⑫ 「確定」ボタン 

クリックすると，検索結果欄で選択している対象が申請情報の入力項目に入力されます。 

⑬ 「キャンセル」ボタン 

「漢字検索」画面を閉じます。 
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(1) 文字を挿入する箇所にマウスでカーソルを移動

し，「漢字検索」ボタンをクリックします。 

 

(2) 「漢字検索」画面が表示されますので，検索条

件を指定します。 

 

 

＜検索条件に読み方検索を指定する場合＞ 

文字の読み，画数，部首で検索を行う場合に

は，「読み方検索」を選択します。 

 

 

 

文字の読み（任意）を指定します。 

最大３つまでの読みを入力することができ

ます。 

 

※ 複数の読みを入力する場合において，検    

索対象を入力した全ての読みを含むものと

するときは「AND」条件（デフォルト）を，

いずれかが含まれるものとするときは「OR」

条件を指定します。 
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画数（任意）を指定します。 

 

※ 検索対象の画数があいまいな場合は，「±

１画数」条件にチェックすると，指定した画

数の前後の画数も検索範囲に含めることが

できます。 

 

部首（任意）を指定します。 

 

※ 特殊な記号，数字，及び変体がな等の文字

は，それぞれに指定された読みを入力するこ

とにより検索することができます。指定され

た読みについては，「特殊な記号の検索方法

はこちら」リンクをクリックし，表示された

登記・供託オンライン申請システムのホーム

ページの，漢字検索画面における特殊な記号

の検索方法について記載しているページを

参照してください。 

 

＜検索条件に文字コード検索を指定する場合＞ 

文字コードで検索を行う場合には「文字コー

ド検索」を指定します。 

 

※ 検索条件に文字コード検索を指定する場

合，あらかじめ検索対象の文字コード（戸籍

統一文字番号又は諸橋大漢和辞典文字番号）

を調べておく必要があります。 

戸籍統一文字についての詳細は，法務省

ホームページの「戸籍統一文字情報」を参

照してください。 
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文字セット（必須）を指定します。 

 

検索対象の文字コード（必須）を指定します。 

 

(３) 検索条件を指定後，「検索」ボタンをクリック

します。 

検索条件に該当する文字が見つかった場合，検

索結果欄に表示されます。 

 

(４) 検索結果欄から対象の文字を選択し，「確定」

ボタンをクリックします。 
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(５) 「申請書作成・編集」画面に戻りますので，選

択した文字が設定されている旨の制御情報がカ

ーソルの位置に挿入されていることを確認しま

す。 

 

※ 「申請書作成・編集」画面では「漢字検索」

画面で選択した文字が「<外字><ファイル名

>0U123456.bmp</ファイル名><文字コード

>0U123456</文字コード></外字>」の形式の

制御情報で表示されます。数値６桁の部分に

は，その文字に固有の文字コードが設定されま

す。 

※ 4.2A 以前のバージョンの申請用総合ソフト

を使用して，履歴又はお気に入りに登録した文

字を入力する場合は，「&amp;123456;」の

形式の制御情報で表示されます。数値６桁の部

分には法務省戸籍統一文字コードが設定され

ます。 

 

 

 

 

「プレビュー表示」をクリックし，検索した文

字を入力した申請書を表示します。 

文字を入力した部分に，漢字検索を行った文字

のイメージが表示されていることを確認します。 

 

※ 表示された文字のイメージをクリックする

と，画像ファイルが表示されます。 
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入力した外字を削除する場合には，文字を挿入

した箇所に入力されている制御情報（「<外字><フ

ァイル名>0U123456.bmp</ファイル名><文字

コード>0U123456</文字コード></外字>」又は

「&amp;123456;」）の部分を削除します。 

 

※ 外字を削除する場合以外には，画面上の制御

情報を変更又は削除しないでください。 

 

※ 漢字検索機能を用いて外字の入力を行った

場合，指定された漢字ＢＭＰファイルは，自動

的に添付ファイルとして登録され，登記・供託

オンライン申請システムにより申請を行う際

に，申請書と併せて送信されます。 
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２－５ 第三水準・第四水準文字の自動置換機能を使用する 

申請用総合ソフトで申請情報，補正情報などに漢字を入力する際は，ＪＩＳ第一水準，ＪＩＳ

第二水準及びＪＩＳ非漢字（ＪＩＳ Ｘ ０２０８）については，通常の入力方法で，ＪＩＳ第三

水準，ＪＩＳ第四水準，一部の非漢字，①～⑳及びローマ数字（以下，「第三水準・第四水準文

字」という。）については，「チェック」又は「完了」ボタンクリック時の自動置換機能で，入

力することができます。 

これら以外の文字については，「２－４ 漢字検索を行う」の方法を利用して入力することが

できます。「２－４ 漢字検索を行う」の方法を利用しないで入力した場合は，「チェック」又

は「完了」ボタンクリック時に編集エラーとなり，エラーの内容が表示されます。 

なお，第三水準・第四水準文字の自動置換機能は，登記・供託オンライン申請システムにログ

インしていなくても使用することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(1) 第三水準・第四水準文字を入力した状態で，「チ

ェック」ボタン又は「完了」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

(2) 「外字への置換」画面が表示されます。第三水

準・第四水準文字の入力箇所と入力値を確認し，

置換する場合は「はい」ボタンをクリックします。 

 

※ 「いいえ」ボタンをクリックすると，第三水

準・第四水準文字の置換をせずに入力内容のチ

ェック又は申請書作成の完了を中断します。 

その場合，第三水準・第四水準文字を入力し

た箇所が編集エラーとなります。 
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(3) 対象の文字を表す制御情報に置換されます。 

 

※ 「<外字><ファイル名>0U123456.bmp</

ファイル名><文字コード>0U123456</文字

コード></外字>」の形式の制御情報で表示され

ます。数値６桁の部分にはその文字に固有の文

字コードが設定されます。 

 

 

 

 

プレビュー表示をすることで，申請書の表示を

行います。第三水準・第四水準文字を置換した部

分に，文字のイメージが表示されていることを確

認します。 

 

表示された文字のイメージをクリックすると，

画像ファイルが表示されます。 
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文字を削除する場合には，置換された制御情報

（<外字><ファイル名>0U123456.bmp</ファ

イル名><文字コード>0U123456</文字コード>

</外字>）の部分を削除します。 

 

※ 文字を削除する場合以外には，画面上の制御

情報は変更・削除しないでください。 

 

※ 第三水準・第四水準文字の置換を行うと，対

象の文字のＢＭＰファイルは，自動的に添付フ

ァイルとして登録され，登記・供託オンライン

申請システムにより申請を行う際に，申請書と

併せて送信されます。 
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２－６ 申請書等の形式チェックを行う 

「申請書作成・編集」画面にて，送信前の任意の時点で，「申請書作成・編集」画面上部にあ

る「チェック」ボタンをクリックすることで，作成中の申請書等の形式チェックを行うことがで

きます。 

申請用総合ソフトの，チェック機能でチェックが行われるのは，必須入力の有無や入力文字数

などの，飽くまでも形式的なチェックであり，申請内容の論理的な誤りをチェックすることはで

きませんので，御注意ください（申請用総合ソフトで形式チェックに問題がない場合であっても，

申請内容の誤りにより，補正などが必要となる場合があります。）。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

申請書の内容を入力し，「チェッ

ク」ボタンをクリックします。 

 

 

(2) 入力形式に問題がない場合に

は，「チェック結果」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックし，「申請書作成・編集」画

面に戻ります。 
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入力形式に問題がある場合に

は，エラーのある項目名とエラー

の内容が「申請書作成・編集」画

面上部に表示され，エラーのある

項目の入力欄が黄色で表示されま

す。 

エラーの内容を確認し，該当す

る項目を修正します。 

 

 

エラーのある項目が６件以上あ

る場合には，申請書の先頭から５

件までのエラーのある項目名とエ

ラー内容が表示されますので，該

当する項目を修正します。 

再度，「チェック」ボタンをク

リックし，残りのエラーの内容を

確認後，該当する項目を修正しま

す。 
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申請用総合ソフトで申請情報，

補正情報などに漢字を入力する際

は，ＪＩＳ第一水準，ＪＩＳ第二

水準及びＪＩＳ非漢字（ＪＩＳ Ｘ 

０２０８）については，通常の入

力方法で，第三水準・第四水準文

字については，「チェック」又は

「完了」ボタンクリック時の自動

置換機能で，入力することができ

ます。 

これら以外の文字については，

漢字検索機能を利用して入力する

ことができます。漢字検索機能を

利用しないで入力した場合は，「チ

ェック」又は「完了」ボタンクリ

ック時に編集エラーとなり，エラ

ーの内容が表示されます。 

詳細については，「２－４ 漢

字検索を行う」及び，「２－５ 第

三水準・第四水準文字の自動置換

機能を使用する」を参照してくだ

さい。 

 

申請書の件名及び電子納付を行

う際に必要となる納付情報の入力

形式に問題がある場合には，「入力

チェックエラー」画面が表示され

ますので，「OK」ボタンをクリッ

クし，「申請書作成・編集」画面

に戻り，該当する項目を修正しま

す。 
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また，証明書交付請求書におい

て請求対象が一件もない場合に

は，右のメッセージ画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックし，「申請書作成・編集」画

面に戻り，会社・法人情報を追加

します。  

 

形式チェックにより，発生するエラー種別及び概要は次のとおりです。 

 

＜形式チェックエラー一覧＞ 

① 必須項目未設定です 入力必須の項目に何も入力されていません。項目

に値を入力してください。 

② 全角以外の文字が入力されています。【入力

値："○"(○文字)】 

全角文字のみ入力できる項目に，半角文字が入力

されています。全角文字で再入力してください。 

③ 半角数字ではありません 半角数字のみ入力できる項目に，半角数字以外の

文字が入力されています。半角数字で入力してくだ

さい。 

④ 半角以外の文字を含んでいます 半角文字のみ入力できる項目に，全角文字が入力

されています。半角文字で入力してください。 

⑤ 桁数オーバーです 入力できる文字数以上の文字／数字が入力されて

います。入力できる文字数以内で入力してください。 

⑥ 桁数不足です 入力された情報が，必要文字数に足りません。必

要文字数を入力してください。 

⑦ 最小値を満たしていません 入力された数値が，入力できる最小値に達してい

ません。入力できる範囲の数字を入力してください。 

⑧ 最大値を超えています 入力された数値が，入力できる最大値を超えてい

ます。入力できる範囲の数字を入力してください。 
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２－７ 申請書等のプレビューを表示・印刷する 

「申請書作成・編集」画面において，任意の時点で，「申請書作成・編集」画面上部にある「プ

レビュー表示」ボタンをクリックすることで，申請書等のプレビューをブラウザで表示すること

ができます。また，ブラウザの印刷機能を使用し，申請書等を印刷することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

申請書の内容を入力し，「プレビュ

ー表示」ボタンをクリックします。 

 

 

 

(2) 作成中の申請書等のプレビュー

がブラウザで表示されますので，

申請書等の内容を確認します。 
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(3) 必要に応じて，ブラウザの印刷

機能を使用し，申請書等を印刷す

ることができます。 

「ファイル」メニューの「印刷」

をクリックします。（「ファイル」

メニューが表示されていない場合

は，「Alt」キーを押してください。） 

 

 

(4) 「印刷」画面が表示されますの

で，プリンタの選択後，「印刷」

ボタンをクリックし，印刷します。 

 

 

なお，申請書等のプレビューにおいて，「項目名」欄の背景色が灰色で表示される場合があ

りますが，印刷する際には彩色されません。ブラウザの設定により，「項目名」欄の背景色も

灰色で印刷することができます。 

 

＜背景色印刷設定手順（「Internet Explorer」を使用する場合）＞ 

(1) 申請書等のプレビューをブラウ

ザで表示します。 

「ファイル」メニューの「印刷

プレビュー」をクリックします。

（「ファイル」メニューが表示さ

れていない場合は，「Alt」キーを

押してください。） 

 

 

 

  

  

 

 



80 

 

(2) 「印刷プレビュー」画面が表示

されますので，「ページ設定」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(3) 「ページ設定」画面が表示され

ますので，「背景の色とイメージ

を印刷する」をチェックし，「OK」

ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 「印刷プレビュー」画面に戻り

ますので，「印刷」ボタンをクリ

ックし，申請書等を印刷します。 
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２－８ 申請書等を一時保存する 

「申請書作成・編集」画面にて，任意の時点で，「申請書作成・編集」画面上部にある「一時

保存」ボタンをクリックすることで，作成中の申請書等を一時的に保存することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

申請書等の内容を入力し，「一時保

存」ボタンをクリックします。 

 

※ 保存を行う場合には，「件名」

を入力する必要があります。 

 

 

(2) 「一時保存結果」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(3) 作成中の申請書が保存され，「申

請書作成・編集」画面に戻ります。  
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２－９ 申請書等の作成を終了し，保存する 

「申請書作成・編集」画面において，入力形式に問題がない場合には，「申請書作成・編集」

画面上部にある「完了」ボタンをクリックすることで，申請書等の作成を完了し，保存すること

ができます。 

また，任意の時点で，「申請書作成・編集」画面上部にある「閉じる」ボタンをクリックする

ことで，申請書等の作成を中断することができます（中断した場合は，それまでの入力内容は保

存されませんので，御注意ください。）。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

２－９－１ 申請書等の作成を完了する 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

申請書等の内容を入力し，「完了」

ボタンをクリックします。 

 

 

(2) 申請書等の形式チェックが行わ

れます。 

入力形式に問題がある場合に

は，エラーの内容を確認し，該当

する項目を修正します。 

 

※ 申請書等の形式チェックの内

容については，「２－６ 申請

書等の形式チェックを行う」を

参照してください。 
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(3) 入力形式に問題がない場合に

は，「保存の確認」画面が表示さ

れます。 

「はい」ボタンをクリックする

と，申請書等の保存を行います。 

「いいえ」ボタンをクリックす

ると，申請書等の保存を行わずに

編集処理を終了します。 

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，申請書等の保存を行わ

ずに，「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

 

※ 初期状態又は一時保存した時

点の状態から申請書の内容に変

更がない場合には，「保存の確

認」画面は表示されません。 

 

 

※ お使いのパソコンの OS(オペ

レーティングシステム)によって

は，登記所で扱われる字形と異

なる字形で表示される文字があ

ります。これに該当する文字が

申請書等に入力されている場

合，「非互換文字確認」画面が

表示されます。 

赤色で表示されている字形で

申請等する場合には，「このま

ま申請する」ボタンをクリック

し，申請書等を保存します。黒

色で表示されている字形で申請

等したい場合には，「申請書を

再編集する」ボタンをクリック

すると「申請書作成・編集」画

面に戻りますので，漢字検索に  
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より文字を入力します。この検

索による入力については，「２

－４ 漢字検索を行う」を参照

してください。 

 

(4) 申請書等が保存されると，「保存

の完了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

「商業・法人」タグを選択し，

作成済み【未署名】の申請書等が

表示されていることを確認しま

す。 
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２－９－２ 申請書等の作成を中断する 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

申請書等の内容を入力し，「閉じ

る」ボタンをクリックします。 

 

 

(2) 「保存の確認」画面が表示され

ます。 

「はい」ボタンをクリックする

と，申請書等の保存を行います。 

「いいえ」ボタンをクリックす

ると，申請書等の保存を行わずに

編集処理を終了します。 

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，申請書等の保存を行わ

ずに，「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

 

※ 保存を行う場合には，「件名」

及び「納付情報」を入力する必

要があります。 

 

※ 初期状態又は一時保存した時

点の状態から申請書等の内容に

変更がない場合には，「保存の

確認」画面は表示されず，「処

理状況表示」画面に戻ります。 
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(3) 申請書等が保存されると，「保存

の完了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

「商業・法人」タグを選択し，

作成中の申請書等が表示されてい

ることを確認します。 

 

 

 

※必要に応じて，作成した申請書等を表示・印刷し，申請書等の内容を確認できます。申請書

等の表示・印刷方法については，「５－２ 作成した申請書等を表示・印刷する」を参照し

てください。 
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２－１０ 保存した申請書等を再編集（更新）する 

作成した申請書等の内容を更新することができます。 

ただし，更新することができるのは，登記・供託オンライン申請システムへ送信する前の申

請書等に限られ，既に登記・供託オンライン申請システムへ送信した申請書等については，更

新することはできません。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，更新する申請書

等を選択し，「編集」ボタンをクリ

ックします。 

 

※ 更新する対象となる申請書等

は，「処理状況」欄が「作成中」，

「作成済み【未署名】」又は「未

送信」の申請書等です。 

 

 

 

既に署名が付与されている申請

書等を選択した場合には，「署名

付与確認」画面が表示されます。 

申請書等を更新する場合には，

「了解」ボタンをクリックすると，

署名を外し，処理を継続します。

申請書等の作成完了後は，改めて

署名を付与してください。 

 

※ 署名の付与については，「２

－１３ 電子署名を付与する」

を参照してください。 
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(2) 「申請書作成・編集」画面が表

示されますので，必要に応じて内

容を変更します。 

 

 

(3) 申請書等の保存の際，選択した

申請書等に上書き保存されます。 
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２－１１ 保存した申請書等の再読込を行う 

「申請書作成・編集」画面にて，任意の時点で，「申請書作成・編集」画面上部にある「再

読込」ボタンをクリックすることで，作成中の申請書等を初期状態又は一時保存した時点の

状態に戻すことができます。また，外部ファイルの申請書等を読み込み，その結果を「申請

書作成・編集」画面に表示することができます。 

ただし，再読込を行うと，それまでに入力した内容は，全てクリアされますので，御注意

ください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

２－１１－１ 初期状態又は一時保存した時点の申請書等を読み込む 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

「再読込」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

(2) 「再読込確認」画面が表示され

ますので，再読込を行う場合には，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

※ ただし，再読込を行うと，そ

れまでに入力した内容は，全て

クリアされますので，御注意く

ださい。 

※ 初期状態及び一時保存した時

点の状態から申請書等の内容に

変更がない場合には，「再読込

確認」画面は表示されません。 

※ 「件名」及び「納付情報」は，

再読込機能の対象外です。 
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(3) それまでに入力した内容がクリ

アされ，初期状態又は一時保存し

た時点の状態の「申請書作成・編

集」画面が表示されます。 
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２－１１－２ 外部ファイルの申請書等を読み込む 

 

(1) 「申請書作成・編集」画面から，

「ファイル」メニューの「申請書

の読み込み」をクリックします。 

 

 

(2) 「申請書の読み込み」画面が表

示されますので，読み込みを行う

場合には，「OK」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 初期状態及び一時保存した時

点の状態から申請書等の内容に

変更がない場合には，「申請書

の読み込み」画面は表示されま

せん。 

 

※ 「件名」及び「納付情報」は，

初期化されます。 

 

 

(3) 「申請情報の選択」画面が表示

されますので，読み込む申請書デ

ータを選択し，「開く」ボタンを

クリックします。 
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(4) 読み込む申請書データのバージ

ョンが古い場合には，「様式の最新

化」画面が表示されます。 

「OK」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 様式の最新化では，旧様式の

申請書データを，最新の様式に

適用します。 

 

 

(5) それまでに入力した内容がクリ

アされ，読み込んだ申請書の内容

を反映した「申請書作成・編集」

画面が表示されます。 

 

 

(6) 保存済みの申請書を編集中に，

「申請書の読み込み」を実施した

場合には，保存済みの申請書とは

別に，新たに申請書等が作成され

ます。 

 

 

 



93 

 

 

 

２－１２ 申請書等に添付情報を添付する 

作成した申請書等に添付情報を添付することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「添付ファイル一覧」画面レイアウト 

 

 

 

  
⑭ 

    

    

⑩ ⑨ 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑦ 

⑪ ⑫ ⑬ 

⑧ 

⑥ 
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① 「公文書フォルダ追加」ボタン 

任意の公文書フォルダ内にある公文書を「添付ファイル一覧」欄に追加します。 

② 「ファイル追加」ボタン 

任意の添付書類を「添付ファイル一覧」欄に追加します。 

③ 「登記識別情報関係様式追加」ボタン 

商業・法人登記においては，使用しません。 

④ 「表示」ボタン 

選択したファイルの内容を表示します。 

⑤ 「削除」ボタン 

選択したファイルを「添付ファイル一覧」欄から削除します。 

⑥ 「信託事項追加」ボタン 

商業・法人登記においては，使用しません。 

⑦ 「添付ファイル一覧」欄 

対象の申請書等に添付するファイルの一覧を表示します。 

⑧ 「総ファイルサイズ」欄 

申請データの総ファイルサイズを表示します。 

⑨ 「保存」ボタン 

「添付ファイル一覧」欄のファイルを対象の申請書等に添付し，「添付ファイル一覧」画面を閉じま

す。 

⑩ 「中止」ボタン 

「添付ファイル一覧」画面を閉じます。 

⑪ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「保存」 

「⑨「保存」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「中止」 

「⑩「中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑫ 「編集」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「公文書フォルダ追加」 

「①「公文書フォルダ追加」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「ファイル追加」 

「②「ファイル追加」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「登記識別情報関係様式追加」 

商業・法人登記においては，使用しません。  

・ 「信託事項追加」 
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商業・法人登記においては，使用しません。  

・ 「削除」 

「⑤「削除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑬ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「表示」 

「④「表示」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑭ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，ファイルを添付

する申請書等を選択し，「ファイル

添付」ボタンをクリックします。 

 

※ 添付ファイルを添付する対象

となるのは，「処理状況」欄が「作

成中」，「作成済み【未署名】」及

び「未送信」の申請書等です。 

 

 

 

既に署名が付与されている申請

書等を選択した場合には，「署名付

与確認」画面が表示されます。 

添付ファイルを添付する場合に

は，「了解」ボタンをクリックする

と，署名を外し，処理を継続します。

添付ファイルの添付完了後は，改め

て署名を付与してください。 

 

※ 署名の付与については，「２

－１３ 電子署名を付与する」

を参照してください。 
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(2) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されますので，添付ファイルの

種別を選択します。 

 

 

 ① 官職署名がされている電子文

書の場合には，「公文書フォルダ

追加」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

「フォルダの参照」画面が表

示されますので，公文書フォル

ダを選択し，「OK」ボタンをク

リックします。 
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※ 公文書のフォルダ名と鑑文

書（XML ファイル）名が一致

しない場合には，添付するこ

とができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 同名のファイルを複数添付

することは，できません 

 

 

 

 

 

 

「添付ファイル一覧」画面に

戻りますので，「添付ファイル一 

覧」欄に選択した公文書が表

示されていることを確認しま

す。 
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② その他の添付ファイルの場合

には，「ファイル追加」ボタンを

クリックします。 

 

 

「添付ファイルの選択」画面

が表示されますので，添付する

ファイルを選択し，「開く」ボタ

ンをクリックします。 

 

※ 複数のファイルを添付する

ことができます。この場合に

は，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルを選択してく

ださい。 

 

※ 同名のファイルを複数添付

することは，できません。 
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(3) 添付ファイルを選択後，「表示」

ボタンをクリックし，添付ファイ

ルの内容を確認することができま

す。 

 

「添付ファイル一覧」画面に

戻りますので，「添付ファイル一

覧」欄に選択したファイルが表

示されていることを確認しま

す。 
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(4) 「添付ファイル一覧」欄から削

除する場合には，対象のファイル

を選択し，「削除」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを「添付ファ

イル一覧」欄から削除する場合

には，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルを選択してくだ

さい。 

 

 

 

(5) 「削除確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。「添付ファイル一覧」画面

に戻ります。 
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(6) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されます。申請書等に添付する

ファイルを確認後，「保存」ボタン

をクリックします。対象の申請書

等に添付ファイルを添付します。 

 

 

(7) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

対象の申請書等に選択した添付

ファイルが添付されていることを

確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

※ファイル名で使用できる文字には，制限があります。以下の文字は，使用できません。 

① ＪＩＳＸ０２０８－１９９７の第一水準，第二水準以外の文字 

② かぎ括弧内の半角記号 

「" # & ( ) = ^ ~ \ | ' : ; * + , < > / ?」 

③ かぎ括弧内の全角記号 

「－ ～ ∥ ― ￠ ￡ ￢」 

④ 半角スペース，全角スペース 

※添付ファイルを表示する場合には，各ファイルの拡張子に関連付けされたプログラムで表

示されます。 
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２－１３ 電子署名を付与する 

作成した申請書等に電子署名を付与することができます。電子署名を付与する際には，民

間認証局などから電子証明書を取得する必要があります。 

電子証明書の取得方法については，「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第３章 事前準備 

‐ ３．１ 環境設定」を参照してください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「署名対象申請一覧」画面レイアウト 

 

① 「IC カードで署名」ボタン 

IC カードで電子署名を付与します。 

 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑤ 

  

① 
  

② ③ 

④ 
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② 「ファイルで署名」ボタン 

PKCS#12 形式の電子証明書ファイルで電子署名を付与します。 

③ 「一覧から削除」ボタン 

選択した申請データを署名対象申請一覧から削除します。 

④ 「署名対象申請一覧」欄 

電子署名を付与する対象となる申請データの一覧を表示します。 

⑤ 「閉じる」ボタン 

「署名対象申請一覧」画面を閉じます。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「IC カードで署名」 

「①「IC カードで署名」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「ファイルで署名」 

「②「ファイルで署名」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「一覧から削除」 

「③「一覧から削除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 



104 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，電子署名を付与

する申請書等を選択し，「署名付

与」ボタンをクリックします。 

なお，複数の申請書等に署名を

付与する場合には，Ctrl キーを押

しながら，対象の申請書等を選択

してください。 

 

※ 電子署名を付与する対象とな

るのは，「処理状況」欄が「作成

済み【未署名】」及び「未送信」

であり，電子署名が必要な申請

書等です。 

 

 

既に署名が付与されている申

請書等を選択した場合には，「署

名の確認」画面が表示されます。 

「はい」ボタンをクリックす

ると，選択した全ての申請書等

を電子署名付与の対象としま

す。 

「いいえ」ボタンをクリック

すると，署名が付与されていな

い申請書等を電子署名付与の対

象とします。 

「キャンセル」ボタンをクリ

ックすると，「処理状況表示」

画面に戻ります。 
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(2) 「署名対象申請一覧」画面が表

示されますので，「署名対象申請一

覧」欄に選択した申請書等が表示

されていることを確認します。 

 

 

 

(3) 申請書等を「署名対象申請一覧」

欄から削除する場合には，対象の

申請書等を選択し，「一覧から削

除」ボタンをクリックします。 

なお，複数の申請書等を「署名

対象申請一覧」欄から削除する場

合には，Ctrl キーを押しながら，

対象の申請書等を選択してくださ

い。 

 

 

 

(4) 「署名対象の削除確認」画面が

表示されますので，「OK」ボタン

をクリックし，「署名対象申請一

覧」画面に戻ります。 

  

  

  



106 

 

(5) 電子署名を付与する申請書等の

確定後，署名の元となるメディア

を選択します。 

 

【IC カードに格納された電子証明

書の場合】 

「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。続いて，「IC カード

差し込み確認」画面が表示されま

すので，カードリーダへ IC カード

を差し込み，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

※ 使用する IC カードの登録及び

切り替えについては，「６－５－

４ IC カードの切替え」を参照

してください。 

 

 

 

【ファイル形式の電子証明書の場

合】 

「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。「電子証明書ファイ

ルの選択」画面が表示されますの

で，使用する電子証明書を選択し，

「開く」ボタンをクリックします。 
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(6)  IC カード又は電子証明書ファ

イルに対するパスワードを入力

し，「確定」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

(7)  署名の付与が完了すると，「署

名付与完了」画面が表示されます

ので，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(8) 「署名対象申請一覧」画面に戻

ります。対象の申請書等の「状態」

欄が「署名付与完了」であること

を確認し，「閉じる」ボタンをクリ

ックします。 
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(9) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。署名済みの申請書等は，「情報」

欄に「署」マークが表示されます。 

また，「未送信」の申請書等は，

「処理状況」欄にその旨が表示さ

れます。 
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２－１４ 申請書等を送信する 

作成した申請書等を送信します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「送信前申請一覧（連件・同順位設定）」画面レイアウト 

 

① 「送信前申請一覧」欄 

送信前の申請データの一覧を表示します。 

② 「送信対象」欄 

送信する申請データを設定します。 

③ 「順番」欄 

連件申請・同順位申請を設定します。  

 

  ⑧ ⑨ ⑦ ⑥     

  
② ③ ① ④ ⑤ ⑩ ⑪ 
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④ 「件名」欄 

申請書等の件名を表示します。 

⑤ 「様式名」欄 

申請書等の様式名を表示します。 

⑥ 「最終更新日時」欄 

最後に申請書等を更新した日時を表示します。 

⑦ 「状態」欄 

送信実行後，送信結果を表示します。 

⑧ 「すべて選択」ボタン 

「送信前申請一覧」欄の全ての申請データを申請対象とします。 

⑨ 「すべて解除」ボタン 

「送信前申請一覧」欄の全ての申請データを申請対象から外します。 

⑩ 「送信」ボタン 

申請対象の申請データを送信します。 

⑪ 「閉じる」ボタン 

「送信前申請一覧（連件・同順位設定）」画面を閉じます。 

 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，送信する申請書

等を選択し，「申請データ送信」

ボタンをクリックします。 

なお，複数の申請書等を送信す

る場合には，Ctrl キーを押しなが

ら，対象の申請書等を選択してく

ださい。 

 

※ 送信の対象となるのは，「処理

状況」欄が「未送信」の申請書

です。 
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※ 送信する際，添付すべきファ

イルが添付されていない場合，

添付情報の確認を促す旨のエラ

ーメッセージが表示される場合

があります。添付情報に問題が

なく，そのまま送信する場合は

「OK」ボタンをクリックしま

す。添付情報の再確認を行う場

合は，「キャンセル」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画面

に戻り，確認してください。 

   なお，公文書ファイルが添付

されていない場合には，本エラ

ーメッセージは表示されません

ので注意してください。 

 

(2) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面が表示されます。 

送信する申請書等の「送信対象」

欄をチェックします。 

 

※ 「送信前申請一覧」欄の全て

の申請書等を送信する場合に

は，「すべて選択」ボタンをクリ

ックすると，一括で「送信対象」

欄をチェックします。 

 

※ 一回の送信での最大申請件数

は 50 件です。 

 

 



112 

 

(3) 連件申請の場合には，「順番」欄

に送信順番を指定することで連件

申請を行うことができます。 

なお，連件を設定した申請書及

び連件を設定していない申請書を

共に送信対象とした場合には，連

件を設定した申請書が先に送信さ

れます。 

 

· 連件申請の場合 

 

 

· 連件申請を設定しない場合 

 

 

(4) 「送信」ボタンをクリックしま

す。 
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(5) 「送信確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。 

 

 

(6) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面に戻ります。 

対象の申請書等の「状態」欄が

「送信完了」であることを確認後，

「閉じる」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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２－１５ 申請書等を再利用する 

既に作成された申請書等を複写して，新たな申請書等として再利用することができます。 

なお，登記・供託オンライン申請システムに送信を行う前のものでも，既に送信を行った

ものでも再利用することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から再利用する申請書

等を選択し，「再利用」ボタンをク

リックします。 

 

 

(2) 再利用元の申請書を反映した

「申請書作成・編集」画面が表示

されますので，必要に応じて内容

を変更します。 
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(3) 申請書等の保存の際，再利用元

の申請書等とは別に，新たに申請

書等が作成されます。 

なお，再利用元の電子署名や文

字の画像ファイル以外の添付ファ

イルは複写されませんので，必要

に応じて添付ファイルの添付，電

子署名の付与を行います。 

 

※ 添付ファイルの添付方法につ

いては，「２－１２ 申請書等に

添付情報を添付する」を参照し

てください。 

 

※ 電子署名の付与については，

「２－１３ 電子署名を付与す

る」を参照してください。 
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２－１６ その他申請書等作成上の注意点など 

「申請書作成・編集」画面において，申請項目の入力を行う際に注意を要する点について，

次に示します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

２－１６－１ 手入力項目について 

申請項目の手入力を行う入力欄には，単一行の入力を行う入力欄と複数行の入力を

行うことができる入力欄の２種類があります。 

入力／編集画面において，単一行の入力を行う入力欄（単一行入力欄）については，

「改行」の入力を行うことができません。 

 

＜単一行入力欄の例＞ 

 

 

入力／編集画面において，複数の行が表示されており，入力欄右にスクロールバー

の表示がある欄（複数行入力欄）については，「改行」を使用し，複数行の入力を行

うことができます。 

 

＜複数行入力欄の例＞ 
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＜複数行入力欄の例＞ 
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２－１６－２ 自動複写項目について 

申請用総合ソフトでは，一つの項目の入力を行うと，同じ内容が入力される項目に

対して文字を複写するように，処理を行っている項目があります。 

 

＜自動複写の例＞ 
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申請書等において，同一の文字を編集することとなる項目については，一方の項目

の入力を行うと，もう一方の項目に入力した内容が編集されるように処理を行います。 

申請内容によっては，それぞれ別の内容を入力する場合がありますので，項目が複

写された後に，必要な修正を行ってください。 

 

＜自動複写を行う項目＞ 

· 交付請求書 

請求者の氏名 

請求先の登記所の登記所名 

請求先の登記所の登記所コード 

→ 

→ 

→ 

受取人情報の氏名 

請求事項欄の登記所名 

請求事項欄の登記所コード 

· 交付請求書（印鑑／登記事項証明書） 

請求者の氏名 → 
受取人情報の氏名 

委任状の代理人氏名 

受取人情報の住所 

請求先登記所欄の登記所名 

請求先登記所欄の登記所コード 

→ 

→ 

→ 

委任状の代理人住所 

請求事項欄の登記所名 

請求事項欄の登記所コード 

· 登記申請書 

申請人の代表者住所 

申請人の資格 

申請人の氏名 

上記代理人の住所 

上記代理人の氏名 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

委任状の委任者の代表者住所 

委任状の委任者の資格 

委任状の委任者の氏名 

委任状の代理人住所 

委任状の代理人氏名 

 

※ 交付請求書及び交付請求書（印鑑／登記事項証明書）において，請求者の氏名と

受取人情報の氏名にそれぞれ異なる内容を入力する場合には，自動複写後に，複写

先となっている入力内容を修正してください。ただし，再度請求者の氏名を修正し

た場合には，修正した請求者氏名の内容が受取人情報の氏名に上書きされます。請

求書等の作成終了後，請求書等の表示画面において，必ず入力・表示内容の確認を

行った上で，申請を行うようにしてください。 
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２－１６－３ 入力支援情報自動複写項目について 

申請用総合ソフトでは，「処理状況表示」画面の「ツール」メニューの「オプショ

ン‐入力支援情報」画面で設定した入力支援情報を，申請書等の新規作成時に複写す

るように，処理を行っている項目があります。 

 

＜入力支援情報自動複写の例＞ 

 

 

 

申請内容によっては，別の内容を入力する場合がありますので，項目が複写された

後に，必要な修正を行ってください。 
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＜入力支援情報複写を行う項目＞ 

· 「申請書作成・編集」画面 

納付情報 氏名または法人団

体名 

← 氏名欄の氏名（フリガナ） 

· 交付請求書 

請求者の氏名 ← 氏名欄の氏名 

受取人情報の郵便番号 

（全角数字） 

← 住所欄の郵便番号 

（半角数字） 

受取人情報の住所 ← 住所欄の住所 

· 印鑑/登記事項証明書交付請求書 

委任状の代理人 氏名 ← 氏名欄の氏名 

委任状の代理人 住所 ← 住所欄の住所 

 

※ 入力支援情報の設定方法については，「６－５－３ 入力支援情報の設定」を参照

してください。 
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３ 補正書を作成・送信する 

申請先の登記所から補正の連絡があった申請書等について，補正書を作成します。 

オンライン申請を行った申請書の補正の有無は，「処理状況表示」画面で確認します。補正がある場

合には，「処理状況」欄が「審査中（補正待ち）」となっています。 

なお，登記所から通知された補正の内容の確認方法については，「５－９ 補正のお知らせを表示す

る」を参照してください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，補正書を作成す

る対象の申請書を選択し，「補正」

ボタンをクリックします。 

補正の対象となるのは，「処理状

況」欄が「審査中（補正待ち）」の

申請書です。 

 

 

 

※ 送信から補正の間に，申請書

様式がバージョンアップし，補

正書を作成する申請書が旧バー

ジョンの申請書様式で作成され

ている場合には，「様式の最新

化」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックし，最

新バージョンの申請書様式で補

正書を作成します。 
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(2) 補正書作成用の「申請書作成・

編集」画面が表示されます。 

 

※ 件名には，「【補正】（補正対象

の申請書の件名）」があらかじめ

入力されています。 

 

※ 「補正の対象」欄は，補正対

象の申請書の受付情報が複写さ

れます。 

  

(3) 電子納付を行う際に必要となる

納付情報を，全角カナ文字２４文

字以内で入力します。 

 

※ あらかじめ申請用総合ソフト

に「入力支援情報」として登

録している場合は，登録内容

が自動で転記されます。 

 

※ 氏名または法人団体名で使用

できる文字については「２－

３－１ 申請書等に情報を入

力する」（１６ページ）を参照

してください。 

 

(6)に進みます。 

 

※ (4)～(5)は，平成 28 年 10 月

28 日以前に登記・供託オンラ

イン申請システムに到達した

申請書を補正する場合の説明

です。 
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(4) 「補正事項」を入力するため，「補

正事項表示」ボタンをクリックし

ます。 

 

※ 登録免許税の追加納付以外の

補正事項は，「補正事項」欄に入

力します。 

 

(5) 補正事項を入力するための「登

記申請書補助」画面が表示されま

すので，「補正事項」を入力後，「終

了」ボタンをクリックし，「申請書

作成・編集」画面に戻ります。 

 

※ 補正事項の入力例があらかじ

め入力されていますので，必要

に応じて修正してください。 

  

(6) 補正後申請（嘱託）内容に申請

時の内容（既に補正している場合

は補正時の内容）が転記されます

ので，補正が必要な項目のみ，内

容の修正をします。 

 

※ 補正の必要のない項目につい

ては，編集を行わないでくださ

い。 
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(7) 補正事項が登録免許税の納付不

足の場合には，「登録免許税の追加

納付」に関する情報を入力します。 

例 ： 金 １ 万 円 の 場 合 に は ，

「10000」と半角で入力します。 

 

※ 「今回納付する額」は，自動

的に計算されます。 

 

※ 補正後の登録免許税額が既納

付額より少なくなる場合は既納

付額は空欄のままとし，未納付

の場合（既納付額がゼロの場合）

は，既納付額にゼロを入力して

ください。 

 

 

 

(8) 「補正年月日」に補正書作成日

が入力されています。必要に応じ

て修正してください。 

カレンダー機能を利用し，設定

することもできます。 

 

※ カレンダー機能については，

「２－３－１０ カレンダー機

能を使用する」を参照してくだ

さい。 

 

(10)に進みます。 

 

※ (9)は，平成 28 年 10 月 28

日以前に登記・供託オンライン

申請システムに到達した申請書

を補正する場合の説明です。 
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(9) 「補正人」欄及び「代理人」欄

には，補正対象の申請書の申請人

情報及び代理人情報が複写されま

す。必要に応じて修正してくださ

い。 

 

 

(10) 補正書の形式チェックを行っ

た後，補正書の作成を完了します。 

 

※ 補正書の形式チェックについ

ては，「２－６ 申請書等の形式

チェックを行う」を参照してく

ださい。 

 

 

 

※ 補正書の作成の完了方法につ

いては，「２－９ 申請書等の作

成を終了し，保存する」を参照

してください。 
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(11) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

作成済み【未署名】の補正書

が表示されていることを確認し

ます。 

また，「受付番号」及び「添付

ファイル一覧」が補正対象の申

請書と同一であることを確認し

ます。 

 

 

(12) 添付情報を追加する場合に

は，作成した補正書に添付ファ

イルを添付します。 

補正元の申請に添付したファ

イルは，これに補正がない限り，

再度送信します。 

 

※ 添付ファイルの添付方法に

ついては，「２－１２ 申請書

等に添付情報を添付する」を

参照してください。 

 

 

(13) 作成した補正書に電子署名を

付与します。 

 

※  電子署名の付与について

は，「２－１３ 電子署名を

付与する」を参照してくださ

い。 
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(14) 作成した補正書を送信しま

す。 

 

※ 補正書の送信方法について

は，「２－１４ 申請書等を

送信する」を参照してくださ

い。 

 

※ 補正書には，連件の設定が

できませんので，御注意くだ

さい。 

 

 

(15) 送信した補正書の「処理状況」

欄が「到達待ち」であることを

確認します。 
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４ 取下書を作成・送信する 

オンライン申請を行った申請書について，取下書を作成します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況表

示」画面から，取下書を作成する対

象の申請書を選択し，「取下」ボタ

ンをクリックします。 

取下の対象となるのは，「処理状

況」欄が「受付完了」となってから

事件完了するまでの登記申請書及

び登記嘱託書です。 

  

また，申請書を新規作成する際

に，使用する申請書様式に「取下書

（登記申請書共通）」又は「取下書

（登記嘱託書共通）」を選択するこ

とでも，取下書を作成することがで

きます。 

 

※ 申請書の新規作成については，

「２－２ 申請書等を新規作成

する」を参照してください。 
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(2) 取下書作成用の「申請書作成・編

集」画面が表示されますので，必要

事項を入力します。 

 

※ 「取下の対象」欄は，「取下申

請種別」を除き，取下対象の申請

書の受付情報が複写されます。 

 

 

 

 

(3) 作成する取下書の件名を入力し

ます。 

 

 

 

(4) 取下申請種別をプルダウンメニ

ューから選択します。 

次の種別から選択することがで

きます。 

・「登記申請（嘱託）書（会社用）：

株式会社，特例有限会社，合名

会社，合資会社，合同会社，外

国会社」 

・「登記申請（嘱託）書（会社用）

（支店の登記同時申請用）」 

・「登記申請（嘱託）書（会社以

外の法人，特定目的会社等用）」 

・「登記申請（嘱託）書（法人従
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たる事務所等の登記同時申請

用）」 

・「登記申請（嘱託）書（個人商

人用）：商号，支配人，未成年，

後見人」 

 

(5) 「取下げの事由等」を全角文字で

入力します。 

 

 

 

(6) 「年月日」欄に取下書作成日が入

力されています。必要に応じて修正

してください。 

カレンダー機能を利用し，設定す

ることもできます。 

カレンダー機能については，「２

－３－１０ カレンダー機能を使

用する」を参照してください。 
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(7) 「取下人」欄及び「上記代理人」

欄には，取下対象の申請書の申請人

情報及び代理人情報が複写されま

す。必要に応じて修正してくださ

い。 

 

 

 

 

(8) 申請先登記所を入力します。 

登記所の入力方法については，   

「２－３－７ 登記所設定機能を

使用する」を参照してください。 

 

 

(9) 代理人による取下げの場合には，

委任状を作成することができます。 

委任状の作成方法については，

「２－３－１２ 委任状を作成す

る」を参照してください。 
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(10) 取下書の形式チェックを行っ

た後，取下書の作成を完了しま

す。 

 

※ 取下書の形式チェックにつ

いては，「２－６ 申請書等の

形式チェックを行う」を参照

してください。 

 

※ 取下書の作成の完了方法に

ついては，「２－９ 申請書等

の作成を終了し，保存する」

を参照してください。 

 

 

 

(11) 「処理状況表示」画面に戻りま  

す。 

作成済み【未署名】の取下書

が表示されていることを確認し

ます。 

 

 

 

(12) 必要に応じて，作成した取下書

に添付ファイルを添付します。 

 

※ 添付ファイルの添付方法に

ついては，「２－１２ 申請書

等に添付情報を添付する」を

参照してください。  
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(13) 作成した取下書に電子署名を

付与します。 

 

※  電子署名の付与について

は，「２－１３ 電子署名を

付与する」を参照してくださ

い。 

 

 

(14) 作成した取下書を送信します。 

 

※ 取下書の送信方法について

は，「２－１４ 申請書等を

送信する」を参照してくださ

い。 

 

※ 取下書は，連件の設定がで

きませんので，御注意くださ

い。 

 

 

(15) 送信した取下書の「処理状況」

欄が「到達待ち」であることを確

認します。 
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５ 処理状況確認等 

申請書等の作成状況や登記・供託オンライン申請システムに送信した手続の処理状況の確認，処理状

況に応じた処理（到達通知の表示，受付のお知らせの表示，納付情報の表示，補正のお知らせの表示又

は登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示）を行います。 

なお，かんたん証明書請求で申請した手続については，申請用総合ソフトでは確認することはできま

せんので御注意ください。 

処理状況は次のように遷移します。 

 

＜登記申請（嘱託）書の処理状況の遷移＞ 

 
  

作成中

未送信

到達待ち

到達・受付待ち

送信エラー（ウイルス）
送信エラー（容量）

その他エラー

受付完了

審査中

手続終了

意思確認中 中止／却下

取下中

取下完了

審査中（補正待ち）

作成済み【未署名】

審査中（補正中）

審査中（補正済み）

申請書等を送信する

電子署名を付与する

申請書等の作成を完了する

送信に失敗した場合

※１

連件申請エラーの場合

申請書等の形式に

不備がある場合 ※２

（到達通知取得）

（受付のお知らせ取得）

（納付情報取得）
申請に補正がある場合
（補正のお知らせ取得）

補正書を
作成・送信する

（補正完了通知取得）

納付を行う 一部取下げの場合
全部取下げの場合
（取下完了通知）

※１ 到達待ち以降，最新状況を取得することで，処理状況が更新する

取下書を
送信した場合 ※３

※２ 到達待ち以降，中止／却下となる場合がある

※３ 受付完了以降，取下書を送信した場合には，取下中となる
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＜登記申請（嘱託）書の処理状況一覧＞ 

作成中 申請書等を作成中の状態 

作成済み【未署名】 申請書等の作成が完了した（入力チェックエラー無）状態 

未送信 申請書等を送信することが可能な状態 

送信エラー（ウィルス） ウィルスが原因による送信エラーの状態 

送信エラー（容量） 申請書等の容量オーバーが原因による送信エラーの状態 

その他エラー 上記の送信エラーの原因以外に発生した送信エラーの状態 

到達待ち 申請書等が登記・供託オンライン申請システムで受信された状態 

意思確認中 連件申請において一部の申請書にエラーがあった場合に他の申請書のみ申請

を続けるか確認中の状態 

到達・受付待ち 申請書等が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付を待っている状

態 

受付完了 申請書等が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付がされ審査を待

っている状態 

審査中 審査が開始され，署名・事件完了指示がされるまでの状態 

審査中（補正待ち） 補正指示がされ，申請人からの補正書の送信を待っている状態 

審査中（補正中） 補正書が登記・供託オンライン申請システムに到達した状態 

審査中（補正済み） 補正が完了した状態 

手続終了 申請手続が全て完了した状態 

取下中 取下書の審査が開始された状態 

取下完了 取下書の審査が完了した状態 

中止／却下 申請が中止／却下された状態 
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＜交付請求書の処理状況の遷移＞ 

 

 

＜交付請求書の処理状況一覧＞ 

作成中 請求書を作成中の状態 

作成済み【未署名】 請求書の作成が完了した（入力チェックエラー無）状態 

未送信 請求書を送信することが可能な状態 

送信エラー（ウィルス） ウィルスが原因による送信エラーの状態 

送信エラー（容量） 請求書の容量オーバーが原因による送信エラーの状態 

その他エラー 上記の送信エラーの原因以外に発生した送信エラーの状態 

到達待ち 請求書が登記・供託オンライン申請システムで受信された状態 

到達・受付待ち 請求書が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付を待っている状態 

受付完了 請求書が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付がされ審査を待っ

ている状態 

処理中 証明書請求の受付が終わり，手続を進めている状態 

手続終了 申請手続が全て完了した状態 

中止／却下 申請が中止／却下された状態 

  

作成中

未送信

到達待ち

作成済み【未署名】

到達・受付待ち

受付完了

処理中

手続終了

送信エラー（ウイルス）

送信エラー（容量）

その他エラー

中止／却下

請求書の作成を完了する

印鑑証明書以外の

交付請求の場合

印鑑証明書の

交付請求の場合

電子署名を付与する

請求書を送信する

※１

（到達通知取得）

請求書の形式に

不満がある場合 ※２

（お知らせ取得）

（納付情報取得）

納付を行う

送信に失敗した場合

※１ 到達待ち以降，最新状況を取得することで，処理状況が更新する

※２ 到達待ち以降，中止／却下となる場合がある
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「処理状況表示」画面レイアウト 

 

① 「ツールバー」 

別途，「ツールバー」レイアウトを参照してください。 

② 「件名検索」欄 

申請データの検索を行います。別途，「件名検索」欄レイアウトを参照してください。 

③ 「手続」タブ 

表示する申請データの種類（業務区分）を選択します。 

④ 「基本情報」欄 

申請書等や申請した手続の基本情報を表示します。別途，「基本情報」欄レイアウトを参照してください。 

⑤ 「関連情報」欄 

申請書等や申請した手続の関連情報を表示します。別途，「関連情報」欄レイアウトを参照してください。 

⑥ 「メニューバー」 

別途，「メニューバー」レイアウトを参照してください。 
   

① 

③ 

⑥ ② 

④ 

⑤ 
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①「ツールバー」レイアウト 

 

(ア) 「申請書作成」ボタン 

新たに申請書等を作成します。 

「２―２ 申請書等を新規作成する」を参照してください。 

(イ) 「編集」ボタン 

作成した申請書等の内容を更新します。 

「２－１０ 保存した申請書等を再編集（更新）する」を参照してください 

(ウ) 「再利用」ボタン 

作成した申請書等を複写して，新たな申請書等として再利用します。 

「２―１５ 申請書等を再利用する」を参照してください。 

(エ) 「補正」ボタン 

申請先の登記所から補正の連絡があった申請書について，補正書を作成します。 

「３ 補正書を作成・送信する」を参照してください。 

(オ) 「取下」ボタン 

送信した申請書について，取下書を作成します。 

「４ 取下書を作成・送信する」を参照してください。 

(カ) 「登記識別情報関係様式」ボタン 

商業・法人登記においては，使用しません。 

(キ) 「信託事項作成」ボタン 

商業・法人登記においては，使用しません。 

(ク) 「ファイル添付」ボタン 

作成した申請書等に添付書類を添付します。 

「２―１２ 申請書等に添付情報を添付する」を参照してください。 

(ケ) 「取込」ボタン 

申請用総合ソフトを複数人で共同利用する場合において使用します。 

「申請者操作手引書（導入編）」の「3.5.2 同一のデータフォルダの参照による方法」を参照してくだ

さい。 

(コ) 「署名付与」ボタン 

作成した申請書等に電子署名を付与します。 

「２―１３ 電子署名を付与する」を参照してください。 

(サ) 「申請データ送信」ボタン 

作成した申請データを送信します。 

「２―１４ 申請書等を送信する」を参照してください。 

（ア） （オ） （イ） （ウ） （エ） （カ） （キ） （ク） （ケ） （コ） （サ） （シ） 
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(シ) 「更新」ボタン 

申請した手続の最新状況を取得します。 

「５―５ 最新状況を取得する」を参照してください。 
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②「件名検索」欄レイアウト 

 

 

(ア) 「件名」欄 

申請書等の検索条件とする件名を入力します。 

(イ) 「検索」ボタン 

「処理状況表示」画面に検索条件に一致する申請書等の一覧を表示します。 

(ウ) 「クリア」ボタン 

検索結果を初期状態に戻します。 

(エ) 「詳細検索」ボタン 

「詳細検索」画面を表示します。 

「５－１－２ 検索条件を指定して検索する」を参照してください。 

 

※申請書等の検索については，「５―１ 作成した申請書等を検索する」を参照してください。 

 

  

（ア） （イ） （ウ） （エ） 
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③ 「基本情報」欄レイアウト 

 

(ア) 「情報」欄 

申請書等への添付ファイルの添付状況，署名付与状況をアイコンで表示します。 

(イ) 「処理状況」欄 

申請データの処理状況を表示します。 

(ウ) 「納付状況」欄 

申請した手続の納付状況を表示します。 

(エ) 「件名」欄 

申請書等の件名を表示します。 

(オ) 「最終更新日時」欄 

申請データの最終更新日時を表示します。 

(カ) 「申請者 ID」欄 

申請書の申請を行った申請者 ID を表示します。 

(キ) 「到達」ボタン 

申請した手続の到達通知を取得し，表示します。 

「５－６ 到達通知を表示する」を参照してください。 

(ク) 「受付確認」ボタン 

申請した手続の受付のお知らせを取得し，表示します。 

「５―７ 受付のお知らせを表示する」を参照してください。 

(ケ) 「補正」ボタン 

申請した手続の補正のお知らせを取得し，表示します。 

「５―９ 補正のお知らせを表示する」を参照してください。 

(コ) 「お知らせ」ボタン 

申請した手続のお知らせを取得し，表示します。 

「５―１０ 登記・供託オンライン申請システムからのお知らせを表示する」を参照してください。 

(サ) 「公文書」ボタン 

申請した手続により発行された公文書を取得し，表示します。 

商業・法人登記においては使用しません。 

 

 

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク） （ケ） （コ） （サ） （シ） 



143 

 

(シ) 「納付」ボタン 

申請した手続の納付情報を表示します。 

「５―８ 納付情報を表示する」を参照してください。 
   

④ 「関連情報」欄レイアウト 

 

(ア) 「受付情報」欄 

申請データの受付完了時の情報を表示します。 

(イ) 「到達日時」欄 

申請データの到達日時を表示します。 

(ウ) 「到達日時並び替え」 

申請データ一覧を到達日時順に並び替えます。 

(エ) 「申請番号」欄 

申請データの送信時に発番される申請番号を表示します。 

(オ) 「申請番号並び替え」 

申請データ一覧を申請番号順に並び替えます。 

(カ) 「納付番号」欄 

登録された納付情報の納付番号を表示します。 

(キ) 「添付ファイル一覧」欄 

申請書等に添付されている添付ファイルの一覧を表示します。 

(ク) 「取得公文書一覧」欄 

申請した手続により取得した公文書一覧を表示します。 

（カ） （エ） （イ） （キ） 

（ウ） （ア） （ク） （オ） 
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⑤ 「メニューバー」レイアウト 

 

(ア) 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請書作成」 

「①「ツールバー」－（ア）「申請書作成」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「データの取り込み」 

申請データを取り込みます。 

「６－２－２ データの取り込み」を参照してください。 

・ 「データの書き出し」 

申請データを書き出します。 

「６－２－１ データの書き出し」を参照してください。 

・ 「最近申請した様式」 

最近使用した申請書様式を選択し，申請書等を新規作成します。 

・ 「終了」 

申請用総合ソフトを終了します。 

(イ) 「表示」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

（ア） （ウ） （イ） 

（エ） （オ） 
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・ 「並び替え」 

「処理状況表示」画面に表示された申請データを並び替えます。 

「５－１－１ 申請データを並び替える」を参照してください。 

・ 「申請書」 

作成した申請書等の内容を表示します。 

「５－２―１ 申請書等を表示・印刷する」を参照してください。 

・ 「署名リスト」 

作成した申請書等に付与されている署名情報の内容を表示します。 

「５－４ 署名情報を表示する」を参照してください。 

・ 「添付ファイル」 

作成した申請書等に添付されている添付情報の内容を表示します。 

「５－３ 添付情報を表示する」を参照してください。 

・ 「到達通知」 

到達通知を取得し，表示します。 

「５－６ 到達通知を表示する」を参照してください。 

・ 「受付のお知らせ」 

受付のお知らせを取得し，表示します。 

「５－７ 受付のお知らせを表示する」を参照してください。 

・ 「補正のお知らせ」 

補正のお知らせを取得し，表示します。 

「５－９ 補正のお知らせを表示する」を参照してください。 

・ 「お知らせ」 

登記・供託オンライン申請システムからのお知らせを取得し，表示します。 

「５－１０ 登記・供託オンライン申請システムからのお知らせを表示する」を参照してください。 

・ 「公文書」 

商業・法人登記においては，使用しません。 

・ 「納付情報」 

納付情報を取得し，表示します。 

「５－８ 納付情報を表示する」を参照してください。 

(ウ) 「ツール」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「詳細検索」 

作成した申請書等を検索します。 

「５－１―２ 検索条件を指定して検索する」を参照してください。 

・ 「登記識別情報関係様式」 

商業・法人登記においては，使用しません。 
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・ 「信託事項作成」 

商業・法人登記においては，使用しません。 

・ 「取込」 

「①「ツールバー」－（ケ）「取込」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「更新」 

「①「ツールバー」－（シ）「更新」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「電子公文書の検証」 

指定された公文書フォルダの電子公文書の有効性を検証します。 

・ 「バックアップ」 

申請用総合ソフトの申請データや設定などをまとめてバックアップファイルに書き出します。 

「６－４－１ バックアップファイルの作成」を参照してください。 

・ 「復元」 

バックアップファイルを申請用総合ソフトに取り込み，バックアップ時点の状態に復元します。 

「６－４－２ バックアップファイルの復元」を参照してください。 

・ 「ごみ箱」 

削除した申請書データの一覧を表示します。 

「６－１ ごみ箱機能」を参照してください。 

・ 「オプション」 

申請用総合ソフトの環境設定を行います。 

「６－５ 環境設定」を参照してください。 

(エ) 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請書作成」 

「①「ツールバー」－（ア）「申請書作成」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「編集」 

「①「ツールバー」－（イ）「編集」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「再利用」 

「①「ツールバー」－（ウ）「再利用」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「補正」 

「①「ツールバー」－（エ）「補正」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「取下」 

「①「ツールバー」－（オ）「取下」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「ファイル添付」 

「①「ツールバー」－（ク）「ファイル添付」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「署名付与」 

「①「ツールバー」－（コ）「署名付与」ボタン」と同様の処理を行います。 
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・ 「申請データ送信」 

「①「ツールバー」－（サ）「申請データ送信」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「登録免許税納付用紙の印刷（不動産）」 

商業・法人登記においては，使用しません。 

・ 「書面により提出した添付情報の内訳表の印刷（不動産）」 

商業・法人登記においては，使用しません。 

・ 「登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表の印刷（不動産）」 

商業・法人登記においては，使用しません。 

・ 「登録免許税納付用紙の印刷（商業・法人）」 

登録免許税納付用紙を印刷します。 

「５－２―２ 登録免許税納付用紙を印刷する」を参照してください。 

・ 「書面により提出した添付情報の内訳表の印刷（商業・法人）」 

書面により提出した添付情報の内訳表を印刷します。 

「５－２―３ 書面により提出した添付情報の内訳表を印刷する」を参照してください。 

・ 「登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表の印刷（商業・法人）」 

登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表を印刷します。 

・ 「申請データ削除」 

申請データを削除します。 

「６－１－１ 申請書様式の削除」を参照してください。 

(オ) 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

・ 「重要なお知らせ」 

申請用総合ソフト及び登記・供託オンライン申請システムに関する重要なお知らせを表示します。 

「６－７－１ 重要なお知らせを表示する」を参照してください。 

・ 「お問い合わせ先」 

申請用総合ソフトの操作に関するお問い合わせ先の情報を表示します。 

「６－７－２ お問い合わせ先を表示する」を参照してください。 

・ 「ガイド」 

オンライン申請を行う手順について簡単に記載したガイドを表示します。 

「６－８－１ ガイドを参照する」を参照してください。 

・ 「申請者情報変更」 

申請者情報の変更を行う際の手順を表示します。 

「６－１０－１ 申請者情報を変更する」を参照してください。 

・ 「申請者 ID のパスワードの更新」 



148 

 

申請者 ID のパスワードの更新を行う際の手順を表示します。 

「６－１０－２ 申請者 ID のパスワードを更新する」を参照してください。 

・ 「申請者 ID のパスワードをお忘れの場合」 

申請者 ID のパスワードをお忘れの場合，パスワードの問い合わせを行う際の手順を表示します。 

「６－１０－３ 申請者 ID のパスワードを問い合わせる」を参照してください。 

・ 「更新の確認」 

申請用総合ソフトを最新の状態にします。 

「６－６ バージョンアップ」を参照してください。 

・ 「操作中一覧」 

申請用総合ソフトを複数人で共同利用する場合において使用します。 

「６－９－１ 操作中一覧を表示する」を参照してください。 

・ 「バージョン情報」 

申請用総合ソフトのバージョン情報を表示します。 

「６－７－３ バージョン情報を表示する」を参照してください。 
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５－１ 作成した申請書等を検索する 

作成した申請書等を検索します。検索方法には，「処理状況表示」画面に表示される申請デー

タを並び替える方法と，検索条件を指定して対象の申請データを表示させる方法があります。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

５－１－１ 申請データを並び替える 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から「商業・法人」タ

グを選択し，作成した申請書等の

一覧を表示します。 

 

 

(2) 「表示」メニューの「並び替え」

から，並び替えを行う一覧の見出

しをクリックします。 

「最終更新日時」，「処理状況」，

「納付状況」，「件名」，「申請者 ID」，

「到達日時」又は「申請番号」を

選択することができます。 

「最終更新日時」又は「到達日

時」を選択した場合には，日付順

に，「申請番号」を選択した場合に

は，数字順に，それ以外を選択し

た場合には，五十音順で昇順に並

び替えます。 

なお，同じ条件を続けてクリッ

クした場合には，降順に並び替え

ます。 
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※ 初期状態では，最終更新日時

順で昇順に並んでいます。 

 

 

「関連情報」欄の「到達日時」

欄の並び替えのボタンをクリック

することで，「到達日時」を条件と

して昇順又は降順に並び替えるこ

とができます。 

 

 

「関連情報」欄の「申請番号」

欄の並び替えのボタンをクリック

することで，「申請番号」を条件と

して昇順又は降順に並び替えする

ことができます。 
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５－１－２ 検索条件を指定して検索する 

 

「詳細検索」画面レイアウト 

 

① 「件名指定」欄 

申請データの検索条件とする件名を入力します。 

② 「期間指定」欄 

申請データの検索条件とする最終更新年月日及び到達年月日の期間を入力します。 

③ 「受付年月日/受付番号/申請番号/納付番号指定」欄 

申請データの検索条件とする申請書情報を入力します。 

④ 「受付登記所指定」欄 

申請データの検索条件とする受付登記所を入力します。 

⑤ 「処理状況指定」欄 

申請データの検索条件とする処理状況を入力します。  

⑥ 「納付状況指定」欄 

申請データの検索条件とする納付状況を入力します。 

⑦ 「検索」ボタン 

① ② ③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 
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「処理状況表示」画面に検索条件に一致する申請データの一覧を表示します。 

⑧ 「消去」ボタン 

申請データの検索条件を初期状態に戻します。  

⑨ 「閉じる」ボタン 

「詳細検索」画面を閉じます。 

⑩ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑨「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑪ 「編集」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑫ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「検索」 

「⑦「検索」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「消去」 

「⑧「消去」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑬ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します 
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(1) 申請用総合ソフトの「処理状況表

示」画面から，「商業・法人」タグ

を選択し，「詳細検索」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

(2) 「詳細検索」画面が表示されます

ので，検索条件を設定します。 

「件名」，「最終更新年月日」，「到

達年月日」，「受付年月日」，「受付番

号」，「申請番号」，「納付番号」，「受

付登記所」，「処理状況」及び「納付

状況」を条件に設定することができ

ます。 

 

※ 「件名」，「受付番号」，「申請番

号」及び「納付番号」については，

部分一致で検索されます。 

 

※ 入力した条件は，「消去」ボタ

ンをクリックすることで，全ての

条件を初期状態に戻すことがで

きます。 
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(3) 「最終更新年月日」又は「到達年

月日」を条件に設定する場合には，

該当する項目をチェックします。 

「▼」をクリックすると，「カレ

ンダー」画面が表示されますので，

日付をクリックすることで設定す

ることができます。また，日付を直

接入力することもできます。 

 

 

(4) 「受付登記所」を条件に設定する

場合には，一覧から受付登記所を選

択するか又は受付登記所を直接入

力することができます。 

該当する項目をクリックします。 
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(5) 一覧から受付登記所を入力する

場合には，「法務局」欄の「▼」を

クリックし，受付登記所が属する法

務局及び地方法務局を選択します。 

 

 

(6) 「登記所」欄で受付登記所の選択

ができますので，「登記所」欄の「▼」

をクリックし，受付登記所を選択し

ます。 
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(7) 受付登記所を直接入力する場合

には，「登記所名を自分で入力す

る。」のラジオボタンをチェックす

ると，「登記所名」欄が入力可能と

なりますので，登記所名を入力しま

す。 

 

※ 受付登記所を直接入力した場

合には，「登記所名」については，

前方一致で検索されます。 

 

 

(8) 「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

(9) 「処理状況表示」画面に戻ります

ので，表示された検索結果を確認し

ます。 
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※ 件名のみを検索条件に設定す

る場合には，「処理状況表示」画

面の「件名検索」欄に件名を入力

後，「検索」ボタンをクリックし，

検索することができます。 

 

※ 検索結果は，「クリア」ボタン

をクリックすることで，初期状態

に戻すことができます。 
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５－２ 作成した申請書等を表示・印刷する 

作成した申請書等を表示及び印刷します。また，申請用総合ソフトでは，作成した申請書につ

いて，登録免許税・登記手数料納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表を印刷するこ

とができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

５－２－１ 申請書等を表示・印刷する 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，表示及び印刷を

する申請書を選択し，「表示」メニ

ューの「申請書」をクリックしま

す。 

 

 

 

(2) 申請データがブラウザで表示さ

れます。 
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(3) ブラウザの印刷機能を使用し，

申請書を印刷します。 

 

※  背景色の印刷方法について

は，「２－７ 申請書等のプレビ

ューを表示・印刷する」を参照

してください。 
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５－２－２ 登録免許税・登記手数料納付用紙を印刷する 

オンライン申請において登録免許税等を領収証書又は収入印紙により納付する際に，

添付書類を登記所へ持参又は送付する場合には，本機能を利用して登録免許税・登記手

数料納付用紙を印刷します。 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，登録免許税納付

用紙を印刷する申請書を選択し，

「アクション」メニューの「登録

免許税納付用紙の印刷（商業・法

人）」をクリックします。 

印刷プレビューがブラウザで表

示されますので，ブラウザの印刷

機能を使用して，登録免許税納付

用紙を印刷してください。 
 

(2) 申請情報を転記した登録免許

税・登記手数料納付用紙が印刷さ

れます。 

転記される項目は，申請人の「本

店（事務所）」，「商号（名称）」及

び「資格・氏名」，代理人の「住所」

及び「氏名又は名称」，「受付年月

日及び受付番号」及び「納付金額」

です。 

任意の時点で印刷することがで

きますので，印刷された印紙等貼

付用紙に必要な情報を追記して使

用します。 
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５－２－３ 書面により提出した添付情報の内訳表を印刷する 

オンライン申請により登記の申請をした場合において，添付書類を登記所へ送付する

ときは，本機能を利用して書面により提出した添付情報の内訳表を印刷します。 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」から，書面により提出した

添付情報の内訳表を印刷する申請

書を選択し，「アクション」メニュ

ーの「書面により提出した添付情

報の内訳表の印刷（商業・法人）」

をクリックします。 

印刷プレビューがブラウザで表

示されますので，ブラウザの印刷

機能を使用して，書面により提出

した添付情報の内訳表を印刷して

ください。 

 

 

(2) 申請情報を転記した書面により

提出した添付情報の内訳表が印刷

されます。 

転記される項目は，「会社法人等

番号」，「商号（名称）」，「本店（事

務所）」，「（支店 (従たる事務所)）」，

「申請人等資格」，「申請人等氏

名」，「代理人住所」，「代理人氏名」，

「申請番号」及び「受付年月日及

び受付番号」，「添付書面の内容」

です。 

任意の時点で印刷することがで

きますので，印刷された書面によ

り提出した添付情報の内訳表に必

要な情報を追記して使用します。 
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５－３ 添付情報を表示する 

作成した申請書等に添付されている添付情報の内容を表示します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，添付ファイルを

表示する申請書様式を選択し，「添

付ファイル一覧」欄から，内容を

表示したい添付ファイルを選択し

ます。 

 

 

 

(2) 「表示」メニューの「添付ファ

イル」をクリック（又は対象の添

付ファイルをダブルクリック）す

ると，添付ファイルの内容が表示

され，確認することができます。 

 

 

 

※添付ファイルを表示する場合には，ファイルの拡張子に関連付けされたプログラムで表示

されます。 
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５－４ 署名情報を表示する 

作成した申請書等に付与されている署名情報の内容を表示します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「署名・証明書一覧表示」画面レイアウト 

 

① 「署名・証明書一覧」欄 

対象の申請書等に付与されている署名・証明書の一覧を表示します。 

② 「詳細表示」ボタン 

対象の署名・証明書の「電子証明書の詳細表示」画面を表示します。 

③ 「閉じる」ボタン 

「署名・証明書一覧表示」画面を閉じます。 

 

  

① ④ ⑥ ⑤ 

② ③ 
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④ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「③「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑤ 「表示」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「詳細表示」 

「②「詳細表示」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，署名情報を表示

する申請書等を選択し，「表示」メ

ニューの「署名リスト」をクリッ

クします。 

 

 

(2) 「署名・証明書一覧表示」画面

が表示されますので，詳細を表示

する証明書情報を選択し，「詳細表

示」をクリックします。 
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(3) 「電子証明書の詳細表示」画面

が表示されますので，署名情報を

確認します。 
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５－５ 最新状況を取得する 

申請等した手続の最新状況を登記・供託オンライン申請システムから取得します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，「更新」ボタンを

クリックします。 

 

 

(2) 登記・供託オンライン申請シス

テムに接続し，申請等した手続の

最新状況を取得します。 
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※「処理状況更新不可申請番号一覧」画面による「手続終了」となっていない申請データの

表示について 

 

(１) 申請手続が完了した（手続終了となった）申請データは，登記・供託オンライン申請シ

ステムのサーバ上に９２日間保管されます。それ以降，当該申請データはサーバから削除

され，申請用総合ソフトの処理状況が「手続終了」となっていなくても，最新の処理状況

を取得することはできません。 

また，申請手続が完了した手続であっても，申請用総合ソフトの処理状況が「手続終了」

となっていない場合には，手続終了から９２日間を経過し，当該申請データがサーバから

削除されると，ログイン又は処理状況の更新といった申請手続の最新の処理状況を取得す

る操作を実施したときに，「処理状況更新不可申請番号一覧」画面が表示されますので，当

該申請データを削除してください。 

 

(2) 登記・供託オンライン申請システムに障害が発生し，業務代行システムによる運用を行

う際に，登記・供託オンライン申請システムの本番システムと業務代行システムとの間で

データの不整合が発生する場合があります。データ不整合が発生し，申請手続が完了して

いないにもかかわらず，「処理状況更新不可申請番号一覧」画面が表示された場合は，当該

申請手続の受付がされていないことがありますので，受付の有無等について，申請した法

務局にお問合せください。なお，データ不整合の発生の有無は，登記・供託オンライン申

請システムのホームページ，twitter 等でお知らせされます。 

 

(3) なお，この申請データがサーバ上に存在するかどうかの確認は，申請データの送信時の

ログインに用いた申請者 ID と同一の申請者 ID でログイン又は処理状況更新が行われた場

合に，実施されます。 

 

※「連件データ送信意思確認」画面による連件申請データの申請意思確認について 

最新状況を取得する前に，連件申請を行っており，申請内容の一部にエラーがあった場

合には，連件申請データの申請意思の確認が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
https://twitter.com/touki_net
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「処理状況更新不可申請番号一覧」画面レイアウト 

 

① 「ＯＫ」ボタン 

「処理状況更新不可申請番号一覧」画面を閉じます。 

 

  

 ① 
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「連件データ送信意思確認」画面レイアウト 

 

① 「詳細」ボタン 

チェック結果の詳細をブラウザで表示します。 

② 「表示」ボタン 

選択した申請書をブラウザで表示します。 

③ 「NG を除き申請」ボタン 

チェック結果が「NG」の申請を除き，連件申請を行い，「連件データ送信意思確認」画面を閉じます。 

④ 「申請中止」ボタン 

連件全体の申請を中止し，「連件データ送信意思確認」画面を閉じます。 

⑤ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「NG を除き申請」 

「③「NG を除き申請」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「申請中止」 

「④「申請中止」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「表示」 

「②「表示」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑤ 

③ ④ 
 
② 

① 
⑥ 
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⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 

 

＜連件申請の一部にエラーがあった場合＞ 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，「更新」ボタンを

クリックします。 

 

 

(2) 「連件データ送信意思確認」画

面が表示されます。 

 

 

(3) エラーのある申請書の「詳細」

ボタンをクリックし，エラーの内

容を確認します。 
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(4) 対象の申請書を選択後，「表示」

ボタンをクリックし，必要に応じ

て申請書の内容を確認します。 
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(5) エラーのある申請書を除き申請を行うか，全ての申請書の申請を中止するか選択します。 

 

＜エラーのある申請を除き申請を行う場合＞ 

(6) エラーのある申請書を除き，連

件申請を行う場合には，「NG を除

き申請」ボタンをクリックします。 

 

 

(7) 「申請確定の確認」画面が表示

されますので，「OK」ボタンをク

リックします。 

 

(8) 「処理状況表示」画面に戻りま

すので，エラーのある申請書の「処

理状況」欄が「中止／却下」に，

その他の申請書の「処理状況」欄

が「意思確認中」となっているこ

とを確認します。 

 

 

(9) 「更新」ボタンをクリックして

最新の処理状況を取得すると，送

信された申請情報の処理状況が，

送信以降の処理状況に更新されま

す。 
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＜全ての申請書の申請を中止する場合＞ 

(10) 連件全体の申請を中止する場

合には，「申請中止」ボタンをクリ

ックします。 

「申請中止の確認」画面が表示

されますので，「OK」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

(11) 「更新」ボタンをクリックして

最新の処理状況を取得すると，送

信を中止した全ての申請情報の処

理状況が「中止／却下」と表示さ

れます。 
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５－６ 到達通知を表示する 

申請書等を登記・供託オンライン申請システムへ送信後，申請データが同システムに登録され

た時点で，到達通知を取得し，申請番号，到達日時などを確認することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，到達通知を表示

する対象の申請書等の「到達」ボ

タンをクリックします。 

到達通知表示の対象となるのは,

「処理状況」欄が「到達・受付待

ち」以降の申請書等です。 

 

 

(2) 到達通知がブラウザで表示され

ますので内容を確認します。 

 

 

 

また，申請書等のエラーなどで

登記・供託オンライン申請システ

ムに登録されなかった申請書等の

場合には，不到達通知が表示され

ます。 
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５－７ 受付のお知らせを表示する 

オンライン申請後，申請データが申請先登記所で受付された時点で，受付のお知らせを取得し，

受付番号，受付日時などを確認することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，受付のお知らせ

を表示する対象の申請書の「受付

確認」ボタンをクリックします。 

受付のお知らせを表示する対象

となるのは,「処理状況」欄が「受

付完了」以降の登記申請書です。 

 

 

 

(2) 受付のお知らせがブラウザで表

示されますので，内容を確認しま

す。 
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５－８ 納付情報を表示する 

申請書等を登記・供託オンライン申請システムへ送信後，登録免許税等の納付情報が歳入金

電子納付システムに登録された時点で，納付情報を取得し，電子納付を行うことができます。 

なお，オンラインで請求した登記事項証明書等を請求先の登記所の窓口で受け取る場合には，

「電子納付」画面を印刷し，あらかじめ設けてある記載欄に，必要な事項を記載したものを登

記所の窓口に提出していただく必要があります。 

また，登記事項証明書等を請求先の登記所の窓口で受け取る場合であっても，手数料は，登

記所の窓口で受け取る前に，あらかじめインターネットバンキング又はペイジー対応のＡＴＭ

等を利用して，電子納付してください。登記所の窓口で印紙等により，納付することはできま

せん。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「電子納付」画面レイアウト 

 

① 

② ③ ④ ⑤ 
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① 「電子納付共通情報」欄 

申請に関する共通情報を表示します。 

② 「電子納付情報」欄 

申請に関する納付情報を表示します。 

③ 「納付」ボタン 

電子納付情報Ｗｅｂページをブラウザで開きます。 

④ 「印刷」ボタン 

「電子納付」画面を印刷します。 

⑤ 「閉じる」ボタン 

「電子納付」画面を閉じます。 
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(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，納付情報を確認

する対象の申請書等の「納付」ボ

タンをクリックします。 

納付情報を確認する対象となる

のは，「納付状況」欄が「未登録」

以降の申請書等です。 

 

 

(2) 「電子納付」画面が表示されま

すので，納付情報を確認します。 

 

 

(3) 歳入金電子納付システムに納付

情報が登録されると，電子納付を

行うことができます。 

電子納付を行う対象の納付情報

の「納付」ボタンをクリックしま

す。 

電子納付を行う対象となるのは,

「納付状況」欄が「未納付」の申

請又は請求です。 
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(4) 電子納付を行う Web ページが

ブラウザで表示されますので，画

面の指示に従い，電子納付を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 ※ 「電子納付」画面の印刷 

  「電子納付」画面から「印刷」

ボタンをクリックして「電子納

付」画面を印刷することができ

ます。 

   「印刷」ボタンをクリック後，

印刷プレビューがブラウザで表

示されますので，ブラウザの印

刷機能を使用して，「電子納付」

画面を印刷してください。 

   請求した証明書を登記所の窓

口で受け取る場合には，印刷し

たものに必要事項を記載し，登

記所の窓口に提出します（３４

０ページの注意事項参照）。 

 

 ※ 「電子納付」画面を印刷した

帳票がプリンタから出力されま

すので，請求した証明書を登記

所の窓口で受け取る場合には，

通数欄に請求通数を記載したも

のを登記所の窓口に提出します

（３４０ページの注意事項参

照）。 
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５－９ 補正のお知らせを表示する 

オンライン申請後，登記所から補正の内容が通知された時点で，補正のお知らせを取得し，確

認することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「補正のお知らせ」画面レイアウト 

 

① 「申請案件」欄 

補正の対象である申請書の件名を表示します。 

② 「本文」欄 

補正の内容を表示します。 

③ 「閉じる」ボタン 

「補正のお知らせ」画面を閉じます。 

④ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「③「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

 

    ①   ②   

③   

④   ⑤ ⑥ 
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⑤ 「アクション」メニュー 

この画面では処理を行うことができません。 

⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 

 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，補正のお知らせ

を表示する対象の申請書の「補正」

ボタンをクリックします。 

補正のお知らせを表示する対象

となるのは,「処理状況」欄が「審

査中（補正待ち）」以降の申請書で

す。 

 

 

(2) 「補正のお知らせ」画面が表示

されますので，補正のお知らせを

選択し，補正の内容を確認します。 

必要に応じて，補正書や取下書

を作成します。 

「本文」欄上段の補正のお知ら

せの表示をダブルクリックする

と，印刷プレビューがブラウザで

表示されます。 

 

※  補正書の作成方法について

は，「３ 補正書を作成・送信す

る」を参照してください。 

 

※  取下書の作成方法について

は，「４ 取下書を作成・送信す

る」を参照してください。 
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５－１０ 登記・供託オンライン申請システムからのお知らせを表示する 

申請書等を登記・供託オンライン申請システムへ送信後，同システムからのお知らせが通

知された時点で，お知らせを取得し，確認することができます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

「お知らせ」画面レイアウト 

 

① 「申請案件」欄 

登記・供託オンライン申請システムからのお知らせが通知された申請書様式の件名を表示します。 

② 「本文」欄 

登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの内容を表示します。 

③ 「添付ファイル」欄 

登記・供託オンライン申請システムからのお知らせに添付されている添付ファイルの一覧を表示し

ます。 

④ 「表示」ボタン 

「添付ファイル」欄で選択した添付ファイルの内容を表示します。 

 

  ② ⑥ ⑧ 

③ ④ ⑤ 

① ⑦  

④ ⑤   
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⑤ 「閉じる」ボタン 

「お知らせ」画面を閉じます。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「アクション」メニュー 

・ 「表示」 

「④「表示」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から，お知らせを表示

する対象の申請書等の「お知らせ」

ボタンをクリックします。 

 

 

(2) 「お知らせ」画面が表示されま

すので，お知らせを選択し，お知

らせの内容を確認します。 

「本文」欄上段のお知らせの表

示をダブルクリックすると，印刷

プレビューがブラウザで表示され

ます。 
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６ その他の機能 

  申請用総合ソフトのその他の機能について説明します。 

６－１ ごみ箱機能 

     不要となった申請書様式については，「処理状況表示」画面から削除することができます。 

「処理状況表示」画面から削除した申請書様式は，「ごみ箱」に移動します。「ごみ箱」画面

において，申請書様式を削除すると，申請データを完全に削除することができます。 

 

「ごみ箱」画面レイアウト 

 

① 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

④ ⑤ ⑥ 

③ ② 
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① 「削除データ」欄 

ごみ箱内にある申請書様式の一覧が表示されます。 

② 「すべて選択」ボタン 

「削除データ」欄にある全ての申請書様式を選択します。 

③ 「すべて解除」ボタン 

「削除データ」欄にある全ての申請書様式の選択を解除します。 

④ 「削除」ボタン 

選択した申請書様式の申請データを申請用総合ソフトのデータフォルダから完全に削除します。 

⑤ 「元に戻す」ボタン 

選択した申請書様式を「ごみ箱」画面から「処理状況表示」画面に復元します。 

⑥ 「閉じる」ボタン 

「ごみ箱」画面を閉じます。 

⑦ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑥「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「すべて選択」 

「②「すべて選択」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「すべて解除」 

「③「すべて解除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

「⑤「元に戻す」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「削除」 

「④「削除」ボタン」と同様の処理を行います。  

⑩ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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６－１－１ 申請書様式の削除 

      「処理状況表示」画面から，不要となった申請書様式を削除します。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示

します。 

   処理状況表示画面から削除す

る申請書様式をクリックして選

択し，右クリックで表示される

メニューから，「申請データ削

除」をクリックします。 

 

 

 

(2) 「削除の確認」画面が表示さ

れますので，申請書様式を削除

する場合には，「OK」ボタンを

クリックします。 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

(1)で選択した申請書様式が

処理状況表示画面から削除さ

れ，表示されていないことを確

認します。 

なお，この時点では，申請デ

ータ自体は，削除されません。 
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(4) 削除した申請書様式が「ごみ

箱」画面に移動していることを

確認します。 

「ツール」メニューの「ごみ

箱」をクリックします。 

 

 

 

(5) 「ごみ箱」画面が表示されま

すので，削除した申請書様式が

表示されていることを確認しま

す。 
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６－１－２ 申請書様式の復元 

「処理状況表示」画面から削除した申請書様式を「ごみ箱」画面から「処理状況表示」

画面に復元します。 

 

(1) 「ごみ箱」画面を表示します。 

「処理状況表示画面」の「ツー

ル」メニューの「ごみ箱」を選択

し，復元する申請書様式を選択し

ます。 

 

※ 「ごみ箱」画面に表示されて

いる全ての申請書様式を選択す

る場合には，「すべて選択」ボタ

ンをクリックします。 

また，全ての選択を解除する

場合には，「すべて解除」ボタン

をクリックします。 

 

 

 

(2) 「元に戻す」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

(3) 「復元確認」画面が表示されま

すので，申請書様式を復元する場

合には，「OK」ボタンをクリック

します。 
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(4) 「閉じる」ボタンをクリックす

ると，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

復元した申請書様式が表示され

ていることを確認します。 
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６－１－３ 申請データ自体の削除 

「ごみ箱」画面から申請書様式を削除することによって，申請データ自体を申請用総

合ソフトから完全に削除します。 

 

(1) 「ごみ箱」画面を表示します。 

「処理状況表示」画面の「ツー

ル」メニューの「ごみ箱」を選択

し，申請データ自体を削除する申

請書様式を選択します。 

 

※ 「ごみ箱」画面に表示されて

いる全てのデータを選択する場

合には，「すべて選択」ボタンを

クリックします。 

また，全ての選択を解除する

場合には，「すべて解除」ボタン

をクリックします。 

 

 

(2) 「削除」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

(3) 「削除確認」画面が表示されま

すので，申請データを完全に削除

する場合には，「OK」ボタンをク

リックします。 
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(4) 「ごみ箱」画面から対象の申請

書様式が削除されていることを確

認後，「閉じる」ボタンをクリック

すると，「処理状況表示」画面に戻

ります。 

 

 

 

 

※ ごみ箱画面において，「削除」ボタンをクリックした際に，対象の申請データが申請用総合ソフト上で

事件中である場合は，登記・供託オンライン申請システムにログインし，対象の申請データが登記・供

託オンライン申請システムに存在しないことを確認した上で削除されます。本操作を実施する際には，

対象の申請データを送信した際の申請者ＩＤ及びパスワードでログインする必要がありますので，ご注

意ください。 

 

＜対象の申請データが事件中である

場合＞ 

 

(１) 「削除確認」画面が表示されま

すので，申請データを完全に削除

する場合には，「OK」ボタンをク

リックします。 

 

 

(２) ログインをしていない場合は

「ログイン」画面が表示されます

ので，対象の申請データを送信し

た際の申請者ＩＤ及びパスワード

を入力し，ログインします。 
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(３) ログイン後，登記・供託オンラ

イン申請システムに対象の申請デ

ータが存在しなかった場合，申請

データが削除されます。 
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６－２ データの書き出し／取り込み機能 

申請用総合ソフトで作成した申請データを申請用総合ソフトのデータフォルダ外のＰＣ上の

任意の場所に外部ファイルとして書き出すことができます。 

また，申請用総合ソフトにより，外部ファイルに書き出したデータであれば，別のＰＣの申請

用総合ソフトに取り込むこともできます。 

なお，書き出し機能によって，申請データが削除されることはありません。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－２－１ データの書き出し 

申請用総合ソフトで作成し，又は取得したデータを外部ファイルに書き出         

します。 

 

「データの書き出し」画面レイアウト 

 

 

① 
⑦ ⑧ ⑨ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ ② 
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① 「書き出すデータの種類」欄 

書き出しを行うデータの種類を選択します。 

② 「書き出しファイル」欄 

データの書き出し先ファイルを入力します。 

③ 「参照」ボタン 

「書き出し先ファイル設定」画面を開きます。 

④ 「データの書き出し」ボタン 

選択したデータを「書き出しファイル」欄に入力して指定した外部ファイルに書き出します。 

⑤ 「閉じる」ボタン 

「データの書き出し」画面を閉じるためのボタンです。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「データの書き出し」 

「④「データの書き出し」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示            

します。 

データの書き出しを行う手続の

申請書様式を処理状況表示画面の

一覧からクリックして選択し，「フ

ァイル」メニューの「データの書

き出し」をクリックします。 

 

 

(2) 「データの書き出し」画面が表

示されますので，書き出すデータ

の種類を選択します。 

「申請データ一式」，「申請書の

み」，「公文書のみ」のいずれかを

選択することができます。 

 

※ 「申請データ一式」を選択し

た場合には，添付ファイル，お

知らせ，公文書などの選択した

手続に関するデータの全てを書

き出します。 

 

※ 「申請書のみ」を選択した場

合には，申請書データである

XML ファイルのみを書き出し

ます。 

 

※ 商業・法人登記では電子公文

書が発行されないため，「公文書

のみ」は選択しません。 
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(3) ファイルの書き出し先を指定し

ます。 

「データの書き出し」画面にお

いて，「参照」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(4) 「書き出し先ファイル設定」画

面が表示されますので，申請デー

タの書き出し先を選択し，「保存」

ボタンをクリックします。 

な お ，「 フ ァ イ ル 名 」 欄 に

「export.zip」が表示されていま

す。必要に応じて修正してくださ

い。 

 

 

(5) 「データの書き出し」画面に戻

ります。 

「書き出しファイル」欄に，(4)

で指定した書き出し先が表示され

ていることを確認し，「データの書

き出し」ボタンをクリックします。 

 

※ データは ZIP 形式のファイ

ルで書き出されます。  

(6) 「書き出し確認」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

「データの書き出し」画面に戻り，

データの書き出しが開始されま

す。 
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(7) 「書き出し完了」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

(8) 「データの書き出し」画面に戻

りますので，「閉じる」ボタンをク

リックします。 

 

 

(9) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(10) 指定した書き出し先に申請デ

ータが書き出されていることを

確認します。 

 



199 

 

６－２－２ データの取り込み 

申請用総合ソフトから外部ファイルに書き出したデータを申請用総合ソフトに取り込

みます。 

 

「データの取り込み」画面レイアウト 

 

① 「取り込むデータの種類」欄 

取り込むデータの種類を選択します。 

② 「取り込みファイル」欄 

取り込む外部ファイルのファイル名を入力します。 

③ 「参照」ボタン 

「取り込み元ファイル選択」画面を開きます。 

④ 「データの取り込み」ボタン 

「取り込みファイル」欄において指定した外部ファイルの申請データを申請用総合ソフトに取り込

みます。 

  

① 

⑦ ⑧ ⑨ 

④ ⑤ 

⑥ 

② ③ 
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⑤ 「閉じる」ボタン 

「データの取り込み」画面を閉じます。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「データの取り込み」 

「④「データの取り込み」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ファイル」メニューの「デー

タの取り込み」をクリックします。 

 

 

(2) 「データの取り込み」画面が表

示されますので，取り込むデータ

の種類を選択します。 

「申請データ一式」，「登記識別

情報関係様式」又は「信託目録に

記録すべき情報」を選択すること

ができます。 

 

※ 商業・法人登記では登記識別

情報関係様式を使用しないた

め，「登記識別情報関係様式」及

び「信託目録に記録すべき情報」

を選択する必要はありません。 

 

 

(3) 取り込むファイルを入力しま 

す。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 
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(4) 「取り込み元ファイル選択」画

面が表示されますので，申請用総

合ソフトにより書き出した申請デ

ータを選択し，「開く」ボタンをク

リックします。 

 

(5) 「データの取り込み」画面に           

戻ります。 

「取り込みファイル」欄に「取

り込み元ファイル選択」画面にお

いて選択した取り込みファイル名

が表示されていることを確認し，

「データの取り込み」ボタンをク

リックします。 

  

(6) 「取り込み確認」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

「データの取り込み」画面に戻

り，データの取り込みを開始しま

す。 

  

(7) 取り込んだ申請データに申請番

号が付与されている場合で，取り

込んだ申請書様式と同じ申請番号

が付与された申請データがデータ

フォルダに既に存在する場合に

は，「申請データの上書き確認」画

面が表示されますので，上書きす

る場合には，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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※ 申請番号が同一の申請データ

を申請用総合ソフトに複数取り

込むことはできません。 

 

(8) 「取り込み完了」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(9) 「データの取り込み」画面に 戻

りますので，「閉じる」ボタンをク

リックします。 

 

 

(10) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

指定した取り込みファイルの

申請書様式が「処理状況表示」

画面上に表示されていることを

確認します。 
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６－３ 電子公文書の検証機能 

法務省から発行された電子公文書の有効性を確認することができます。 

申請用総合ソフトで取得した電子公文書は，同ソフトのデータの書き出し機能で書き出しを

して，その有効性を確認することができます。 

 

「公文書の選択」画面レイアウト 

 

① 「公文書フォルダ」欄 

公文書フォルダの保存先フォルダ名を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「フォルダの参照」画面を開くためのボタンです。 

③ 「電子公文書検証」ボタン 

電子公文書検証を行うためのボタンです。 

④ 「閉じる」ボタン 

「公文書の選択」画面を閉じるためのボタンです。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑦ ⑧ ⑥ 
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⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

カーソルがある入力域を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力域で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力域でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力域で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力域の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「電子公文書検証」 

「③「電子公文書検証」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1)  申請用総合ソフトのデータの書

き出し機能にて，書き出された電子

公文書ファイル（zip ファイル）を

展開します。当該ファイルを右クリ

ックし，「すべて展開」を選択しま

す。 

 

※ データの書き出し機能につい

ては，「６－２－１ データの書

き出し」を参照してください。 

 

  

(2)  展開されたフォルダが作成され

ます。作成されたフォルダ内に<申

請案件の件名>.zip ファイルが存在

しますので，（１）同様に zip ファ

イルの展開を行います。 
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(3) <申請案件の件名>.zip ファイルが

展開されますと，作成されたフォル

ダ内に電子公文書のフォルダが存

在します。電子公文書のフォルダ内

に公文書（鑑文書）ファイルが保存

されていることを確認します。 

 

 

※ 公文書（鑑文書）ファイルのフ

ァイル名は「（電子公文書のフォ

ルダ）.xml」です。 

 

 

 

(4) 「処理状況表示」画面を表示しま

す。 

 

「ツール」メニューの「電子公文書

の検証」をクリックします。 

 

 

(5) 「公文書の選択」画面が表示され

ますので，公文書フォルダの保存先

を指定します。 

 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 
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(6) 「フォルダの参照」画面が表示さ

れます。 

 

 

保存先の公文書フォルダを選択後，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(7) 「公文書の選択」画面に戻ります。 

 

「公文書フォルダ」欄に指定した公

文書フォルダが表示されているこ

とを確認し，「電子公文書検証」ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

(8) 署名検証が完了しますと，「電子

公文書検証結果」画面が表示されま

すので，電子署名検証結果及び電子

証明書検証結果を確認します。 

 

 

 

(9) 「印刷」ボタンをクリックすると，

インターネットブラウザによる「電

子公文書検証結果」画面の印刷プレ

ビューが表示されますので，ブラウ

ザの印刷機能を使用して，「電子公

文書検証結果」画面を印刷すること

ができます。 
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６－４ バックアップ機能 

申請用総合ソフトが保有する申請データや申請用総合ソフトの設定などをまとめて外部フ

ァイル（以下「バックアップファイル」という。）に書き出すことができます。また，バック

アップファイルを取り込むことで，申請用総合ソフトの状態をバックアップ時点に戻すことが

できます。 

申請用パソコン内の申請データ等を保全するために，定期的に外部媒体等にバックアップを

取得することを推奨します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－４－１ バックアップファイルの作成 

現在の申請用総合ソフトの状態をバックアップファイルに書き出します。 

 

「バックアップ」画面レイアウト 

 

① 「バックアップファイル」欄 

 バックアップファイルの書き出し先ファイル名を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「バックアップファイル設定」画面を開きます。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ 

⑤ ⑥ 

③ 

② 
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③ 「バックアップ」ボタン 

申請用総合ソフトの状態をバックアップファイルに書き出します。 

④ 「閉じる」ボタン 

「バックアップ」画面を閉じます。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「バックアップ」 

「③「バックアップ」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「バック

アップ」をクリックします。 

 

 

(2) 「バックアップ」画面が表示さ

れますので，バックアップファイ

ルの書き出し先を指定します。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 

 
 

 

(3) 「バックアップファイル設定」

画面が表示されます。 

バックアップファイルの書き出

し先のフォルダを選択後，「ファイ

ル名」欄にバックアップファイル

名を入力し，「保存」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(4) 「バックアップ」画面に戻りま

す。 

「バックアップファイル」欄に

指定した書き出し先が表示されて

いることを確認し，「バックアッ

プ」ボタンをクリックします。 

 

※ 書き出しファイルは，ZIP 形式

に指定されます。 
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(5) 「バックアップの確認」画面が

表示されますので，「OK」ボタン

をクリックします。 

 

 

(6) 「バックアップ」画面に戻り，

バックアップファイルの書き出し

を開始します。 

 

 

(7) バックアップファイルの書き出

しが終了すると，「バックアップの

完了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(8) 「バックアップ」画面に戻りま

すので，「閉じる」ボタンをクリッ

クします。 
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(9) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 指定した書き出し先にバック

アップファイルが書き出されて

いることを確認します。 
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６－４－２ バックアップファイルの復元 

外部ファイルに書き出したバックアップファイルを申請用総合ソフトに取り込み，申

請用総合ソフトの状態をバックアップ時点の状態に復元します。 

 

「復元」画面レイアウト 

 

① 「バックアップで作成したファイル」欄 

取り込むバックアップファイルを入力します。 

② 「参照」ボタン 

「バックアップファイル選択」画面を開きます。 

③ 「復元」ボタン 

バックアップファイルを取り込み，申請用総合ソフトの状態を復元します。 

④ 「閉じる」ボタン 

「復元」画面を閉じます。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ 

⑤ ⑥ 

③ 

② 
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⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「復元」 

「③「復元」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「復元」

をクリックします。 

 

 

(2) 「復元」画面が表示されますの

で，取り込むバックアップファイ

ルを指定します。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 

  

(3) 「バックアップファイル選択」

画面が表示されますので，申請用

総合ソフトにより書き出して保存

しているバックアップファイルを

選択し，「開く」ボタンをクリック

します。 

 

 

(4) 「復元」画面に戻ります。 

「バックアップで作成したファ

イル」欄に指定したバックアップ

ファイル名が反映されていること

を確認し，「復元」ボタンをクリッ

クします。  

(5) 「復元の確認」画面が表示され

ますので，「OK」ボタンをクリッ

クします。 
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(6) 「復元」画面に戻り，バックア

ップファイルの復元を開始しま

す。 

 

 

(7) バックアップファイルの復元が

終了すると，「復元の完了」画面が

表示されますので，「OK」ボタン

をクリックします。 

 

 

(8) 「再起動」画面が表示されます

ので，「OK」ボタンをクリックし，

申請用総合ソフトを再起動しま

す。 

 

(9) 「ログイン」画面が表示されま

すので，ログイン又はオフライン

起動を行います。 

 

 

(10) 「処理状況表示」画面が表示

されます。 

申請用総合ソフトの状態がバ

ックアップ時点の状態に戻って

いることを確認します。 
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※  バックアップはこまめにとり，必要なデータは，適宜，外部ファイルに書き出しておくことを

お勧めします。 

※  作成中，又は申請中の手続がある場合には，復元は実行しないでください。復元によってアプ

リケーションの全ての申請データが上書きされるため，バックアップ以降に取得した公文書等の

通知が参照することができなくなります。 

※  バックアップファイルの復元を行う場合には，申請用総合ソフトのデータフォルダ内部のフォ

ルダ及びファイルは閉じてください。正しく復元されず，データフォルダが消去されます。 
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６－５ 環境設定 

申請用総合ソフトの環境設定を行います。プロキシの設定，アクセス先のデータフォルダ

の設定，入力支援情報の設定，IC カードの切替えなどを行うことができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－５－１ 環境の設定 

申請用総合ソフトの「オプション」画面の「環境設定」タブでは，プロキシの設定と

画面表示の設定を行うことができます。 

 

「オプション ‐ 環境設定」画面レイアウト 

 

 

① 「変更」ボタン 

「インターネットのプロパティ」画面を表示します。 

② 「画面表示設定」欄 

 「申請書作成・編集」画面又は「信託目録に記録すべき情報作成・編集」画面にて，ウィンドウサ

イズ及び表示位置を保存するか選択します。 

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

 「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

 「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

この画面では処理を行うことができません。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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＜プロキシの設定＞ 

ご利用のインターネット接続環境が，プロキシサーバーを経由したネットワークの場合には，

プロキシサーバーを設定する必要があります。申請用総合ソフトでは，「オプション」画面から

プロキシサーバーを設定することができます。 

なお，プロキシサーバーを経由しないネットワークの場合には，以下の設定は必要ありません。

また，ブラウザメニューなどから既にプロキシサーバーを設定済みである場合にも，申請用総合

ソフトからのプロキシの設定は必要ありません。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ます。 

「環境設定」タブが選択されて

いますので，「変更」ボタンをクリ

ックします。 

 

 



222 

 

(3) 「インターネットのプロパティ」

画面が表示されます。 

「接続」タブが選択されていま

すので，「LAN の設定」ボタンを

クリックします。 

 

 

(4) 「ローカルエリアネットワーク

（LAN）の設定」画面が表示され

ます。 

「プロ キシサ ーバー 」欄 の

「LAN にプロキシサーバーを使

用する…」にチェックします。 

 

 

(5) プロキシサーバーのアドレス及

び使用するポートを入力し，「OK」

ボタンをクリックします。 
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(6) 「インターネットのプロパティ」

画面に戻りますので，「OK」ボタ

ンをクリックし，「オプション」画

面に戻ります。 
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＜画面表示の設定＞ 

「申請書作成・編集」画面及び「信託目録に記録すべき情報作成・編集」画面のウィンドウ

サイズ及び表示位置の保存について設定を行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ます。 

「環境設定」タブが選択されて

いますので，ウィンドウサイズ及

び表示位置の保存を行う場合に

は，「画面表示設定」欄のチェック

ボックスにチェックをつけてくだ

さい。 

保存しない場合には，チェック

ボックスを外してください。 
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(3) 設定を変更する場合には，「適

用」ボタンをクリックします。 

 

※ 設定を変更しない場合には，

「適用」ボタンをクリックせず

に，「閉じる」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

 

 

(4) 「適用完了」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。 

 

 

(5) 「オプション」画面に戻ります

ので，「設定」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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６－５－２ アクセス先のデータフォルダの設定 

申請用総合ソフトにおいて作成し，保存した申請データや申請用総合ソフトの設定な

どはデータフォルダに格納されています。申請用総合ソフトでは，「オプション」画面か

ら申請用総合ソフトで使用するデータフォルダを変更することができます。 

 

「オプション ‐ ファイルパス設定」画面レイアウト 

 

① 「アクセス先のデータフォルダへのファイルパス設定」欄 

申請用総合ソフトで使用するデータフォルダの場所を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「フォルダの参照」画面を開きます。 

③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

   「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示   

します。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「ファイルパス設定」タ

ブを選択します。 

 

 

 

(3) 注意事項を確認します。 

 

 



229 

 

(4) 申請用総合ソフトを終了し，現

在のデータフォルダをコピーしま

す。 

 

※ 申請用総合ソフトが正常に動

作しなくなる場合がありますの

で，切り取りはしないでくださ

い。 

 

※ 初回インストール時には，デ

ータフォルダは次の場所にイン

ストールされます。 

 

・ Windows7，８．１又は

10 の場合… 

「C:\Users\(PC のユーザ

名)\Documents\ 

ShinseiyoSogoSoft」 

 

 

(5) コピーしたデータフォルダを  

変更先の場所へ貼り付けます。 
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(6) 必要に応じてデータフォルダ  

の名前を変更します。 

 

 

(7) 申請用総合ソフトを起動し，「オ

プション」画面に戻り，「参照」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(8) 「フォルダの参照」画面が表示

されますので，新しく作成したデ

ータフォルダを選択し，「OK」ボ

タンをクリックします。 
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(9) 「オプション」画面に戻ります

ので，「アクセス先のデータフォル

ダへのファイルパス設定」欄に指

定したデータフォルダ名が反映さ

れていることを確認します。 

 

 

(10) 設定を変更する場合には，  

「適用」ボタンをクリックしま

す。 

 

※  設定を変更しない場合に

は，「適用」ボタンをクリック

せずに，「閉じる」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画

面に戻ります。 

 

 

(11) 「適用完了」画面が表示され

ますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(12) 「ファイルパス変更」画面が表

示されますので，「OK」ボタン

をクリックし，申請用総合ソフ

トを再起動します。 
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(13) 「ログイン」画面が表示され

ますので，ログイン又はオフラ

イン起動を行います。 

 

 

(14) 「処理状況表示」画面が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15) 再度，「オプション」画面にお

いて，「ファイルパス設定」タブ

を選択し，「アクセス先のデータ

フォルダへのファイルパス設

定」欄に指定したデータフォル

ダが反映されていることを確認

します。 

 

 

 

※ アクセス先のデータフォルダの設定を変更する場合には，注意事項の手順を厳守して

ください。間違った手順で設定すると，申請用総合ソフトが正常に動作しなくなる場合

があります。 
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６－５－３ 入力支援情報の設定 

申請用総合ソフトでは，「オプション」画面から入力支援情報を設定することができま

す。入力支援情報を設定することで，証明書送付請求書を新規作成する際に，入力支援

情報に設定した情報が「請求者」及び「送付先」欄に入力された状態で表示されます。 

また，申請書様式を作成する際に，登録事項転記機能を使用することができます（登

録事項転記機能については，「２－３ 申請及び請求情報を入力する」を参照願います。）。 

 

「オプション ‐ 入力支援情報」画面レイアウト 

 

① 「氏名」欄 

入力支援情報として使用する氏名を入力します。 

② 「住所」欄 

入力支援情報として使用する住所を入力します。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

    ・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「入力支援情報」タブを

選択します。 

 

 

(3) 入力支援情報として利用する情

報（氏名又は住所）を入力します。 

 

※ 「氏名（フリガナ）」として入

力した内容は，納付情報の「氏

名または法人団体名」欄に転記

されます。 
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(4) 設定を変更する場合には，「適

用」ボタンをクリックします。 

 

※ 設定を変更しない場合には，

「適用」ボタンをクリックせず

に，「閉じる」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

 

 

(5) 「適用完了」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。 

 

(6) 「オプション」画面に戻ります

ので，「設定」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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６－５－４ IC カードの切替え 

申請データを送信する前に，署名の付与が必要な手続があります。申請用総合ソフト

では，「オプション」画面から申請書様式に電子署名を付与する際に使用する IC カード

ライブラリを登録及び選択することができます。 

 

「オプション ‐ IC カード切替」画面レイアウト 

 

① 「使用する IC カードライブラリを選択して下さい。」欄 

既に登録されている IC カードライブラリをプルダウンメニューから選択します。 

② 「登録」ボタン 

申請用総合ソフトへ IC カードライブラリを登録します。 

③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

 

  

④ ⑤ ③ 

① 

⑦ ⑧ ⑥ 

② 
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⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

この画面では処理を行うことができません。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「IC カード切替」タブを

選択します。 

 

 

(3) 使用する IC カードライブラリを

申請用総合ソフトに登録します。 

 

※ IC カードライブラリは，事前

に申請用総合ソフトを利用する

パソコンにインストールしてお

く必要があります。 

 

「登録」ボタンをクリックしま

す。 
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(4) 「IC カードライブラリの登録確

認」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

(5) 「IC カードライブラリの登録完

了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(6) 「オプション」画面に戻ります。 

「使用する IC カードライブラリ

を選択して下さい。」欄のプルダウ

ンメニューから，登録した IC カー

ドライブラリを選択し，「適用」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(7) 「設定」ボタンをクリックし，「処

理状況表示」画面に戻ります。 
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６－６ バージョンアップ 

申請用総合ソフトでは，申請することができる登記所を「登記所情報」として管理していま

す。「登記所情報」は登記所の統廃合などにより，不定期に更新されます。 

また，申請用総合ソフトのプログラムや申請書様式も，法令改正や機能向上のために不定期

に更新されます。 

これらが古い状態のままでは，正常にオンライン申請を行うことができない場合があります

ので，最新の情報を取り込む必要があります。 

申請用総合ソフト起動時に，最新の情報がある場合には，当該情報が取り込まれます。その

ほか，「処理状況表示」画面から，ヘルプ（H）→更新の確認（R）と選択することにより，い

つでも情報が更新されているかどうかを確認し，最新の情報がある場合には，当該情報を取り

込むことができます。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「更新の

確認」をクリックします。 

 

 

(2) 「申請用総合ソフトを更新して

います。」画面が表示され，申請用

総合ソフトの状態が最新であるこ

とを確認します。 

  

(3) 申請用総合ソフトや申請用総合

ソフトで利用する申請書様式など

のバージョンが最新版ではない場

合には，「インストールの確認」画

面が表示されますので，「OK」ボ

タンをクリックし，最新の情報を

取得し，インストールします。 
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※ なお，申請用総合ソフトや申

請書様式などのバージョンが最

新版の場合には，右のメッセー

ジが表示されますので，「OK」

ボタンをクリックし，「処理状況

表示」画面に戻ります。 

 

 

(4) 「インストール終了」画面が表

示されますので，「OK」ボタンを

クリックし，申請用総合ソフトを

再起動します。 

 

 

(5) 「ログイン」画面が表示されま

すので，ログイン若しくはオフラ

イン起動を行います。 
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(６) 「処理状況表示」画面が表示さ

れます。 

  申請用総合ソフトのバージョン

情報が更新されていることを確認

します。 
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６－７ 申請用総合ソフトに関する情報表示 

重要なお知らせ，バージョン情報，お問い合わせ先など，申請用総合ソフトに関する情報を

表示します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－７－１ 重要なお知らせを表示する 

申請用総合ソフト及び登記・供託オンライン申請システムに関する重要なお知らせを

表示します。 

 

「重要なお知らせ」画面レイアウト 

 

① 「重要なお知らせ一覧」欄 

重要なお知らせの一覧が表示されます。 

② 「表示」ボタン 

「重要なお知らせ一覧」欄で選択したお知らせの内容を表示します。 

③ 「閉じる」ボタン 

「重要なお知らせ」画面を閉じます。 

 

 

③ 

① 

② 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「重要な

お知らせ」をクリックします。 

 

 

(2) 「重要なお知らせ」画面が表示

されますので，確認したいお知ら

せを選択し，「表示」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(3) 対象のお知らせがブラウザで表

示されますので，お知らせの内容

を確認後，ブラウザを閉じ，「重要

なお知らせ」画面に戻ります。 

 

 

(4) 「閉じる」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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６－７－２ お問い合わせ先を表示する 

 申請用総合ソフトの操作に関するお問い合わせ先の情報を表示します。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「お問い

合わせ先」をクリックします。 

 

 

(2) 「登記・供託オンライン申請シ

ステム」のシステムの操作に関す

るお問い合わせページがブラウザ

で表示されますので，お問い合わ

せ先に関する情報を確認します。 

 

※ 申請用総合ソフトの「ヘルプ」

メニューには，「申請用総合ソフ

トのヘルプ」が用意されていま

す。お問い合わせ前に，御参照

ください。 

※ 参照方法については，「６－８

－２ ヘルプを参照する」を参

照してください。 
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６－７－３ バージョン情報を表示する 

申請用総合ソフトのバージョン情報を表示します。 

 

「バージョン情報」画面レイアウト 

 

① 「バージョン情報」欄 

申請用総合ソフトのバージョン情報が表示されます。 

② 「利用者情報」欄 

申請用総合ソフトの利用者情報が表示されます。 

③ 「OK」ボタン 

「バージョン情報」画面を閉じます。 

 

 

 

 

③ 

① 

② 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「バージョン

情報」をクリックします。 

 

 

(2) 「バージョン情報」画面が表示

されますので，バージョン情報を

確認後，「OK」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

※ 「登記・供託オンライン申請

システム」にログインしていな

い場合（オフラインで起動して

いる場合）には，利用者情報は

表示されません。 
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６－８ ヘルプ／ガイド機能 

申請用総合ソフトでは，申請用総合ソフトの操作方法や申請データの作成手順などを参照す

ることができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－８－１ ガイドを参照する 

オンライン申請を行う手順について簡単に記載したガイドを表示します。 

なお，申請用総合ソフトのインストール時には，申請用総合ソフトの起動の際に，自

動的にガイドが表示されるよう初期設定されています。 

 

「ガイド」画面レイアウト 

 

 

 

④ ③ 

① 

② 
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① 「申請書の作成を行う」ボタン 

クリックすると，「申請様式一覧選択」の画面が表示され，申請書様式の新規作成を開始することが

できます。 

② 「HELP」アイコン  

該当する手順のヘルプを表示します。 

③ 「次回から表示しない」欄 

クリックすると，申請用総合ソフトの起動時に「ガイド」画面を表示しないよう設定することがで

きます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「ガイド」画面を閉じます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「ガイド」

をクリックします。 

 

 

(2) 「ガイド」画面が表示されます

ので，オンライン申請を行う手順

を確認します。 

 

 

(3) 「HELP」アイコンをクリックす

ることで，各手順のヘルプを表示

することができます。 

 

※ ヘルプの参照方法については

「６－８－２ ヘルプを参照す

る」を参照してください。 
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※ 申請用総合ソフトの起動時に

「ガイド」画面を表示しないよ

うにする場合には，「次回から表

示しない」をチェックし，「閉じ

る」ボタンをクリックします。 
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６－８－２ ヘルプを参照する 

 申請用総合ソフトの操作に関するヘルプを表示します。ヘルプは，複数の画面から

呼び出すことができます。 

 

(1) 「ヘルプ」メニューが表示され

ている画面から，「ヘルプ」メニュ

ーの「申請用総合ソフトのヘルプ」

をクリックします。 

 

 

(2) 呼び出し元の画面に関するヘル

プが表示されます。 

左の目次から，参照したいペー

ジを選択し，表示します。 
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６－９ 共同利用機能 

申請用総合ソフトでは，ファイルサーバなどを利用し，データフォルダを共有することで，

複数ＰＣから一つのデータフォルダで申請データを管理することができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

６－９－１ 操作中一覧を表示する 

共同利用において操作中となっている申請データの一覧を表示します。 

詳細は，「申請者操作手引書（導入編）」の「3.5.2 同一のデータフォルダの参照によ

る方法」を参照してください。 

 

「操作中一覧」画面レイアウト 

 

① 「操作中一覧」 

操作中の申請データの一覧が表示されます。 

② 「解除」ボタン 

クリックすると，選択した申請データの操作中を解除することができます。 

③ 「閉じる」ボタン 

「操作中一覧」画面を閉じます。 

④ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

① 

② 

⑤ 

③ 

④ ⑥ 
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・ 「閉じる」 

  「③「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑤ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

・ 「解除」 

  「②「解除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

  申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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６－１０ 申請者情報及びパスワードの変更機能 

申請者情報や申請者 ID のパスワードの変更を行う際の手順を確認することができます。 

 

６－１０－１ 申請者情報を変更する 

申請者情報の変更を行う際の手順を確認することができます。申請者情報の変更は登

記・供託オンライン申請システムにログインして行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

情報変更」をクリックします。 

 

 

(2) 「申請者情報変更」画面が表示

されますので，「登記・供託オンラ

イン申請システムの「トップペー

ジ」画面を表示する」をクリック

します。 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムのトップページがブラウザで

表示されますので，ログイン後，

申請者情報の変更を行ってくださ

い。 

 

※ 申請者情報の変更の詳細は，

「申請者操作手引書（導入編）」

の「3.2.3 申請者情報を変更す

る」を参照してください。 
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６－１０－２ 申請者 ID のパスワードを更新する 

申請者 ID のパスワードの更新を行う際の手順を確認することができます。申請者 ID

のパスワードの更新は登記・供託オンライン申請システムにログインして行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

ID のパスワードの更新」をクリッ

クします。 

 

 

(2) 「申請者 ID のパスワードの更新」

画面が表示されますので，「登記・

供託オンライン申請システムの

「トップページ」画面を表示する」

をクリックします。 

 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムのトップページがブラウザで

表示されますので，ログイン後，

申請者 ID のパスワードの更新を行

ってください。 

 

※ 申請者 ID のパスワードの更

新の詳細は，「申請者操作手引書

（導入編）」の「3.2.4 パスワ

ードを変更する」を参照してく

ださい。 
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６－１０－３ 申請者 ID のパスワードを問い合わせる 

申請者 ID のパスワードをお忘れの場合，パスワードの問い合わせを行う際の手順を確

認することができます。申請者 ID のパスワードの問い合わせは登記・供託オンライン申

請システムで行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

ID のパスワードをお忘れの場合」

をクリックします。 

 

 

(2) 「申請者 ID のパスワードをお忘

れの場合」画面が表示されますの

で，「「パスワード問い合わせ」画

面を表示する」をクリックします。 

 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムの「パスワード問い合わせ」

画面がブラウザで表示されますの

で，申請者 ID のパスワードの問い

合わせを行ってください。 

 

※ 申請者 ID のパスワードの問

い合わせの詳細は，「申請者操作

手引書（導入編）」の「3.2.2 登

記・供託オンライン申請システ

ムにログインする」（４）～（６）

を参照してください。 
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７ 様式の作成・送信例 

７－１ 会社の設立登記又は変更登記申請書の作成 

会社の設立登記又は変更登記申請を行う場合の登記申請書を作成します。 

なお，会社の登記嘱託書並びに会社以外の法人の登記申請書及び登記嘱託書についても，同

様の方法で作成します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

７－１－１ 申請書の編集 

 

(1) 申請用総合ソフトを起動しま

す。 

(2) 申請者ＩＤ及びパスワードを入

力し，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面が表示さ

れます。 

   「申請書作成」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

(4) 「申請様式一覧選択」画面が表

示されますので，「登記申請書（会

社用）：株式会社，特例有限会社，

合名会社，合資会社，合同会社，

外国会社【署名要】」を選択し，「選

択」ボタンをクリックします。 
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(5) 「申請書作成・編集」画面が表

示されますので，作成する申請書

の件名(任意)を入力します。 

 

※ 件名の入力は必須ですが，飽

くまで利用者の管理のための項

目ですので，自由に設定してく

ださい。 

※ 以下，編集を中断し，一時保

存するときは，「一時保存」ボタ

ンをクリックします。申請書の

一時保存がされると，右のメッ

セージが表示されますので，

「OK」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

(6) 電子納付を行う際に必要となる

納付情報を，全角カナ文字２４文

字以内で入力します。 

 

 ※ 「納付情報」の「氏名または

法人団体名」欄に入力できる文

字については，「２－３－１ 申

請書等に情報を入力する」を参

照してください。 

  

(7) 申請書の名称を全角文字で入力

します。 

例：「株式会社設立登記申請書」，

「株式会社変更登記申請書」

など 
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(8) 申請対象となる会社・法人の情

報を入力します。 

 

※ 会社・法人の特定方法は，「オ

ンライン会社・法人検索」，「証

明書情報取込」及び「会社・法

人情報直接入力」の３種類があ

ります。 

 

・「オンライン会社・法人検索」

利用の場合 

   → (9) ～ (15)を参照 

・「証明書情報取込」利用の場

合 

   → (16) ～ (19)を参照 

・直接入力する場合 

   → (20) ～ (23)を参照 
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【「オンライン会社・法人検索」利用の場合】 

(9) 「オンライン会社・法人検索」

が選択されていることを確認しま

す。 

 

※ 初期画面では，「オンライン会

社・法人検索」が選択されてい

ます。 

 

(10) 「会社・法人情報取得」ボタ

ンをクリックします。 

 

※ 登記・供託オンライン申請

システムにログインしていな

い場合，「会社・法人情報取得」

ボタンをクリック時に「ログ

イン」画面が表示されるため，

ログインしてください。 

  

(11) オンライン登記情報検索サー

ビスの「商業・法人登記情報の

検索」画面が表示されます。 

 

※ 商業・法人の検索は， 

(11)-1. 漢字名で登録されて

いる会社名で検索する

「商号・名称」， 

(11)-2. 会社名のよみで検索

する「ヨミカナ」， 

(11)-3. 会社法人等番号で検

索する「会社法人等番

号」 

の 3 種類があります。 
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【(11)-1.「商号・名称」で検索をす

る場合】 

① 検索方法の「商号・名称」を

選択します。 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

※ 商号・名称がはっきり分か

らない場合には，分かってい

る部分に合わせて，次の検索

方法を選択してください。 

・ 商号・名称の先頭から一

部 の み 分 か っ て い る 場

合：前方一致 

・ 商号・名称の任意の一部

のみ分かっている場合：部

分一致 

 

 

③ 「区分」の選択で「商業及び

法人」は全ての種別の中から，

「商業」，「法人」は各々の種別

からのみ検索を行います。 

 

 

 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，商号・名称の情報を入力し

ます（「株式会社」などの会社・
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法人種別を表す文字は入力しな

いでください。）。 

なお，「＆」，「'」，「，」，「‐」，

「．」，「・」及び空白については，

そのまま商号どおり入力しない

とエラーになります。 

 

（「前方一致」又は「完全一致」

で検索する場合） 

商号・名称を全角で入力しま

す。 

 

（「部分一致」で検索する場

合） 

文字列 1～3 を全角で入力し

ます。 

 

※ 商号又は名称中に外字を含

んでいる会社・法人などにつ

いては，「商号・名称」中に外

字を含んで入力して会社・法

人などを検索すると，会社・

法人などの記録がない旨のメ

ッセージが表示される場合が

あります。この場合は，「ヨミ

カナ」による検索を行ってく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「本支店・事務所」欄につい  

  て 

⑤-1.「市区町村を指定して検

索」， 

⑤-2.「都道府県を指定して検

索」， 

⑤-3.「全国から検索」 

のいずれかを選択します。  
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【⑤-1.「市区町村を指定して検索」

の場合】 

都道府県を選択後，市区町村

を入力します。市区町村の入力

方法は以下のとおり「所在選択」

と「直接入力」の 2 通りの方法

がありますので，いずれかの方

法により指定してください。 

 

「所在選択」  

市区町村をクリックすること

により，「商業・法人登記情報の

検索」画面に戻り，選択した所

在が表示されます。 

なお，所在の確定をする前に

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，所在を確定しないま

ま「商業・法人登記情報の検索」

画面に戻ります。 

 

「直接入力」 

「直接入力」にチェックを入

れ，所在を全角で入力します。 

 

※ 外字は入力できません。 
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【⑤-2.「都道府県を指定して検索の

場合】 

都道府県を選択します。 

「都道府県を指定して検索」

を選択の場合，市区町村の入力

をする必要はありません。 

 

【⑤-3.「全国から検索」の場合】 

「全国から検索」を選択しま

す。なお，都道府県の選択，市区

町村の入力をする必要はありま

せん。 

 

※ 「全国から検索」を選択し，

かつ，前方一致検索をする場

合には，先頭から２文字以上

を入力する必要があります。 

※ 支店登記簿については，全

国検索の対象外ですので，「市

区町村を指定して検索」又は

「都道府県を指定して検索」

により検索してください。 

また，外国会社について

は，同じ会社法人等が複数表

示される場合がありますの

で，検索対象を絞るため，「市

区町村を指定して検索」を選

択し，日本における営業所の

ある市区町村を指定して検

索してください。 
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【(11)-2.「ヨミカナ」で検索をする

場合】 

① 検索方法の「ヨミカナ」を選

択します。 

 

 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

 

③ 「区分」を選択します。 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，ヨミカナの情報を入力しま

す（「カブシキカイシャ」などの

会社・法人種別を表す文字は，

入力しないでください。）。 

なお，商号中に「＆」，「'」，「，」，

「‐」，「．」，「・」及び空白が用

いられている場合であっても，

これらの符号の入力をするとエ

ラーになりますので，入力不要

です。「＆」については，「アン

ド」とその読みを入力してくだ
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さい。 

 

※ 実際の商号又は名称の読み

方とは異なる読み方をしてい

る場合がありますので，「ヨミ

カナ」で検索する場合におい

て，会社・法人などの記録が

ない旨のメッセージが表示さ

れた場合は，異なるヨミカナ

を入力するか，「商号・名称」

による検索を行ってくださ

い。  

⑤ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

  ※ 選択の方法は【(11)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 

 

  

【(11)-3.「会社法人等番号」で検索

をする場合】 

① 検索方法の「会社法人等番号」

を選択します。 

 

※ 支店登記簿を検索する場合

は，登記事項証明書に記載さ

れている管理番号を入力して

ください。 

 

② 「会社法人等番号（4 桁‐2

桁‐6 桁（12 桁））」（全角又は

半角）を入力します。 
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③ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

  ※ 選択の方法は【(11)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 

 

 

(12) 「商業・法人登記情報の検索」

画面に戻りますので（「本支店・

事務所」の入力欄に(11)で選ん

だ市区町村が表示されます。），

「検索」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 右画面は「商号・名称」を

入力して検索しています。 

  

(13) 「会社・法人検索結果」画面

が表示されますので，該当の会

社・法人等をチェックし，「追加」

ボタンをクリックします。 

 

※ 最大１０件まで選択するこ

とができます。 

 

 

(14) 選択した会社・法人が「商業・

法人登記情報の検索」画面の「選

択された会社・法人」欄に表示

されます。 
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(15)  選択した会社・法人情報を

「申請書作成・編集」画面に反

映します。 

 

  ※ 反映する方法は， 

(15)-1. 「申請書作成・編集」

画面に直接反映する， 

(15)-2.ファイルをダウンロー

ドして取り込む 

の２種類があります。 

 

 

【(15)-1.「申請書作成・編集画面」

に直接反映する場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「確定」ボタンをクリッ

クします。 

 

② 「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

対象の会社・法人情報が取り

込まれていることを確認しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，登記申請書，登記嘱託

書にて会社・法人情報の読込を
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行った場合，対象の会社・法人

の管轄登記所が登記申請書下部

の申請先登記所に反映されま

す。 

 

 

【(15)-2.ファイルをダウンロード

して取り込む場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「会社・法人情報ファイ

ルをダウンロードする場合は，

こちらをクリックしてくださ

い。」リンクをクリックします。 

 

② 「ファイルのダウンロード」

画面が表示されますので，「保

存」ボタンをクリックし，会社・

法人等の情報を任意のフォルダ

に保存します。 

 

※ 例えば，デスクトップに「連

携ファイル保存」というフォ

ルダを作成し，そのフォルダ

の中に保存します。 
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③ 「申請書作成・編集」画面に

戻り，ダウンロードした会社・

法人情報を読み込みます。 

「会社・法人情報読込」ボタ

ンをクリックします。 

 

④ 「会社情報選択」画面が表示

されます。 

「ファイル読み込み」ボタン

をクリックします。 

 

⑤ 「会社法人情報ファイル読み

込み」画面が表示されますので，

先ほどダウンロードした会社・

法人情報ファイルを選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 
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※ 最新ではない会社・法人情

報ファイルを読み込もうとし

た場合には，右の確認メッセ

ージが表示されます。 

「OK」ボタンをクリック

することで読み込むことは

可能ですが，最新の情報を取

得し，使用することをお勧め

します。 

 

 

⑥ 「会社情報選択」画面に戻り

ます。 

取り込む会社・法人情報を選

択し，「設定」ボタンをクリック

します。 

 

※ 登記の申請の場合には，一

つの会社・法人情報の選択が

できます。 

 

※ 証明書の請求の場合には，

複数の会社・法人情報を選択

することができます。この場

合には，Ctrl キーを押しなが

ら，会社・法人情報を選択し

てください。全ての会社・法

人情報を選択する場合には，

「全選択」ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

  

 

  



 

274 

 

⑦ 「申請書作成・編集」画面に戻

ります。 

対象の会社・法人情報が取り

込まれていることを確認しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，登記申請書，登記嘱託書

にて会社・法人情報の読込を行っ

た場合，対象の会社・法人の管轄

登記所が登記申請書下部の申請先

登記所に反映されます。 
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【「証明書情報取込」利用の場合】 

(16) 「証明書情報取込」ボタンを

クリックします。 

 

(17) 「電子証明書の選択」画面が

表示されますので，使用する電

子証明書を選択し，「開く」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

(18) 電子証明書に対するパスワー

ドを入力し，「確定」ボタンをク

リックします。 

 

 

(19) 電子証明書の情報を基に，対

象の会社・法人情報や申請人情

報などが自動入力されます。 

 また，対象の会社・法人の管

轄登記所が登記申請書下部の申

請先登記所に表示されます。 

(19)に進みます。 
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※ (20)～(23)は，直接入力す

る場合の説明です。 
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【直接入力する場合】 

(20) 「会社・法人情報直接入力」

をクリックします。 

 

 

(21) 「会社種別」欄から，対象の

会社種別を選択します。 

「株式会社」，「有限会社」，「合

名会社」，「合資会社」，「合同会

社」又は「外国会社」を選択す

ることができます。 

 

 

(22) 「会社法人等番号」を半角数

字で入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，「-」

を除く数値１２桁を入力しま

す。 

例：「0199-01-009999」の

場合には， 

「019901009999」と入力

します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，１２

桁の数字です。また，社会保障・

税番号制度（マイナンバー制度）

により会社法その他の法令の規
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定に基づき設立の登記をした法

人に指定される法人番号（１３

桁）は，登記簿に記録された会

社法人等番号（１２桁）の前に

１桁の数字を付したものです。 

 

※ 「会社法人等番号」が不明な

場合又は設立登記申請の場合に

は，入力する必要はありません。 

 

(23) 「商号」と「本店」を全角文

字で入力します。 

 

 

(24) 「支店の登記」などの場合に

は，該当する項目をプルダウン

メニューから選択し，全角文字

で入力します。 

「支店」，「営業所（外国会

社）」，「代表者の住所（外国会

社）」を選択することができま

す。 

 

※ 外国会社の場合には，日本

に営業所があるときには「営

業所（外国会社）」を選択し，

日本に営業所がないときには

「代表者の住所（外国会社）」

を選択します。該当しない場

合には，入力する必要はあり

ません。 
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(25) 「登記の事由」を全角文字で

入力します。 

 

例：「平成○○年○○月○○日発

起設立の手続終了」，「取締

役，代表取締役及び監査役

の変更」など 

  

 

(26) 「登記すべき事項」を入力し

ます。 

「別紙表示」ボタンをクリッ

クします。 

 

(27) 「別紙作成」画面が表示され

ますので，「登記すべき事項」を

全角文字で，入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

(28) 「別紙」の作成には法務省ホ

ームページに掲載されているも

のと同様の作成例を引用するこ

とができます。 

「作成例の種別」欄から，該

当する項目を選択します。 

「株式会社関係」，「合資会

社・合名会社・合同会社関係」
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から選択します。 

 

(29) 続けて，「作成例」欄から，該

当する項目を選択し，「転記」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(30) 「別紙（登記すべき事項）」欄

に作成例が表示されますので，

これを基に必要な情報を入力し

て，「終了」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
(31) 「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 
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(32) 「課税標準金額」及び「登録

免許税額」を半角数字で入力し

ます。 

「課税標準金額」欄には，設

立登記の場合の資本金の額や，

増資の場合の増加する資本金の

額など，金額によって登録免許

税額に変動が生じる場合に，そ

の金額を入力します。 

例 ： 金 １ 万 円 の 場 合 に は ，

「10000」と入力します。 

 

 

非課税の場合には，「非課税又

は軽減措置」をクリックし，非

課税又は軽減措置が適用になる

法律上の根拠を括弧内に全角文

字で入力します。 

例：「登録免許税法第５条第４

号」 

 

 

 

(33) 「添付書類」の名称及び通数

を全角文字で入力します。 

※ 「添付書類」をオンライン

ではなく，別途，登記所あて

に郵送又は持参する場合に

は，その旨を記載してくださ

い。 

※ 商業登記法の規定により登

記の申請書に添付しなければ

ならないとされている登記事

項証明書は，申請書に会社法

人等番号を記載した場合には

添付を省略することができま

す。会社等の登記事項証明書

の添付を省略するときは，省

略する旨及び当該会社等の会
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社法人等番号を入力してくだ

さい。 

 例： 

登記事項証明書 添付省略 

（会社法人等番号 １１１１

－１１－１１１１１１） 

 

(34) 「印鑑届出の有無」を選択し

ます。 

「有」の場合には，別途，印

鑑届書を登記所に郵送又は持参

してください。 

 

 

(35) 「申請年月日」を全角文字で

入力します。申請書作成日があ

らかじめ入力されていますの

で，必要に応じて修正してくだ

さい。 

修正する場合には，「カレンダ

ー」ボタンをクリックして，表

示されるカレンダーから該当の

日を選択すると，「申請年月日」

欄に反映されます。 

 

 

(36) 「申請人」の情報として，会

社の「本店」，「商号」，「代

表者住所」，「資格」及び「氏

名」を全角文字で入力します。 
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(37) 「代理人」による登記申請の

場合には，「代理人」の「住所」

及び「氏名」を全角文字で入力

します。 

    

※ 「登録事項転記」ボタンを

クリックすると，あらかじめ

登録した情報が反映されま

す。 

 

 

(38) 登記の申請を行う「申請先登

記所」を入力します。 

「申請先登記所選択」ボタン

をクリックします。 

 

※ オンライン会社・法人検索

により情報読込を行った場合

や「証明書情報取込」を行っ

た場合には，自動的に申請先

登記所も入力されています。 

 

 

(39) 「登記所選択」画面から都道

府県を選択し，下側に表示され

る登記所の一覧から，該当する

登記所を選択し，「設定」ボタン

をクリックします。 

 

① 

② 
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(40) 「申請先登記所」が入力され

ます。 

 

 

(41) 「経由の有無」を選択します。 

 

※ 他の登記所の管轄区域内へ

の本店移転など，旧本店所在

地などを管轄する登記所を経

由する登記申請の場合のみ，

「有」をクリックし，新本店

所在地などを管轄する登記所

名を入力します。 

詳しくは，「７－２ 他の登

記所の管轄する区域への本店

移転の登記申請の例」を参照

してください。 

 

 

 

 

(42) その他，申請書に特に記載す

べき事項がある場合には，「その

他の申請書記載事項」欄に全角

文字で入力します。 
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(43) 代理人による登記申請の場合

には，「委任状」を作成すること

ができます。 

「委任状の作成」ボタンをク

リックします。 

 

※ 電子署名の付与を要するオ

ンライン申請を代理人により

申請する場合において，添付

情報として「委任状（電子署

名付き）」を添付せず，申請用

総合ソフトの申請書様式に組

み込まれた「委任状」を利用

するときは，委任状を含む申

請書に対して，委任者及び代

理人の双方が電子署名をする

必要があります。 

 

 

(44) 「登記申請書補助」画面が表

示されますので，「委任事項」を

全角文字で入力し，「終了」ボタ

ンをクリックします。 

 

※ 代理人及び委任者において

は，「申請書作成・編集」画面

で入力した，申請人及び上記

代理人の内容が自動複写され

ています。 

 

※ 「委任事項」にはあらかじ

め入力例が入力されています

ので，必要に応じて修正して

ください。 
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(45) 必要事項の入力が完了した

ら，「チェック」ボタンをクリッ

クし，登記申請書の形式チェッ

クを行います。 

 

 

※ 入力した内容に不備がなけ

れば，右のようなウィンドウ

が表示されます。 

 

 

※ 入力した内容に不備がある

場合には，画面上にエラーメ

ッセージが表示されます。 

該当項目がオレンジ色で表

示されますので該当項目の修

正を行い，再度「チェック」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

  

※ 申請用総合ソフトで申請情

報，補正情報などに漢字を入

力する際は，ＪＩＳ第一水準，

ＪＩＳ第二水準及びＪＩＳ非

漢字（ＪＩＳ Ｘ ０２０８）

については，通常の入力方法

で，第三水準・第四水準文字

については，「チェック」又は

「完了」ボタンクリック時の

自動置換機能で，入力するこ
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とができます。 

これら以外の文字について

は，漢字検索機能を利用して

入力することができます。漢

字検索機能を利用しないで入

力した場合は，「チェック」又

は「完了」ボタンクリック時

に編集エラーとなり，エラー

の内容が表示されます。 

詳細については，「２－４ 

漢字検索を行う」及び，「２－

５ 第三水準・第四水準文字

の自動置換機能を使用する」

を参照してください。 

(46) 「プレビュー表示」ボタンを

クリックします。作成中の申請

書のプレビューがブラウザで表

示されますので，申請書の内容

を確認します。 
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(47) チェック結果を確認し，エラ

ーがない場合には，「完了」ボタ

ンをクリックします。 

 

(48) 編集した内容の保存に関する

確認メッセージが表示されま

す。 

「はい」ボタンをクリックす

ると，申請書の保存を行います。 

「いいえ」ボタンをクリック  
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すると，申請書の保存を行わず

に編集処理を終了します。 

「キャンセル」ボタンをクリ

ックすると，申請書の保存を行

わずに，「申請書作成・編集」画

面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

(49) 申請書が保存されると，右の

メッセージが表示されますの

で，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(50) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

「商業・法人」タブを選択す

ると，作成済み【未署名】の申

請書が表示されます。 
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７－１－２ 添付情報の設定 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書に

ファイルを添付します。 

対象の申請書を選択し，「ファイ

ル添付」ボタンをクリックします。 

 

※ 添付ファイルを添付できるの

は，「処理状況」欄が「作成中」，

「作成済み【未署名】」又は「未

送信」の申請書です。 

 

 

(2) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されますので，添付ファイルの

種別を選択します。 

 「ファイル追加」ボタンをクリ

ックします。 
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(3) 「添付ファイルの選択」画面が

表示されますので，使用する文書

を選択し，「開く」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを添付するこ

とができます。この場合には，

Ctrl キーを押しながら，対象の

ファイルを選択してください。 

 

※ 同名のファイルを複数添付す

ることはできません。 

 

 

(4) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されます。添付ファイルを選択

後，「表示」ボタンをクリックし，

添付ファイルの内容を確認するこ

とができます。 
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(5) 「添付ファイル一覧」欄から削

除する場合には，対象のファイル

を選択し，「削除」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを「添付ファ

イル一覧」欄から削除する場合

には，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルを選択してくだ

さい。 

 

 

(6) 「削除確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。「添付ファイル一覧」画面

に戻ります。 

 

 

 

 

    



 

293 

 

(7) 申請書に添付するファイル確定

後，「保存」ボタンをクリックしま

す。対象の申請書に添付ファイル

を添付します。 

なお，「中止」ボタンをクリック

した場合には，対象の申請書に添

付ファイルを添付せず，「添付ファ

イル一覧」画面を閉じます。 
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７－１－３ 申請書への電子署名 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書に

電子署名を付与します。 

対象の申請書を選択し，「署名付

与」ボタンをクリックします。 

 

※ 申請書に添付ファイルがある

ときは，添付ファイル一覧に表

示されます。 

ダブルクリックして内容を確

認することもできます。 

 

※ 1 回の署名操作で，複数の申

請書に連続して電子署名を付与

することができます。この場合

には，Ctrl キーを押しながら，

署名対象の申請書をクリック

し，選択してください。 

 

 

 

(2) 「署名対象申請一覧」画面が表

示されますので，署名に使用する

メディア（IC カード又はファイル

形式）を選択します。 

 

【IC カードに格納された電子証明

書の場合】 

「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「IC カード差し込み確

認」画面が表示されますので，カ

ードリーダへ IC カードを差し込

み，「OK」ボタンをクリックしま

す。 
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【ファイル形式の電子証明書の場

合】 

「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「電子証明書ファイルの

選択」画面が表示されますので，

使用する電子証明書を選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 

 

 

(3) IC カード又は電子証明書に対す

るパスワードを入力し，「確定」ボ

タンをクリックします。 
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(4) 署名の付与が完了すると，右の

メッセージが表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 「署名対象申請一覧」画面に戻

ります。対象の申請書の「状態」

欄が「署名付与完了」であること

を確認し，「閉じる」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(6) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。署名済みの申請書は，「情報」

欄に「署」マークが表示されます。 

署名の付与が完了すると「処理

状況」欄が「作成済み【未署名】」

から「未送信」に更新されます。 

   

※  署名を付与した申請書に対

し，再度編集又はファイル添付

を行うと，署名が外れます。処

理終了後，改めて署名を付与し

てください。 
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７－１－４ 申請情報の送信 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書を

送信します。 

対象の申請書を選択し，「申請デ

ータ送信」ボタンをクリックしま

す。 

なお，複数の申請書を送信する

場合には，Ctrl キーを押しながら，

対象の申請書をクリックし，選択

してください。 

 

 

※ 送信する際，添付すべきファ

イルが添付されていない場合，

添付情報の確認を促す旨のエラ

ーメッセージが表示される場合

があります。添付情報に問題が

なく，そのまま送信する場合は

「OK」ボタンをクリックしま

す。添付情報の再確認を行う場

合は，「キャンセル」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画面

に戻り，確認してください。 

      なお，公文書ファイルが添付

されていない場合には，本エラ

ーメッセージは表示されません

ので注意してください。 
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(2) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面が表示されます。 

申請を行う申請書の「送信対象」

欄をチェックし，「送信」ボタンを

クリックします。 

この際，連件・同時申請を行う

場合には，「順番」欄に順番を入力

します。 

 

※ 一回に送信できる申請件数は

50 件までです。 

    

※ 異なる申請先登記所に対して

連件・同時申請を行った場合に

は，エラーとなります。「送信不

可」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックしま

す。同一の申請先登記所に対し

て，連件・同時申請を行ってく

ださい。 

 

 

(3) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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(4) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面に戻ります。 

対象の申請書の「状態」欄が「送

信完了」であることを確認後，「閉

じる」ボタンをクリックし，「処理

状況表示」画面に戻ります。 
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７－２ 他の登記所の管轄する区域への本店移転の登記申請の例 

ここでは，「横浜地方法務局湘南支局」の管轄区域内（旧本店所在地）に登記されている会社

が「東京法務局（本局）」の管轄区域内（新本店所在地）へ本店移転する場合の操作方法を説明

します。 

 

他の登記所の管轄する区域への本店移転の登記申請を行う場合に必要となる，次の２件の登

記申請書を作成します。 

① 旧本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書 

② 新本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書 

なお，法人の主たる事務所移転の場合も，同様の方法で作成します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

７－２－１ 旧本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書（１件目）の編集 

１件目として，旧本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書を作成します。 

 

(1) 「処理状況表示」画面の「申請

書作成」ボタンをクリックします。 

 

 

「東京法務局 

（本局）」の管轄 

申請① 

本店移転 

「横浜地方法務局 
湘南支局」の管轄 

申請② 

旧本店所在地 新本店所在地 
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(2) 「申請様式一覧選択」画面が表

示されますので，「登記申請書（会

社用）：株式会社，特例有限会社，

合名会社，合資会社，合同会社，

外国会社【署名要】」を選択し，「選

択」ボタンをクリックします。 

 

 

(3) 「申請書作成・編集」画面が表

示されますので，次の事項を入力

します。 

① 申請書の件名 

② 電子納付を行う際に必要とな

る納付情報 

③ 申請書の名称 

例：「株式会社本店移転登記申請

書」 

 

 

(4) 申請対象となる会社情報を入力

します。 

ここでは，「オンライン会社・

法人検索」を利用して情報の読込

を行います。 

 

③

②①
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(5) 「登記の事由」を入力します。 

例：「本店移転」など 

 

 

(6) 「登記すべき事項」を「別紙表

示」ボタンをクリックして入力し

ます。 

 

 

 

※ 「作成例」欄から，該当する

項目を選択し，「転記」ボタンを

クリックすると，「別紙（登記す

べき事項）」欄に作成例が表示さ

れますので，必要な情報を入力

します。 

 

(7) 次の事項を入力します。 

① 「課税標準金額」及び「登録

免許税額」 

② 「添付書類」欄 

 

 

① 

② 
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(8) 「申請人」の情報として，会社

の「本店」，「商号」，「代表者

住所」，「資格」及び「氏名」を

全角文字で入力します。 

 

 

(9) 「申請先登記所」には，オンラ

イン会社・法人検索により会社情

報とともに読み込んだ旧本店所在

地を管轄する登記所が自動で反映

されていることを確認します（本

件では，「横浜地方法務局湘南支

局」）。 

    

※ 必要に応じて，「申請先登記

所選択」ボタンから修正を行う

ことができます。 

 

 

(10) 「経由の有無」について「有」

を選択します。 

 

※ 「管轄登記所」欄の入力は

不要です（この欄は，2 件目

の新本店所在地を管轄する登

記所宛ての登記申請書を作成

するときに使用します。）。 
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(11) その他の申請情報を入力し，

申請書の形式チェック（７－１

－１ 申請書の編集 (45)を参

照）を行った後，作成を完了し

ます。 

 

※ その他の申請情報の入力方

法，申請書の作成の完了方法，

申請書の送信方法について

は，「７－１ 会社の設立登記

又は変更登記申請書の作成」

を参照してください。 
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７－２－２ 新本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書（２件目）の編集 

２件目として，新本店所在地を管轄する登記所宛ての登記申請書を作成します。 

※ 旧本店所在地を管轄する登記所を経由して申請する必要があるため，オンライン

登記申請の送信先登記所は，旧本店所在地を管轄する登記所となりますので，注意

してください。 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から「申請書作成」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(2) 「申請様式一覧選択」画面が表

示されますので，「登記申請書（会

社用）：株式会社，特例有限会社，

合名会社，合資会社，合同会社，

外国会社【署名要】」を選択し，「選

択」ボタンをクリックします。 

 

 

 

(3) 「申請書作成・編集」画面から

次の事項を入力します。 

① 作成する申請書の件名 

② 電子納付を行う際に必要とな

る納付情報 

③ 申請書の名称 

例：「株式会社本店移転登記申請

書」 

 

 

① ② 

③ 
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(4) 会社・法人情報として，「会社種

別」欄から，対象の会社種別を選

択し，「商号」及び「本店」（新本

店）を全角文字で入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」欄は，新

本店所在地を管轄する登記所に

おいて，新たに発番されるため，

入力は不要です。 

 

 

(5) 「登記の事由」を入力します。 

 

例：「本店移転」など 

 

 

(6) 「登記すべき事項」を「別紙表

示」ボタンをクリックして入力し

ます。 
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※ 「作成例」欄から，該当する

項目を選択し，「転記」ボタンを

クリックすると，「別紙（登記す

べき事項）」欄に作成例が表示さ

れますので，必要な情報を入力

します。 

 

(7) 「印鑑届出の有無」について「有」

を選択します。 

 

※ 印鑑届書は，別途，登記所宛

てに郵送又は持参してくださ

い。 

  

(8) 次の事項を入力します。 

① 「課税標準金額」及び「登録

免許税額」 

② 「添付書類」欄 

 

(9) 「申請人」の情報として，会社

の「本店」，「商号」，「代表者

住所」，「資格」及び「氏名」を

全角文字で入力します。 

 

① 
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(10) 登記の申請を行う「申請先登

記所」を入力します。 

「申請先登記所選択」ボタン

をクリックします。 

 

 

(11) 「登記所選択」画面が表示さ

れますので，登記所の所在する

都道府県を選択し，下側に表示

される登記所の一覧から，新本

店所在地を管轄する登記所では

なく，経由する旧本店所在地を

管轄する登記所を選択し，「設

定」ボタンをクリックします（本

例では「横浜地方法務局湘南支

局」）。 

 

 

(12) 「申請先登記所」が入力され

ます。 
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(13) 「経由の有無」について「有」

を選択します。 

 

※ 「管轄登記所」欄には，新

本店所在地を管轄する登記所

の名称を全角文字で入力しま

す（本例では「東京法務局」）。 

 

(14) その他の申請情報を入力し，

申請書の形式チェックを行った

後，作成を完了します。 

 

※ その他の申請情報の入力方

法，申請書の作成の完了方法，

申請書の送信方法について

は，「７－１ 会社の設立登記

又は変更登記申請書の作成」

を参照してください。 
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７－２－３ 添付情報の設定 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書に

ファイルを添付します。 

対象の申請書を選択し，「ファイ

ル添付」ボタンをクリックします。 

 

※ 添付ファイルを添付できるの

は，「処理状況」欄が「作成中」，

「作成済み【未署名】」又は「未

送信」の申請書です。 

  

 

(2) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されますので，添付ファイルの

種別を選択します。 

 「ファイル追加」ボタンをクリ

ックします。 
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(3) 「添付ファイルの選択」画面が

表示されますので，使用する文書

を選択し，「開く」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを添付するこ

とができます。この場合には，

Ctrl キーを押しながら，対象の

ファイルをクリックし，選択し

てください。 

 

※ 同名のファイルを複数添付す

ることはできません。 

 

 

(4) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されます。添付ファイルを選択

後，「表示」ボタンをクリックし，

添付ファイルの内容を確認するこ

とができます。 
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(5) 「添付ファイル一覧」欄から削

除する場合には，対象のファイル

を選択し，「削除」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを「添付ファ

イル一覧」欄から削除する場合

には，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルを選択してくだ

さい。 

 

 

(6) 「削除確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。「添付ファイル一覧」画面

に戻ります。 
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(7) 申請書に添付するファイルを確

定後，「保存」ボタンをクリックし

ます。対象の申請書に添付ファイ

ルを添付します。 

なお，「中止」ボタンをクリック

した場合には，対象の申請書に添

付ファイルを添付せず，「添付ファ

イル一覧」画面を閉じます。 
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７－２－４ 申請書への電子署名 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した２件の申

請書に署名を付与します。 

Ctrl キーを押しながら，対象の

２件の申請書を選択し，「署名付

与」ボタンをクリックします。 

 

 

   

 

 

(2) 「署名対象申請一覧」画面が表

示されますので，署名に使用する

メディア（IC カード又はファイル

形式）を選択します。 

 

【IC カードに格納された電子証明

書の場合】 

「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「IC カード差し込み確

認」画面が表示されますので，カ

ードリーダへ IC カードを差し込

み，「OK」ボタンをクリックしま

す 
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【ファイル形式の電子証明書の場

合】 

「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「電子証明書ファイルの

選択」画面が表示されますので，

使用する電子証明書を選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 

 

 

(3) IC カード又は電子証明書に対す

るパスワードを入力し，「確定」ボ

タンをクリックします。 
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(4) 署名の付与が完了すると，右の

メッセージが表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 「署名対象申請一覧」画面に戻

ります。対象の申請書の「状態」

欄が「署名付与完了」であること

を確認し，「閉じる」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

(6) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。署名済みの申請書は，「情報」

欄に「署」マークが表示されます。 

署名の付与が完了すると「処理

状況」欄が「作成済み【未署名】」

から「未送信」に更新されます。 
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７－２－５ 申請情報の送信 

    

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した２件の申

請書を送信します。 

Ctrl キーを押しながら，対象の

２件の申請書を選択し，「申請デー

タ送信」ボタンをクリックします。 

 

 

 

※ 送信する際，添付すべきファ

イルが添付されていない場合，

添付情報の確認を促す旨のエラ

ーメッセージが表示される場合

があります。添付情報に問題が

なく，そのまま送信する場合は

「OK」ボタンをクリックしま

す。添付情報の再確認を行う場

合は，「キャンセル」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画面

に戻り，確認してください。 

   なお，公文書ファイルが添付

されていない場合には，本エラ

ーメッセージは表示されません

ので注意してください。 
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(2) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面が表示されます。 

申請を行う申請書の「送信対象」

欄をチェックし，「順番」欄に順番

を入力します（連件・同時申請）。

「送信」ボタンをクリックします。   

 

※ 異なる申請先登記所に対して

連件・同時申請を行った場合に

は，エラーとなります。「送信不

可」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックしま

す。同一の申請先登記所に対し

て，連件・同時申請を行ってく

ださい。 

 

 

 

(3) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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(4) 「送信前申請一覧」画面に戻り

ます。 

対象の申請書の「状態」欄が「送

信完了」であることを確認後，「閉

じる」ボタンをクリックし，「処理

状況表示」画面に戻ります。 
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７－３ 会社の本店及び支店の登記一括申請の登記申請の例 

本店所在地を管轄する登記所においてすべき登記と支店所在地を管轄する登記所においてす

べき登記を同時に申請する場合の操作方法を説明します（本・支店一括申請）。 

ここでは，支店を異なる登記所の管轄に設置した場合において，本・支店一括申請する場合

の操作例を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

７－３－１ 申請書の編集 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況表

示」画面から「申請書作成」ボタン

をクリックします。 

 

 

 

東京法務局管轄 東京法務局港出張所管轄 東京法務局品川出張所管轄 横浜地方法務局管轄 

 

支店設置 本店 支店設置 支店設置 
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(2) 「申請様式一覧選択」画面が表示

されますので，「登記申請書（会社

用）（支店の登記同時申請用）【署名

要】」を選択し，「選択」ボタンをク

リックします。 

  

(3) 「申請書作成・編集」画面から，

次の事項を入力します。 

① 作成する申請書の件名 

② 電子納付を行う際に必要とな

る納付情報 

③ 申請書の名称 

例：「株式会社支店設置」登記申請

書（支店分一括申請用） 

 

 

(4) 申請対象となる会社情報を入力

します。 

 

① ②

③
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(5) 本店所在地を管轄する登記所に

おいて申請すべき登記と同時に登

記する支店所在地を管轄する登記

所を入力します。 

① 「別紙１表示」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

② 「登記申請書補助」画面から

「登記所一覧」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

③ 「登記所選択」画面から，支

店所在地を管轄する登記所の所

在する都道府県を選択し，下側

に表示される登記所の一覧か

ら，支店所在地を管轄する登記

所を選択し，「設定」ボタンをク

リックします。 

 

 

④ 「登記申請書補助」画面に支

店所在地を管轄する登記所が入

力されます。 

 

※ 支店所在地を管轄する登記

所が複数ある場合には，同様

の手順で別の管轄登記所を追

加して入力します。 
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※ 同一の登記所の管轄区域内に

複数の支店が存在する場合に

は，当該登記所について，一つ

の支店を入力すれば足ります。 

 

(6) 支店所在地の住所を全角文字で

入力し，「終了」ボタンをクリック

します。 

 

 

(7) 「申請書作成・編集」画面に戻り

ます。 

 

 

(8) 「登記の事由」を入力します。  
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(9) 「登記すべき事項」を入力します。 

① 「別紙２表示」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

② 「別紙作成」画面が表示され

ますので，登記すべき事項を全

角文字で，入力します。 

 

※ 本店所在地を管轄する登記

所における登記すべき事項

と，支店所在地を管轄する登

記所における登記すべき事項

が異なる場合には，分けて記

載します。 

 

※ 別紙の作成には作成例を引

用することができます。 

「作成例の種別」欄から，

該当する項目を選択します。 

「株式会社関係」，「合資会

社・合名会社・合同会社関係」

又は「法人関係」を選択する

ことができます。 

 

 

 

 

 

続けて，「作成例」欄から，該

当する項目を選択し，「転記」ボ

タンをクリックすると，「別紙２

（登記すべき事項）」欄に作成例

が表示されますので，必要な情

報を入力して，「終了」ボタンを

クリックします。 

 

※ 複数の「作成例」を利用す
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る場合には，転記させた作成

例をコピーし，他の作成例を

転記したあとに，貼り付けを

行ってください。 

 

(10) 「申請書作成・編集」画面に戻

ります。 

 

 

(11) 本店所在地を管轄する登記所

分の登録免許税及び支店所在地

を管轄する登記所分の登録免許

税を，それぞれ「内訳」欄に半角

数字で入力します。 

 

※ 「登録免許税額」の合計は，

自動的に計算されます。 

 

 

(12) 本・支店一括申請のための「登

記手数料」及び「支店所在地登記

所数」を半角数字で入力します。 

 

※ 複数の支店が存在する場合

であっても，支店所在地を管

轄する登記所が１庁である場

合には，「支店所在地登記所

数」は１庁と入力します。 

 

※ 「納付額合計」は，自動的
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に計算されます。 

 

(13) 「添付書類」欄を入力します。 

 

 

(14) 「申請人」の情報として，会社

の「本店」，「商号」，「代表者

住所」，「資格」及び「氏名」を

全角文字で入力します。 

 

 

(15) 「代理人」による登記申請の場

合には，「代理人」の「住所」及

び「氏名」を全角文字で入力しま

す。 

    

※ 「登録事項転記」ボタンを

クリックすると，あらかじめ

登録した情報が反映されま

す。 
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(16) 登記の申請を行う申請先登記

所を入力します。 

「申請先登記所選択」ボタン

をクリックします。 

 

※ オンライン会社・法人情報

読込を行った場合には，会

社・法人情報読込時に申請先

登記所も入力されています。 

 

 

(17) 「登記所選択」画面が表示され

ますので，本店所在地を管轄する

登記所の所在する都道府県を選

択し，下側に表示される登記所の

一覧から，本店所在地を管轄する

登記所を選択し，「設定」ボタン

をクリックします。 

 

 

(18) 「申請先登記所」が入力されま

す。 
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(19) その他の申請情報を入力し，申

請書の形式チェックを行った

後，作成を完了します。 

 

※ その他の申請情報の入力方

法，申請書の作成の完了方法，

申請書の送信方法について

は，「７－１ 会社の設立登記

又は変更登記申請書の作成」

を参照してください。 

 



 

329 

 

７－３－２ 添付情報の設定 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書に

ファイルを添付します。 

対象の申請書を選択し，「ファイ

ル添付」ボタンをクリックします。 

 

※ 添付ファイルを添付できるの

は，「処理状況」欄が「作成中」，

「作成済み【未署名】」又は「未

送信」の申請書です。 

  

 

(2) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されますので，添付ファイルの

種別を選択します。 

 「ファイル追加」ボタンをクリ

ックします。 
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(3) 「添付ファイルの選択」画面が

表示されますので，添付するファ

イルを選択し，「開く」ボタンをク

リックします。 

 

※ 複数のファイルを添付するこ

とができます。この場合には，

Ctrl キーを押しながら，対象の

ファイルを選択してください。 

 

※ 同名のファイルを複数添付す

ることはできません。 

 

 

(4) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されます。添付ファイルを選択

後，「表示」ボタンをクリックし，

添付ファイルの内容を確認するこ

とができます。 
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(5) 「添付ファイル一覧」欄から削

除する場合には，対象のファイル

を選択し，「削除」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを「添付ファ

イル一覧」欄から削除する場合

には，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルをクリックし，

選択してください。 

 

 

(6) 「削除確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。「添付ファイル一覧」画面

に戻ります。 
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(7) 申請書に添付するファイルを確

定後，「保存」ボタンをクリックし

ます。対象の申請書に添付ファイル

を添付します。 

なお，「中止」ボタンをクリック

した場合には，対象の申請書に添付

ファイルを添付せず，「添付ファイ

ル一覧」画面を閉じます。 
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７－３－３ 申請書への電子署名 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書に

署名を付与します。 

対象の申請書を選択し，「署名付

与」ボタンをクリックします。 

 

※ 申請書に添付ファイルがある

ときは，添付ファイル一覧に表

示されます。 

ダブルクリックして内容を確

認することもできます。 

 

※ 1 回の署名操作で，複数の申

請書に連続して電子署名を付与

することができます。この場合

には，Ctrl キーを押しながら，

署名対象の申請書をクリック

し，選択してください。 

 

 

 

(2) 「署名対象申請一覧」画面が表

示されますので，署名に使用する

メディア（IC カード又はファイル

形式）を選択します。 

 

【IC カードに格納された電子証明

書の場合】 

「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「IC カード差し込み確

認」画面が表示されますので，カ

ードリーダへ IC カードを差し込

み，「OK」ボタンをクリックしま

す。 
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【ファイル形式の電子証明書の場

合】 

「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「電子証明書ファイルの

選択」画面が表示されますので，

使用する電子証明書を選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 
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(3) IC カード又は電子証明書に対応

するパスワードを入力し，「確定」

ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 署名の付与が完了すると，右の

メッセージが表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 「署名対象申請一覧」画面に戻

ります。対象の申請書の「状態」

欄が「署名付与完了」であること

を確認し，「閉じる」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(6) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。署名済みの申請書は，「情報」

欄に「署」マークが表示されます。 

署名の付与が完了すると「処理

状況」欄が「作成済み【未署名】」

から「未送信」に更新されます。 
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７－３－４ 申請情報の送信 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した申請書を

送信します。 

対象の申請書を選択し，「申請デ

ータ送信」ボタンをクリックしま

す。 

なお，複数の申請書を送信する

場合には，Ctrl キーを押しながら，

対象の申請書をクリックし，選択

してください。 

 

 

※ 送信する際，添付すべきファ

イルが添付されていない場合，

添付情報の確認を促す旨のエラ

ーメッセージが表示される場合

があります。添付情報に問題が

なく，そのまま送信する場合は

「OK」ボタンをクリックしま

す。添付情報の再確認を行う場

合は，「キャンセル」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画面

に戻り，確認してください。 

    なお，公文書ファイルが添付

されていない場合には，本エラ

ーメッセージは表示されません

ので注意してください。 
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(2) 「送信前申請一覧」画面が表示

されます。 

申請を行う申請書の「送信対象」

欄をチェックし，「送信」ボタンを

クリックします。 

この際，連件・同時申請を行う

場合には，「順番」欄に順番を入力

します。 

 

※ 一回に送信できる申請件数は

50 件までです。 

   

 

※ 異なる申請先登記所に対して

連件・同時申請を行った場合に

は，エラーとなります。「送信不

可」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックしま

す。同一の申請先登記所に対し

て，連件・同時申請を行ってく

ださい。 
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(3) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

(4) 「送信前申請一覧」画面に戻り

ます。 

対象の申請書の「状態」欄が「送

信完了」であることを確認後，「閉

じる」ボタンをクリックし，「処理

状況表示」画面に戻ります。 
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７―４ 登記事項証明書（商業・法人）の交付請求 

登記事項証明書の請求を行う場合の交付請求書を作成し，送信します。 

登記事項証明書の交付方法は，「郵送」又は「窓口受取」を選択することができます。 

登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口での受取を希望する場合は，「窓口受取」を選

択してください。 

1 件の送付請求書で最大 99 件（1 件当たり最大 999 通）の証明書の請求を行うことができ

ます。証明書の種類は，履歴事項証明書, 現在事項証明書及び閉鎖事項証明書です。 

なお，オンライン請求した登記事項証明書は，指定した交付方法（請求書の送付先欄に記載   

された宛先に郵送する方法，登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法）

により交付されます。 

請求先登記所がどの登記所であっても，全国の会社・法人の登記事項証明書の請求を行うこ

とができます（システム上の制限がある場合を除きます。）。 

（注） 確認会社等で解散の事由が発生しているため印鑑証明書等の一部の証明書を取得する

ことができない会社・法人等に関しては，オンラインにより証明書を請求することがで

きませんので，御注意ください。 

 

※ 証明書の請求先が請求対象とされた会社・法人等の管轄登記所以外の登記所である場合の

注意事項 

以下の場合には，請求する証明書の種類及び請求事項（全部事項，一部事項又は代表者事

項のいずれか）にかかわらず，請求対象となる会社・法人等をシステムで自動的に特定する

ことができないため，「オンライン会社・法人検索」を利用するなどして，会社法人等番号や

登記された情報を請求書に入力した上で，請求する必要があります。 

(1) 交付請求書に会社法人等番号が入力されておらず，かつ，同一の商号・名称の会社・法

人等の登記（閉鎖されたものを含む。）が同一管轄登記所に複数存在する場合 

(2) 交付請求書に会社法人等番号が入力されておらず，かつ，証明書を請求する会社・法人

等の商号・名称が４０文字以上である場合 

(3) 交付請求書に入力された会社・法人等の商号・名称に外字としてイメージデータが添付

されている場合 

また，管轄の登記所の管轄区域内に，同一の商号・名称かつ同一の会社法人等番号の登記

記録が複数存在する場合において，最新でない登記記録の登記事項に係る閉鎖事項証明書を

取得しようとするときは，証明書交付請求書の特定情報欄に請求対象の登記記録の閉鎖年月

日を入力した上で管轄登記所宛てに請求してください。 

詳細は，法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html）

を御参照ください。 
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※ 証明書を登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合の注意事項 

(1) 「受取場所」として選択した登記所又は法務局証明サービスセンター以外の窓口では，

証明書を受け取ることができません。 

(2) 手数料は，登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で証明書を受け取る前に，あ

らかじめインターネットバンキング又はペイジー対応のＡＴＭ等を利用して，電子納付を

してください。登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で印紙等により，納付する

ことはできません。 

(3) 証明書を受け取る際には，処理状況画面から「納付」ボタンを押すと表示される「電子

納付」画面を印刷して（注），当該印刷されたものに，「請求に係る通数」を記入の上，登

記所に持参してください。これを持参していただけない場合は，証明書をお渡しすること

ができません。 

（注） この画面を印刷したものに代えて，次の情報を記載した書面を提出しても差し支え

ありません。 

① 証明書の受取人の氏名・住所  

② 請求に係る通数 

③ 申請番号 

(4) 請求された証明書は，請求から１か月以内に受け取ってください。受け取らないまま１

か月を経過しますと，作成した証明書は廃棄されます。 
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７－４－１ 交付請求書の編集 

 

(1) 申請用総合ソフトを起動しま

す。 

(2) 申請者ＩＤ及びパスワードを入

力し，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面が表示さ

れます。 

「申請書作成」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

(4) 「申請様式一覧選択」画面が表

示されますので，「交付請求書（登

記事項証明書）【署名不要】」を選

択し，「選択」ボタンをクリックし

ます。 
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(5) 「申請書作成・編集」画面が表

示されますので，作成する交付請

求書の件名（任意）を入力します。 

 

 

 

 

※ 以下，編集を中断し，一時保

存するときは，「一時保存」ボタ

ンをクリックします。交付請求

書の一時保存がされると，右の

メッセージが表示されますの

で，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 



 

343 

 

(6) 電子納付を行う際に必要となる

納付情報を，全角カナ文字２４文

字以内で入力します。 

※ 「納付情報」の「氏名または

法人団体名」欄に入力できる文

字については，「２－３－１ 申

請書等に情報を入力する」を参

照してください。 

 

(7) 「請求者の氏名」を全角文字で

入力します。 

入力した氏名は，請求書下部に

ある送付情報の「氏名」欄にも反

映されます。 
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(8) 請求対象の会社法人を入力しま

す。 

 

※ 会社・法人の特定方法は，「オ

ンライン会社・法人検索」及び

「会社・法人情報直接入力」の

２種類がありますが，できる限

り，「オンライン会社・法人検

索」を利用してください。「会

社・法人情報直接入力」を利用

した場合には，必要な情報を正

確に入力しないと会社・法人が

正しく特定できません（特に外

字に注意）。 

・「オンライン会社・法人検索」

利用の場合 

   → (9) ～ (15)を参照 

・直接入力する場合 

→ (16) ～ (20)を参照 

 

 

 

 

 

 

【「オンライン会社・法人検索」利用の場合】 

(9) 「オンライン会社・法人検索」

が選択されていることを確認しま

す。 

 

※ 初期画面では，「オンライン会

社・法人検索」が選択されてい

ます。  

 



 

345 

 

(10) 「会社・法人情報取得」ボタ

ンをクリックします。 

 

※ 登記・供託オンライン申請

システムにログインしていな

い場合，「会社・法人情報取得」

ボタンをクリック時に「ログ

イン」画面が表示されるため，

ログインしてください。 

 

 

(11) オンライン登記情報検索サー

ビスの「商業・法人登記情報の

検索」画面が表示されます。 

 

※ 商業・法人の検索は， 

(11)-1. 漢字名で登録されて

いる会社名で検索する

「商号・名称」， 

(11)-2. 会社名のよみで検索

する「ヨミカナ」， 

(11)-3. 会社法人等番号で検

索する「会社法人等番号」 

の 3 種類があります。 

 

 

 

 

【(11)-1.「商号・名称」で検索をす

る場合】 

① 検索方法の「商号・名称」を

選択します。 
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② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

※ 商号・名称がはっきり分か

らない場合には，分かってい

る部分に合わせて，次の検索

方法を選択してください。 

・ 商号・名称の先頭から一部

のみ分かっている場合：前方

一致 

・ 商号・名称の任意の一部の

み分かっている場合：部分一

致 

 

③ 「区分」の選択で「商業及び

法人」は全ての種別の中から，

「商業」，「法人」は各々の種別

からのみ検索を行います。 

 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，商号・名称の情報を入力し

ます（「株式会社」などの会社・

法人種別を表す文字は入力しな

いでください。）。 

なお，「＆」，「'」，「，」，「‐」，

「．」，「・」及び空白については，

そのまま商号どおり入力しない

とエラーになります。 

 

（「前方一致」又は「完全一致」

で検索する場合） 

商号・名称を全角で入力しま

す。 
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（「部分一致」で検索する場

合） 

文字列 1～3 を全角で入力し

ます。 

 

 

※ 商号又は名称中に外字を含

んでいる会社・法人などにつ

いては，「商号・名称」中に外

字を含んで入力して会社・法

人などを検索すると，会社・

法人などの記録がない旨のメ

ッセージが表示される場合が

あります。この場合は，「ヨミ

カナ」による検索を行ってく

ださい。 

 

 

⑤ 「本支店・事務所」欄につい  

  て， 

⑤-1.「市区町村を指定して検

索」， 

⑤-2.「都道府県を指定して検

索」， 

⑤-3.「全国から検索」 

のいずれかを選択します。 

 

 

【⑤-1.「市区町村を指定して検索」

の場合】 

都道府県を選択後，市区町村

を入力します。市区町村の入力

方法は以下のとおり「所在選択」

と「直接入力」の 2 通りの方法

がありますので，いずれかの方

法により指定してください。 

 



 

348 

 

「所在選択」  

市区町村をクリックすること

により，「商業・法人登記情報の

検索」画面に戻り，選択した所

在が表示されます。 

なお，所在の確定をする前に

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，所在を確定しないま

ま「商業・法人登記情報の検索」

画面に戻ります。 

 

「直接入力」 

「直接入力」にチェックを入

れ，所在を全角で入力します。 

 

※ 外字は入力できません。 

 

【⑤-2.「都道府県を指定して検索の

場合】 

都道府県を選択します。 

「都道府県を指定して検索」

を選択の場合，市区町村の入力

をする必要はありません。 
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【⑤-3.「全国から検索」の場合】 

「全国から検索」を選択しま

す。なお，都道府県の選択，市

区町村の入力をする必要はあり

ません。 

 

※ 「全国から検索」を選択し，

かつ，前方一致検索をする場

合には，先頭から２文字以上

を入力する必要があります。 

※ 支店登記簿については，全

国検索の対象外ですので，「市

区町村を指定して検索」又は

「都道府県を指定して検索」

により検索してください。 

また，外国会社について

は，同じ会社法人等が複数表

示される場合がありますの

で，検索対象を絞るため，「市

区町村を指定して検索」を選

択し，日本における営業所の

ある市区町村を指定して検

索してください。 

 

 

【(11)-2.「ヨミカナ」で検索をする

場合】 

① 検索方法の「ヨミカナ」を選

択します。 

 

 

 

 



 

350 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

 

③ 「区分」を選択します。 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせ

て，ヨミカナの情報を入力しま

す（「カブシキカイシャ」などの

会社・法人種別を表す文字は，

入力しないでください。）。 

なお，商号中に「＆」，「'」，「，」，

「‐」，「．」，「・」及び空白が用

いられている場合であっても，

これらの符号の入力をするとエ

ラーになりますので，入力不要

です。「＆」については，「アン

ド」とその読みを入力してくだ

さい。 

 

※ 実際の商号又は名称の読み

方とは異なる読み方をしてい

る場合がありますので，「ヨミ

カナ」で検索する場合におい

て，会社・法人などの記録が

ない旨のメッセージが表示さ
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れた場合は，異なるヨミカナ

を入力するか，「商号・名称」

による検索を行ってくださ

い。  

⑤ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

※ 選択の方法は【(11)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 

 

  

【(11)-3.「会社法人等番号」で検索

をする場合】 

① 検索方法の「会社法人等番号」

を選択します。 

 

※ 支店登記簿を検索する場合

は，登記事項証明書に記載さ

れている管理番号を入力して

ください。 

 

② 「会社法人等番号（4 桁‐2

桁‐6 桁（12 桁））」（全角又は

半角）を入力します。 

 

 

③ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

  ※ 選択の方法は【(11)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の⑤と同様です。 
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(12) 「商業・法人登記情報の検索」

画面に戻りますので（「本支店・

事務所」の入力欄に(11)で選ん

だ市区町村が表示されます。），

「検索」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 右画面は「商号・名称」を

入力して検索しています。 

  

(13) 「会社・法人検索結果」画面

が表示されますので，該当の会

社・法人等をチェックし，「追加」

ボタンをクリックします。 

 

※ 最大１０件まで選択するこ

とができます。 

 

 

(14) 選択した会社・法人が「商業・

法人登記情報の検索」画面の「選

択された会社・法人」欄に表示

されます。 

 

 

(15)  選択した会社・法人情報を

「申請書作成・編集」画面に反

映します。 

 

  ※ 反映する方法は， 

(15)-1.証明書交付請求画面

に直接反映する， 

(15)-2.ファイルとしてダウ
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ンロードする。 

の２種類があります。 

 

【(15)-1.「申請書作成・編集」画面

に直接反映する場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「確定」ボタンをクリッ

クします。 

 

② 「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

対象の会社・法人情報が取り

込まれていることを確認しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，登記申請書，登記嘱託

書にて会社・法人情報の読込を

行った場合，対象の会社・法人

の管轄登記所が登記申請書下部

の申請先登記所に反映されま

す。 

 

 



 

354 

 

【(15)-2.ファイルをダウンロード

して取り込む場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「会社・法人情報ファイ

ルをダウンロードする場合は，

こちらをクリックしてくださ

い。」リンクをクリックします。 

 

② 「ファイルのダウンロード」

画面が表示されますので，「保

存」ボタンをクリックし，会社・

法人等の情報を任意のフォルダ

に保存します。 

 

※ 例えば，デスクトップに「連

携ファイル保存」というフォ

ルダを作成し，そのフォルダ

の中に保存します。 
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③ 「申請書作成・編集」画面に

戻り，ダウンロードした会社・

法人情報を読み込みます。 

「会社・法人情報読込」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

④ 「会社情報選択」画面が表示

されます。 

「ファイル読み込み」ボタン

をクリックします。 

 

⑤ 「会社法人情報ファイル読み

込み」画面が表示されますので，

先ほどダウンロードした会社・

法人情報ファイルを選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 
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※ 最新ではない会社・法人情

報ファイルを読み込もうとし

た場合には，右のメッセージ

が表示されます。 

「OK」ボタンをクリック

することで読み込むことは

可能ですが，最新の情報を取

得し，使用することをお勧め

します。 

 

 

⑥ 「会社情報選択」画面に戻り

ます。 

読み込む会社・法人情報を選

択し，「設定」ボタンをクリック

します。 

 

※ 複数の会社・法人情報を選

択することができます。この

場合には，Ctrl キーを押しな

がら，会社情報を選択してく

ださい。全会社・法人情報を

選択する場合には，「全選択」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

⑦ 「申請書作成・編集」画面に

戻ります。 

対象の会社・法人情報が読み

込まれていることを確認しま

す。 

 

    (21)に進みます。 

 

※ (16)～(20)は，直接入力す

る場合の説明です。  
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【直接入力する場合】 

(11) 会社・法人等を直接入力する

場合には，「会社・法人情報直接

入力」をクリックします。 

 

※ 「会社・法人情報直接入力」

には，「会社法人等番号」を入

力する方法と商号・本店等を

入力する方法があります。 

 

 

(12) 「会社・法人種別」をプルダ

ウンメニューから選択します。 

「株式会社」，「有限会社」，「そ

の他の会社」，「個人商人」又は

「法人（会社を除く）」から選択

します。 

 

 

(13) 「会社法人等番号」を半角数

字で入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，「-」

を除く数値１２桁を入力しま

す。 

例：「0199-01-009999」の

場合には， 

「019901009999」と入力

します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，１２

桁の数字です。また，社会保障・

税番号制度（マイナンバー制度）

により会社法その他の法令の規
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定に基づき設立の登記をした法

人に指定される法人番号（１３

桁）は，登記簿に記録された会

社法人等番号（１２桁）の前に

１桁の数字を付したものです。 

 

※ 「会社法人等番号」が不明な

場合には，入力は不要です。 

 

(14) 「商号・名称」及び「本店・

主たる事務所」を全角文字で入

力します。 

    

   ※ 「会社法人等番号」を入力

した場合には，これを基に会

社法人を特定するため入力す

る必要はありません。 

 

(15) 請求する会社・法人等を管轄

する登記所を選択します。 

① 「管轄登記所情報読込」ボ

タンをクリックします。 
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② 「登記所選択」画面が表示

されますので，請求する会

社・法人等を管轄する登記所

の都道府県を選択し，下側に

表示される登記所の一覧から

該当する登記所を選択し，「設

定」ボタンをクリックします。 

 

 

 

③  管轄登記所が入力されま

す。 

 

 

(16) 請求する証明書をプルダウン

メニューから選択します。 

次の種類から選択することが

できます。 

・「全部事項（謄本）」 

・「一部事項（抄本）」 

・「代表者事項（代表権のある者

の証明）」 
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※ 「全部事項（謄本）」又は「一

部事項（抄本）」を選択した場

合には，さらに「証明書種類」

を次の中から選択します。 

・「履歴事項証明書（閉鎖され

ていない登記事項の証明）」 

・「現在事項証明書（現在効力

がある登記事項の証明）」 

・「閉鎖事項証明書（閉鎖され

た登記事項の証明）」 

 

 

 

※ 「一部事項（抄本）」を選択

した場合には，「登記事項区」

をチェックします。 

表示されている登記事項区

以外の登記事項区を請求する

場合には，「その他」をチェッ

クし，必要な登記事項区名を

全角文字で入力します。 

例：「会社履歴区」，「新株予約

権区」など 

 

※ 登記されている支配人又は

代理人のうち，特定の支配人

などの「一部事項（抄本）」を

請求する場合には，「支配人・

代理人区」をチェックした後，

「一部の者を証明する」をチ

ェックし，その支配人の氏名

を全角文字で入力します。 

なお，登記されている支配

人全員について「一部事項（抄

本）」を請求する場合には，「一

部の者を証明する」はチェッ

クする必要はありません。 
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※ 「代表者事項（代表権のあ

る者の証明）」を選択し，登記

されている代表者のうち，特

定の代表者についてのみ証明

書を請求する場合には，当該

代表者の氏名を全角文字で入

力します。 

なお，登記されている代表

者全員について証明書を請求

する場合には，代表者の氏名

は入力する必要はありませ

ん。 

※ 「代表者事項」の証明書請

求の場合には，処理状況照会

画面の納付情報が表示される

までに時間を要する場合があ

ります。 

 

 

(17) 請求する登記事項証明書の通

数を半角数字で入力します。 

    

※ 最大 999 通まで請求でき

ます。 
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(18) 同一の会社・法人等について

異なる種類の登記事項証明書を

併せて複数請求する場合には，

「同一対象請求追加」ボタンを

クリックし，必要項目を入力し

ます。 

 

※ 請求対象の会社・法人等が

コピーされてその直後に表示

されますので，必要に応じて，

請求する証明書の種類，通数

などを修正してください。 

 

 

 

※ 追加した入力項目は，「削

除」ボタンをクリックすると，

削除されます。 
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(19) 異なる会社・法人等について

登記事項証明書の請求を追加す

る場合には，「請求対象追加」ボ

タンをクリックします。 

 

※ 新しい請求対象の入力項目

が表示されますので，「会社・

法人種別」，「会社法人等番

号」，「商号・名称」，「本店・

主たる事務所」，「管轄登記

所」，「請求する証明書」，「通

数」などを入力してください。 

 

 

 

(20) 「交付情報」として，証明書

の交付方法（「郵送」又は「窓口

受取」）を選択し，交付方法とし

て「郵送」を選択した場合（初

期表示されます。）には，「郵送

種別」を選択します。 

プルダウンメニューから「普

通」，「書留」又は「簡易書留」

を選択することができます。 
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また，交付方法として「窓口

受取」を選択した場合は，受取

人の住所及び氏名を入力します

（郵便番号の入力は必要ありま

せん）。 

 

 

 

 

(21) 「速達区分」を選択します。 

プルダウンメニューから「（指

定なし）」又は「速達」を選択す

ることができます。 

 

 

(22) 登記事項証明書の「受取人情

報」の「郵便番号」及び「住所」

を全角文字で入力します。 

 

※ 「氏名」については，(7)で

入力した「請求者の氏名」が

自動的に複写されて入力され

ます。必要に応じて修正しま

す。 
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(23) 交付方法として，「郵送」を選

択した場合は，証明書請求を行

う「請求先登記所」を入力しま

す。 

証明書は，「請求先登記所」か

ら送付されます。 

   

 

 

 

「登記所選択」ボタンをク

リックすると，「登記所選択」

画面が表示されますので，都

道府県を選択し，下側に表示

される登記所の一覧から，請

求先登記所を選択して，「設

定」ボタンをクリックして，

請求先登記所を入力します。 
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 この際，管轄登記所を入力

していない請求対象に対し，

選択した請求先登記所が管轄

登記所として入力されます。 

 

(24) 交付方法として，「窓口受取」

を選択した場合は，証明書の受

取場所を入力します。 

 

入力した受取場所以外では，

証明書を受け取ることができま

せんので，入力誤りがないよう

に御注意ください。 
 

「受取場所選択」ボタンをク

リックすると，「受取場所選択」

画面が表示されますので，都道

府県を選択してください。 

受取場所に登記所を選択する

場合は，「登記所」タブを選択し，

下側に表示される登記所の一覧

から，受取場所を選択して，「設

定」ボタンをクリックします。 
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「受取場所」欄と「請求先登

記所」欄に，受取場所に選択し

た登記所が入力されます。 

 

受取場所に法務局証明サービ

スセンターを選択する場合は，

「サービスセンター」タブを選

択し，下側に表示される法務局

証明サービスセンターの一覧か

ら，受取場所を選択して，「設定」

ボタンをクリックします。 

 

 

「受取場所」欄に，選択した

法務局証明サービスセンターが

入力され，「請求先登記所」欄に，

受取場所に選択した法務局証明

サービスセンターを管轄する登

記所が入力されます。 
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(25) 「特定情報」欄に，請求する

会社法人等の登記記録を特定す

るための情報を全角文字で入力

します。 

 

※ 商号／名称，本店／主たる

事務所及び会社法人等番号に

よって登記記録を特定するこ

とができる場合には，本欄に

は何も入力しないでくださ

い。 

 

 

(26) 必須事項の入力が完了したら

「チェック」ボタンをクリック

し，請求情報の形式チェックを

行います。 

 

 

 

※ 入力した内容に不備がなけ

れば，右のようなウィンドウ

が表示されます。 
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※ 入力した内容に不備がある

場合には，画面上にエラーメ

ッセージが表示されます。 

該当項目がオレンジ色で表

示されますので該当項目の修

正を行い，再度「チェック」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

※ 請求書に使用できる文字

は，ＪＩＳ第一水準，ＪＩＳ

第二水準及びＪＩＳ非漢字

（ＪＩＳ Ｘ ０２０８）に限

られます。入力した内容に，

これら以外の文字が含まれる

場合，「チェック」ボタンクリ

ック時に編集エラーとなり，

エラーの内容が表示されま

す。 

 

(27) チェック結果を確認し，エラ

ーがない場合には，「完了」ボタ

ンをクリックします。 
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(28) 編集した内容の保存に関する

確認メッセージが表示されま

す。 

「はい」ボタンをクリックす

ると，請求書の保存を行います。 

「いいえ」ボタンをクリック

すると，請求書の保存を行わず

に編集処理を終了します。 

「キャンセル」ボタンをクリ

ックすると，請求書の保存を行

わずに，「申請書作成・編集」画

面に戻ります。 

 

(29) 請求書が保存されると，右の

メッセージが表示されますの

で，「OK」ボタンをクリックし

ます。 
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７－４－２ 請求書の送信 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から「商業・法人」タ

ブを選択し，未送信の請求書が表

示されていることを確認します。 

 

 

 

(2) 作成した請求書を送信します。 

対象の請求書を選択し，「申請デ

ータ送信」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 登記事項証明書の交付請求に

おいては，電子署名を付与する

必要はありません。 

 

 

(3) 「送信前申請一覧」画面が表示

されます。 

請求を行う請求書の「送信対象」

欄にチェックし，「送信」ボタンを

クリックします。 

 

※ 一回の送信での最大請求件数

は 50 件です。 
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(4) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

(5) 「送信前申請一覧」画面に戻り

ます。 

対象の請求書の「状態」欄が「送

信完了」であることを確認後，「閉

じる」ボタンをクリックし，「処理

状況表示」画面に戻ります。 
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７－５ 印鑑証明書／登記事項証明書（商業・法人）の交付請求 

 印鑑証明書の請求を行う場合の交付請求書を作成し，送信します。登記事項証明書も併せ

て請求することができます。 

 印鑑証明書の交付方法として「郵送」又は「窓口受取」を選択することができます。 

登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口での受取を希望する場合は，「窓口受取」を

選択してください。 

送付請求書の作成方法は，「７―４ 登記事項証明書（商業・法人）の交付請求」と同様で

あるため，ここでは，印鑑証明書の交付請求書を作成する場合に特有の請求方法について説

明します。 

 なお，申請用総合ソフトを利用して印鑑証明書を請求する場合には，印鑑を提出した会社・

法人の代表者による電子署名が必要になります。また，代理人による請求の場合には，更に，

代理人による電子署名も必要になります。 

 このため，電子証明書（原則として，商業登記に基づく電子証明書に限られます。）をあら

かじめ用意する必要があります。 

 

※ 印鑑証明書を登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合の注意事項 

(1) 受取場所として選択した登記所又は法務局証明サービスセンター以外の窓口では，印鑑

証明書を受け取ることができません。 

(2) 手数料は，登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で印鑑証明書を受け取る前に，

あらかじめインターネットバンキング又はペイジー対応のＡＴＭ等を利用して，電子納付

をしてください。登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で印紙等により，納付す

ることはできません。 

(3) 印鑑証明書を受け取る際には，処理状況画面から「納付」ボタンを押すと表示される「電

子納付」画面を印刷して（注），当該印刷されたものに「請求に係る通数」を記入の上，登

記所に持参してください。これを持参していただけない場合は，印鑑証明書をお渡しする

ことができません。 

（注） この画面を印刷したものに代えて，次の情報を記載した書面を提出しても差し支え

ありません。 

① 証明書の受取人の氏名・住所  

② 請求に係る通数 

③ 申請番号 

(4) (3)の書面の提出に加え，印鑑カードを必ず窓口に持参，提示してください。 

(5) 請求された証明書は，請求から１か月以内に受け取ってください。受け取らないまま１

か月を経過しますと，作成した証明書は廃棄されます。 
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７－５－１ 交付請求書の編集 

 

(1) 申請用総合ソフトを起動します。 

(2) 申請者ＩＤ及びパスワードを入力

し，「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面が表示され

ます。 

「申請書作成」ボタンをクリック

します。 

 

 

(4) 「申請様式一覧選択」画面が表示

されますので，「交付請求書（印鑑／

登記事項証明書）【署名要】」を選択

し，「選択」ボタンをクリックします。 
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(5) 「申請書作成・編集」画面が表示

されますので，作成する交付請求書

の件名（任意）を入力します。 

 

※ 以下，編集を中断し，一時保存

する時は「一時保存」ボタンをク

リックします。交付請求書の一時

保存がされると，右のメッセージ

が表示されますので，「OK」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

(6) 電子納付を行う際に必要となる納

付情報を，全角カナ文字２４文字以

内で入力します。 

 

 

(7) オンライン会社・法人検索等を利

用して，請求者氏名及び請求対象の

会社・法人情報を入力し，管轄登記

所を入力します。 

 

※入力方法については，「７―４ 登

記事項証明書（商業・法人）の交

付請求」の作成例を参照してくだ

さい。 

※印鑑提出者本人による印鑑証明書
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の交付請求の場合には，交付請求

者の氏名欄には，印鑑提出者の氏

名を記載してください。  

 なお，送付先を明示したいとき

は，「〇〇株式会社 代表取締役〇

〇 （総務部庶務課扱い）」等の振

り合いで記載することは，差し支

えありません。 

 

(8) 請求する証明書は，「印鑑証明」が

選択されています。 

 

印鑑カード番号を「‐」（ハイフン）

を除いて半角数字で入力します。 

例：「0199-1234567」の場合

には，「01991234567」と入

力します。 

 

 

 

(9) 印鑑提出者（印鑑証明書の対象と

なる代表者）の「資格」，「氏名」

及び「生年月日」を全角文字で入力

します。 
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(10) 請求する印鑑証明書の通数を半

角数字で入力します。 

 

※ 最大９９９通まで請求でき 

 ます。 

 

 

(11) 同一の会社・法人等に係る登記

事項証明書も併せて請求する場合

には，「同一対象請求追加」ボタン

をクリックし，必要項目を入力し

ます。 

 

※ 請求対象の会社・法人等がコ

ピーされてその直後に表示され

ますので，必要に応じて，請求

する証明書の種類，通数などを

修正してください。 

 

※ 追加した入力項目は，「削除」

ボタンをクリックすることで，

削除されます。 
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(12) 異なる会社・法人等に係る登記

事項証明書を併せて請求する場合

には，「請求対象追加」ボタンをク

リックします。 

 

※ 新しい請求対象の入力項目が

表示されますので，「会社・法人

種別」，「会社法人等番号」，「商

号・名称」，「本店・主たる事務

所」，「管轄登記所」，「請求する

証明書」，「通数」などを入力し

ます。 

 

 

 

(13) 「印鑑証明」以外に，「全部事項

（謄本）」，「一部事項（抄本）」又

は「代表者事項（代表権のある者

の証明）」を選択することができま

す。 

※ 登記事項証明書の入力方法に

ついては，「７―４ 登記事項証

明書（商業・法人）の交付請求」

作成例を参照してください。 
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(14) 「交付情報」及び「請求先情報」

を入力します。 

 

※ 入力方法については，「７―４ 

登記事項証明書（商業・法人）

の交付請求」の作成例を参照し

てください。 

 

 

(15) 代理人による請求の場合には，

委任状を作成することができま

す。 

「委任状の作成」ボタンをクリ

ックします。 

 

※ 電子署名の付与を要するオン

ライン申請を代理人により申請

する場合において，添付情報と

して「委任状（電子署名付き）」

を添付せず，申請用総合ソフト

の申請書様式に組み込まれた

「委任状」を利用するときは，

委任状を含む申請書に対して，

委任者及び代理人の双方が電子

署名をする必要があります。 

 



 

380 

 

(16) 「登記申請書補助」画面が表示

されます。 

委任事項が入力例として入力さ

れていますので，必要に応じて修

正してください。 

 

※ 代理人においては，「申請書作

成・編集」画面で入力した，「請

求者」及び「送付を受けたい場

所<送付先>の住所」の内容が自動

複写されています。 

 

 

(17) 「委任年月日」及び「委任者」

を全角文字で入力します。 

 

 

※ 委任者を追加する場合には，

「委任者追加」ボタンをクリッ

クし，必要項目を入力します。 

追加した入力項目は，対象の

委任者の「委任者削除」ボタン

をクリックすると，削除されま

す。 
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(18) 入力が完了したら，「終了」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

(19) 「申請書作成・編集」画面に戻

りますので，必要事項の入力が完

了したら請求書の形式チェックを

行った後，作成を完了します。 
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７－５－２ 添付情報の設定 

印鑑証明書を代理人が請求する場合において，委任状の情報を別に作成して添付する

ときは，ファイルの添付が必要となります。 

委任状を請求書と併せて作成したとき（７－５－１ 交付請求書の編集 (15)参照）

は，ファイルの添付は必要ありません。 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した請求書に

ファイルを添付します。 

対象の請求書を選択し，「ファイ

ル添付」ボタンをクリックします。 

 

※ 添付ファイルを添付できるの

は，「処理状況」欄が「作成中」，

「作成済み【未署名】」又は「未

送信」の申請書です。 

     

 

 

 

(2) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されますので，添付ファイルの

種別を選択します。 

 「ファイル追加」ボタンをクリ

ックします。 
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(3) 「添付ファイルの選択」画面が

表示されますので，使用する文書

を選択し，「開く」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを添付するこ

とができます。この場合には，

Ctrl キーを押しながら，対象の

ファイルを選択してください。 

 

※ 同名のファイルを複数添付す

ることはできません。 

 

 

 

 

(4) 「添付ファイル一覧」画面が表

示されます。添付ファイルを選択

後，「表示」ボタンをクリックし，

添付ファイルの内容を確認するこ

とができます。 
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(5) 「添付ファイル一覧」欄から削

除する場合には，対象のファイル

を選択し，「削除」ボタンをクリッ

クします。 

 

※ 複数のファイルを「添付ファ

イル一覧」欄から削除する場合

には，Ctrl キーを押しながら，

対象のファイルを選択してくだ

さい。 

 

 

(6) 「削除確認」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。「添付ファイル一覧」画面

に戻ります。 
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(7) 申請書に添付するファイルを確

定後，「保存」ボタンをクリックし

ます。対象の申請書に添付ファイ

ルを添付します。 

なお，「中止」ボタンをクリック

した場合には，対象の申請書に添

付ファイルを添付せず，「添付ファ

イル一覧」画面を閉じます。 
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７－５－３ 請求書への電子署名 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した請求書に

請求者の署名を付与します。 

 対象の請求書を選択し，「署名付

与」ボタンをクリックします。 

 

※ 請求書に添付ファイルがある

ときは，添付ファイル一覧に表

示されます。 

ダブルクリックして内容を確

認することもできます。 

 

 ※ 1 回の署名操作で，複数の請

求書に連続して電子署名を付与

することができます。この場合

には，Ctrl キーを押しながら，

署名対象の請求書をクリックし

て選択してください。 

 

 

(2) 「署名対象申請一覧」画面が表

示されますので，署名に使用する

メディア（IC カード又はファイル

形式）を選択します。 

 

【IC カードに格納された電子証明

書の場合】 

「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「IC カード差し込み確

認」画面が表示されますので，カ

ードリーダへ IC カードを差し込

み，「OK」ボタンをクリックしま

す。 
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【ファイル形式の電子証明書の場

合】 

「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。 

続いて，「電子証明書ファイルの

選択」画面が表示されますので，

使用する電子証明書を選択し，「開

く」ボタンをクリックします。 
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(3) IC カード又は電子証明書に対す

るパスワードを入力し，「確定」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(4) 署名の付与が完了すると，右の

メッセージが表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 「署名対象申請一覧」画面に戻

ります。対象の請求書の「状態」

欄が「署名付与完了」であること

を確認します。 

 

※ 委任状を請求書と併せて作成

した場合には，同様の手順で，

委任者の署名も付与します。 

 

「閉じる」ボタンをクリックし

ます。 

  

(6) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。署名済みの請求書は，「情報」

欄に「署」マークが表示されます。 

署名の付与が完了すると「処理

状況」欄が「作成済み【未署名】」

から「未送信」に更新されます。 
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７－５－４ 請求書の送信 

 

(1) 作成した請求書を送信します。 

対象の請求書を選択し，「申請デ

ータ送信」ボタンをクリックしま

す。 

なお，複数の請求書を送信する

場合には，Ctrl キーを押しながら，

対象の請求書をクリックし，選択

してください。 

 

 

(2) 「送信前申請一覧」画面が表示

されます。 

請求を行う請求書の「送信対象」

欄にチェックし，「送信」ボタンを

クリックします。 

 

※ 一回の送信での最大請求件数

は 50 件です。 

 

 

(3) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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(4) 「送信前申請一覧」画面に戻り

ます。 

対象の請求書の「状態」欄が「送

信完了」であることを確認後，「閉

じる」ボタンをクリックし，「処理

状況表示」画面に戻ります。 
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７－６ 概要記録事項証明書（動産・債権）の交付請求 

 動産譲渡登記の概要記録事項証明書又は債権譲渡登記の概要記録事項証明書の交付請求を

行う場合の交付請求書を作成し，送信します。 

 交付請求書の作成方法は，「７―４ 登記事項証明書（商業・法人）の交付請求」と同様で

あるため，ここでは，概要記録事項証明書の交付請求書を作成する場合に特有の請求方法に

ついて説明します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1)  申請用総合ソフトを起動します。 

(2) 申請者ＩＤ及びパスワードを入力

し，「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(3)「処理状況表示」画面が表示されま

す。 

「申請書作成」ボタンをクリック

します。 

 

 

(4) 「申請様式一覧選択」画面が表示

されますので，作成する申請書様式

を選択し，「選択」ボタンをクリック

します。 

 

（動産譲渡登記の概要記録事項証

明書の交付請求をする場合） 

「交付請求書（動産概要記録事

項証明書）【署名不要】」を選択  
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します。 

 

（債権譲渡登記の概要記録事項証

明書の交付請求をする場合） 

「交付請求書（債権概要記録事

項証明書）【署名不要】」を選択

します。 

 

(5) 「申請書作成・編集」画面が表示

されますので，作成する交付請求書

の件名を入力します。 

 

※ 入力は，必須です。件名は，登

記所に通知されませんので，管理

しやすいよう自由に件名を入力し

てください。 

 

※ 以下，編集を中断し，一時保存

する時は「一時保存」ボタンをク

リックします。送付請求書の一時

保存がされると，右のメッセージ

が表示されますので，「OK」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

(6) 電子納付を行う際に必要となる情

報を「納付情報」の「氏名または法

人団体名」欄に，全角カナ文字２４

文字以内で入力します。 

※ 「納付情報」の「氏名または法

人団体名」欄に入力できる文字に

ついては，「２－３－１ 申請書等

に情報を入力する」を参照してく

ださい。 
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(7) オンライン会社・法人検索等を利

用して，請求者氏名及び請求対象の

会社・法人情報を入力し，管轄登記

所を選択します。 

 

※ 入力方法については，「７―４ 

登記事項証明書（商業・法人）の

交付請求」の作成例を参照してく

ださい。 

 

 

(8) 請求する証明書種類をプルダウン

メニューから選択します。次の種類

から選択することができます。 

・「現在事項証明書（現在効力がある

登記事項の証明）」 

・「閉鎖事項証明書（閉鎖された登記

事項の証明）」 

 

※ なお，請求する証明書は「全部

事項」のみ請求することができま

す。 

 

 

(9) 請求する概要記録事項証明書の通

数を半角数字で入力します。 

 

※ 最大９９９通まで請求すること     

ができます。 

  

(10) 同一の会社・法人等について異

なる種類の概要記録事項証明書も

併せて請求する場合（例えば，Ａ

社の動産譲渡登記事項概要ファイ

ルに係る現在事項証明書と閉鎖事

項証明書を併せて請求する場合）

には，「同一対象請求追加」ボタン
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をクリックし，必要項目を入力し

ます。 

 

※ 請求対象の会社・法人等がコ

ピーされてその直後に表示され

ますので，必要に応じて，請求

する証明書の種類，通数などを

修正してください。 

 

※ 追加した入力項目は，「削除」

ボタンをクリックすると削除さ

れます。 

 

 

(11) 異なる会社・法人等について概

要記録事項証明書を併せて請求す

る場合には，「請求対象追加」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

※ 新しい請求対象の入力項目が

表示されますので，「会社・法人

種別」，「会社法人等番号」，「商

号・名称」，「本店・主たる事務

所」，「管轄登記所」，「証明書種

類」，「通数」などを入力します。 
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(12) 「交付情報」及び「請求先情報」

を入力します。 

 

※ 入力方法については，「７―４ 

登記事項証明書（商業・法人）

の交付請求」の作成例を参照し

てください。 

 

 

(13) 必要事項の入力が完了したら

「チェック」ボタンをクリックし

て，請求書の形式チェックを行い

ます。「入力チェックエラー画面」

が表示された場合は，該当する項

目を修正の上，「完了」ボタンをク

リックして，交付請求書の作成を

完了します。 

※ 請求書の作成の完了方法，請

求書の送信以降の操作について

は，「７―４ 登記事項証明書

（商業・法人）の交付請求」の

作成例を参照してください。 
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８ 書面によって商業・法人登記の申請を行う場合の登記事項提出書の送信 

書面によって商業・法人登記の申請を行う際に登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請シス

テムを利用して送信して提出（以下「オンライン提出」といいます。）することができます。 

 ※ 登記の申請は，別途書面によりする必要があります。 

８－１ 登記申請における登記事項のオンライン提出の流れ 

 

① 申請用総合ソフトの起動 申請用総合ソフトを起動します。 

 

② 登記・供託オンライン申請システムにログイン 登記・供託オンライン申請システムにインターネ

ットを介してログインします。 

 

③ 登記事項提出書の作成 登記事項提出書を作成します。 

 

④ 登記事項提出書データの送信 作成した登記事項提出書データを送信します（電

子署名及び電子証明書の添付は，必要ありませ

ん。）。 

 

⑤ 到達のお知らせ 到達通知を確認し，印刷します。 

 

⑥ 登記申請書の提出 登記申請書（登記事項提出書を印刷すると，申請

書及び委任状（作成したとき）の様式で印刷されま

すので，これを申請書及び委任状として利用するこ

とができます。）に押印し，登録免許税分の領収証

書若しくは収入印紙又は登記手数料分の収入印紙

（登記印紙も使用できます。）を貼付して，添付書

面及び印刷した到達通知と共に管轄登記所に提出

（持参又は郵送）します。 
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⑦ 登記所からのお知らせ 補正がある場合などは，お知らせが通知されます

（ただし，オンラインによって補正することはでき

ません。）。 

 

⑧ 手続終了 登記が完了すると，手続終了のお知らせが通知さ

れます。 

注） ④登記事項提出データの送信のみでは登記の申請の受付はされず，⑥登記申請書の提出をしたとき

に，登記の申請が受け付けられることになります。 
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８－２ 登記事項提出書の作成・送信例 

会社の設立登記又は変更登記申請を書面によって行う際に登記事項をあらかじめオンライン

提出する場合の操作方法を中心に説明します。 

なお，会社の登記嘱託並びに会社以外の法人の登記申請及び登記嘱託についても，同様の方

法で操作します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

８－２－１ 登記事項提出書の編集 

 

(1) 申請用総合ソフトを起動しま

す。 

(2) 申請者ＩＤ及びパスワードを入

力し，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面が表示さ

れます。 

   「申請書作成」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

(4) 「申請様式一覧選択」画面が表

示されますので，「登記事項提出書

（登記申請用）（会社用）：株式会

社，特例有限会社，合名会社，合

資会社，合同会社，外国会社【署

名不要】」を選択し，「選択」ボタ

ンをクリックします。 
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(5) 「申請書作成・編集」画面が表

示されますので，作成する登記事

項提出書の件名(任意)を入力しま

す。 

 

※ 件名の入力は必須ですが，飽

くまで利用者の管理のための項

目ですので，自由に設定してく

ださい。 

※ 以下，編集を中断し，一時保

存するときは，「一時保存」ボタ

ンをクリックします。登記事項

提出書が一時保存されると，右

のメッセージが表示されますの

で，「OK」ボタンをクリックし

ます。 

※ 登記事項提出書等の入力項目

に漢字検索機能又は第三水準・

第四水準文字の自動置換機能を

使用して文字を挿入することが

できます。 

→ 漢字検索：２－４を参照 

→ 第三水準・第四水準文字の

自動置換機能：２－５を参

照 

 

 

 

(６) 申請書の名称を全角文字で入力

します。 

例：「株式会社設立」，「株式会社変

更」など 
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26(7) 申請対象となる会社・法人の

情報を入力します。 

 

※ 会社・法人の特定方法は，「オ

ンライン会社・法人検索」及び

「会社・法人情報直接入力」の

２種類があります。 

 

 

・「オンライン会社・法人検索」

利用の場合 

   → ２－３－３を参照 

・直接入力する場合 

   → ２－３－４を参照 

 

 

(8) 「登記の事由」を全角文字で入

力します。 

 

例：「平成○○年○○月○○日発

起設立の手続終了」，「取締

役，代表取締役及び監査役

の変更」など 

 

 

 

(9) 「登記すべき事項」を入力しま

す。 

「別紙表示」ボタンをクリッ

クします。 
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(10) 「別紙作成」画面が表示されま

すので，「登記すべき事項」を全

角文字で，入力します。 

 

 

 
(11) 「別紙」の作成には法務省ホー

ムページに掲載されているもの

と同様の作成例を引用すること

ができます。 

「作成例の種別」欄から，該当

する項目を選択します。 

「株式会社関係」，「合資会

社・合名会社・合同会社関係」

から選択します。 

 

 

(12) 続けて，「作成例」欄から，該

当する項目を選択し，「転記」ボ

タンをクリックします。 
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(13) 「別紙（登記すべき事項）」欄

に作成例が表示されますので，

これを基に必要な情報を入力し

て，「終了」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
(14) 「申請書作成・編集」画面に戻

ります。 

 

 

 

(15) 「課税標準金額」及び「登録免

許税額」を半角数字で入力しま

す。 

「課税標準金額」欄には，設立

登記の場合の資本金の額や，増

資の場合の増加する資本金の額

など，金額によって登録免許税

額に変動が生じる場合に，その

金額を入力します。 

例 ： 金 ３ 万 円 の 場 合 に は ，

「30000」と入力します。 
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※ 非課税の場合には，「非課税

又は軽減措置」を選択し，非

課税又は軽減措置が適用にな

る法律上の根拠を括弧内に全

角文字で入力します。 

例：「登録免許税法第５条第４

号」 

 

 

 

(16) 「添付書類」の名称及び通数を

全角文字で入力します。 

※ 商業登記法の規定により登

記の申請書に添付しなければ

ならないとされている登記事

項証明書は，申請書に会社法

人等番号を記載した場合には

添付を省略することができま

す。会社等の登記事項証明書

の添付を省略するときは，省

略する旨及び当該会社等の会

社法人等番号を入力してくだ

さい。 

  例： 

登記事項証明書 添付省略 

（会社法人等番号 １１１

１－１１－１１１１１１） 

 

 

 
 

(17) 「印鑑届出の有無」を選択しま

す。 

「有」の場合には，別途，印鑑

届書を申請書，添付書類及び到

達通知とともに登記所に提出し

てください。 
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(18) 「申請年月日」を全角文字で入

力します。申請書作成日があら

かじめ入力されていますので，

必要に応じて修正してくださ

い。 

 

  

(19) 「申請人」の情報として，会社

の「本店」，「商号」，「代表

者住所」，「資格」及び「氏名」

を全角文字で入力します。 

    

 

 

(20) 「代理人」による登記申請の場

合には，「代理人」の「住所」及

び「氏名」を全角文字で入力し

ます。 

    

※ 「登録事項転記」ボタンを

クリックすると，あらかじめ

登録した情報が反映されま

す。 

 

 

(21) 登記の申請を行う「申請先登

記所」を入力します。 

「申請先登記所選択」ボタン

をクリックします。 

 

※ オンライン会社・法人検索

により情報読込を行った場合

には，自動的に申請先登記所

も入力されています。 
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(22) 「登記所選択」画面から都道府

県を選択し，下側に表示される

登記所の一覧から，該当する登

記所を選択し，「設定」ボタンを

クリックします。 

 

(23) 「申請先登記所」が入力されま

す。 

 

 

(24) 「経由の有無」を選択します。 

 

※ 他の登記所の管轄区域内へ

の本店移転など，旧本店所在

地などを管轄する登記所を経

由する登記申請の場合のみ，

「有」を選択し，新本店所在

地などを管轄する登記所名を

入力します。 

 

 

 

 

 



 

406 

 

(25) その他，申請書に特に記載す

べき事項がある場合には，「その

他の申請書記載事項」欄に全角

文字で入力します。 

 

(26) 代理人による登記申請の場合

には，「委任状」を作成すること

ができます。 

「委任状の作成」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

(27) 「登記申請書補助」画面が表示

されますので，「委任事項」を全

角文字で入力し，「終了」ボタン

をクリックします。 

 

※ 代理人及び委任者において

は，「申請書作成・編集」画面

で入力した，申請人及び上記

代理人の内容が自動複写され

ています。 

 

※ 「委任事項」にはあらかじめ

入力例が入力されていますの

で，必要に応じて修正してく

ださい。 
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(28) 必要事項の入力が完了した

ら，「チェック」ボタンをクリッ

クし，登記申請書の形式チェッ

クを行います。 

 

※ 入力した内容に不備がなけ

れば，右のようなウィンドウ

が表示されます。 

 

※ 入力した内容に不備がある

場合には，画面上にエラーメ

ッセージが表示されます。 

該当項目がオレンジ色で表

示されますので該当項目の修

正を行い，再度「チェック」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

※ 申請用総合ソフトで申請情

報，補正情報などに漢字を入

力する際は，ＪＩＳ第一水準，

ＪＩＳ第二水準及びＪＩＳ非

漢字（ＪＩＳ Ｘ ０２０８）

については，通常の入力方法

で，第三水準・第四水準文字

については，「チェック」又は

「完了」ボタンクリック時の

自動置換機能で，入力するこ

とができます。 

これら以外の文字について

は，漢字検索機能を利用して
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入力することができます。漢

字検索機能を利用しないで入

力した場合は，「チェック」又

は「完了」ボタンクリック時

に編集エラーとなり，エラー

の内容が表示されます。 

詳細については，「２－４ 

漢字検索を行う」及び，「２－

５ 第三水準・第四水準文字

の自動置換機能を使用する」

を参照してください。 

(29) 「プレビュー表示」ボタンをク

リックします。作成中の申請書

のプレビューがブラウザで表示

されますので，申請書の内容を

確認します。 
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(30) チェック結果を確認し，エラ

ーがない場合には，「完了」ボタ

ンをクリックします。 

 

(31) 編集した内容の保存に関する

確認メッセージが表示されま

す。 

「はい」ボタンをクリックする

と，登記事項提出書の保存を行

います。 

「いいえ」ボタンをクリックす

ると，登記事項提出書の保存を

行わずに編集処理を終了します

ので注意してください。 

「キャンセル」ボタンをクリッ

クすると，登記事項提出書の保

存を行わずに，「申請書作成・編

集」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

(32) 登記事項提出書が保存される

と，右のメッセージが表示され

ますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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(33) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

「商業・法人」タブを選択する

と，未送信の登記事項提出書が

表示されます。 
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８－２－２ 登記事項提出書の送信 

 

(1) 申請用総合ソフトの「処理状況

表示」画面から作成した登記事項

提出書を送信します。 

対象の登記事項提出書を選択

し，「申請データ送信」ボタンをク

リックします。 

なお，複数の登記事項提出書を

送信する場合には，Ctrl キーを押

しながら，対象の登記事項提出書

をクリックし，選択してください。 

 

 

(2) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面が表示されます。 

送信する登記事項提出書の「送

信対象」欄をチェックし，「送信」

ボタンをクリックします。 

この際，連件・同時申請を行う

場合には，「順番」欄に順番を入力

します。 

 

※ 一回に送信できる件数は 50

件までです。 

    

(3) 送信の確認メッセージが表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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(4) 「送信前申請一覧（連件・同順

位設定）」画面に戻ります。 

対象の登記事項提出書の「状態」

欄が「送信完了」であることを確

認後，「閉じる」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 「処理状況表示」画面から「更

新」ボタンをクリックして処理状

況を更新します。 

 

 
 

(6) 登記・供託オンライン申請シス

テムに登記事項提出書が到達する

と，ボタンが表示され，到達通知

を印刷することができますので，

印刷の上，登記申請書，添付書類

及び印鑑届書とともに登記所に提

出してください。 
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８－２－３ 登記申請書の作成・登記所への提出 

登記事項提出書を印刷すると，申請書及び委任状（作成したとき）の様式で印刷され

ますので，その申請書及び委任状に押印をし，申請書には登録免許税分の領収証書又は

収入印紙を収入印紙貼付用の台紙（白紙で差し支えありません。）に貼付して合わせと

じ，各ページに契印をして，添付書面，印鑑届書及び印刷した到達通知とともに，持参

又は郵送の方法により登記所に提出します。（※１） 

※１ 申請用総合ソフトで申請書作成時に漢字検索を利用していただくことで，外字の

画像ファイルを登記所へ提出していただく必要はありません。 

 

(1) 処理状況表示画面において，申

請書を作成する事件を選択し，「表

示」をクリックした後，表示され

る「申請書」をクリックします。 

 

  

(2) 申請書の画面が表示されます。

「ファイル」メニューから「印刷」

をクリックすると，申請書が印刷

されます。（メニューが表示されて

いない場合は「Alt」キーを押して

ください。） 
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※２ 申請人の氏名の横に登記所

に提出した印鑑を押印してく

ださい（代理人による申請の

場合には，申請人の押印の代

わりに，代理人の氏名の横に

代理人の印鑑を押印してくだ

さい。）。 

※３ 代理人が申請する場合に

は，登記所に提出した印鑑を

こちらに押印してください。 

 

 

 

 

㊞ (※３） 

㊞ (※２） 

㊞ (※２） 
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９ Windows の標準ユーザーが申請用総合ソフトを利用する場合の留意事項 

 

Windows の標準ユーザーが申請用総合ソフトを利用する場合，Windows のセキュリティ機能

によりご利用の PC の環境設定によっては，Windows の管理者権限を有するユーザーのパスワー

ド入力や，ご利用の PC 管理者へのお問合せが必要となることがあります。 

なお，PC 管理者によって，標準ユーザーが申請用総合ソフトのダウンロード，インストール及

びログインができない設定がされている場合は，事前に PC 管理者にご相談の上，ご利用ください。 

 

９－１ 管理者権限を有するユーザーのパスワード入力が求められる場合 

 

・ 申請用総合ソフトの利用に必要となる.NET Framework のインストール 

・ PDF 署名プラグインのインストール 

・ 電子署名付与に使用する IC カードの切替機能の使用 

・ 以下の機能による，標準ユーザーではアクセスが行えないフォルダへのアクセス 

・ オンライン会社・法人検索 

・ ファイル添付 

・ 署名付与 

・ 電子公文書の検証 

・ データの取り込み 

・ データの書き出し 

・ バックアップ 

・ 復元 

・ ファイルパス設定 

 

この場合，以下のとおり，Windows からユーザーアカウント制御画面が表示されるので，

PC 管理者に確認を行い，管理者権限を有するユーザーのパスワードを入力する必要があります。 
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９－２ PC 管理者へのお問合せが必要な場合 

 

・ 信頼済みサイトの登録 

・ ポップアップブロックの設定 

・ ブラウザのセキュリティ設定 

・ 政府共用認証局の自己署名証明書のインストール 

・ 申請用総合ソフト等のアンインストール 

・ プロキシ設定 

・ 申請用総合ソフトでの申請書プレビュー表示（申請データ（XML 文書）と Internet 

Explorer の関連付けの追加） 

・ 管理者権限を有するユーザーのみがアクセスできるフォルダに申請データ等が保存されて

いる場合に，同一 PC 上で標準ユーザーと共同利用を行う。 

 

ご利用の PC 環境によっては標準ユーザーでは設定等ができないため，PC 管理者に PC 設定

についてお問い合わせください。 

 

なお，管理者権限を有するユーザーでご利用いただく場合は，上記パスワード入力等は必要あり

ません。現在のログインユーザーが，管理者権限を有するユーザーであるかの確認方法は，「申請

者操作手引書（導入編）」を参照ください。 
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