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はじめにはじめに

平成２３年２月１４日（月）午前８時３０分から，不動産登記，商業・法人登記，動産譲渡登記及び債権譲渡登記手続（以

 
下「登記４手続」という。）を対象として運用を開始する予定である登記・供託オンライン申請システム（以下「新オンライン

 
システム」という。）は，信頼性，処理性能の向上及び拡張性といった非機能要件を確保したシステムとするとともに，登記

 
手続固有の大量・迅速性，双方性に配慮したシステムとすることを目的としています。

利用者の皆様には，現行オンラインシステムとは別の新オンラインシステムに切り替わることにより，新しいソフト（以下

 
「申請用総合ソフト」という。）の操作の習熟，申請者情報の登録等のほか，システム切替えに伴う一定のご協力をお願い

 
することとなります。

本資料は，①新オンラインシステムへの切替え前後に利用者の皆様にお願いする事項を整理した上で，②平成２３年２

 
月１０日（木）午後５時１５分までに，現行オンラインシステムにおいて処理が完了しなかった申請の取扱い，当該申請につ

 
いて新オンラインシステムによって補正，取下げ等をすることができるための方法や手順等をご説明するものです。

【運用開始までのスケジュール】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

     マイルストーン

    スケジュール

平成22年度 平成23年度年度
月

運用テスト等

▲2/14～
　運用開始
　不動産登記，商業・法人登記，
　動産譲渡登記及び債権譲渡登記手続
　の登記４手続

▲１１月８日
　体験版申請用総合
  ソフトver.β1.0配布
  開始

▲1/17
・ホームページ開設
・申請用総合ソフトver.1.0配布開始
・体験版申請用総合ソフトver.1.0配布開始
・申請者情報登録開始
・操作サポートデスク開設

登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会　開催
１　実施時期
　　平成２２年１１月及び１２月
２　実施場所
　　各法務局所在地及び沖縄県宜野湾市（全９か所）
３　内容
　第一部　『登記・供託オンライン申請システムについて』
　　・　登記・供託オンライン申請システムの概要と変更点
　　・　「申請用総合ソフト」及び「かんたん証明書請求」の操作方法
　　・　質疑応答
　第二部　『会社・法人の電子証明書を取得するためのソフトについて』
　　・　質疑応答
※　内容については，今後変更となる場合があります。

平成２３年度中に
供託，成年後見登記及び電子公証
手続の運用開始

　　利用者
　　説明会

切替準備

▲
切替え　2/10～2/13

▲１２月２日
　体験版申請用総合
  ソフトver.β2.0配布
  開始



新

2

１　対象手続 ２　送信可能時間 ３　申請形式 ４　事前準備
５　操作サポートデスク
 　　の業務時間

６　大規模障害発生時
　のシステム対応

なし

登記４手続を含む AM８：３０　～　PM８：００ 【不動産登記，商業・法人登記】 ①　自己署名証明書の確認 AM９：３０　～　PM６：３０

　２００余手続 ①　Ｗｅｂブラウザ利用による申請 ②　申請者情報登録

　（登記申請書作成支援ソフトウェア ③　オンラインセットの取得

　による申請書作成） ④　JREのインストール

②　民間事業者製ソフトウェア ⑤　オンラインモジュールのインストール

　による申請 ⑥　自己署名証明書の登録

【動産譲渡登記，債権譲渡登記】 ⑦　申請書作成支援ソフトウェアの

　Ｗｅｂブラウザ利用による申請 　　インストール

　（債権譲渡登記については，申請人

　プログラムによる申請書作成）

①　不動産登記手続 AM８：３０　～　PM９：００ ①　申請用総合ソフトによる申請 ①　自己署名証明書の確認 AM８：３０　～　PM９：００ 受付代行システム

②　商業・法人登記手続 　　（不動産登記，商業・法人登記に ②　申請者情報登録 （当初は，不動産登記，

③　動産譲渡登記手続 　　ついては，利用者のＰＣから送信。 ③　申請用総合ソフトのインストール 商業・法人登記のみの

④　債権譲渡登記手続 　　動産譲渡登記，債権譲渡登記に ※平成２３年１月１７日 運用）

※H２３年度中に 　　ついては，申請人プログラムによ （月）から開設予定

⑤　供託手続 　　る申請書作成）

⑥　成年後見登記手続 ※　１１月８日から体験版申請用

⑦　電子公証手続 　　総合ソフトβ版を配布予定

②　Ｗｅｂブラウザのみによる ※　ＪＲＥのインストールは不要

　　かんたん証明書請求 ※　ＰＣのＯＳがＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合，

③　民間事業者製ソフトウェア 　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．Ｎｅｔフレームワーク３．０以上

　　による申請（動産譲渡登記，債権 　へのアップデートが必要となる場合が

　　譲渡登記については，申請人プロ 　ある（WindowsVista以上は不要）。

　　グラムによる申請書作成）

※申請書の作成等（電子
署名の付与を含む）申請書
準備作業は２４時間可能
（ただし，登記情報検索は
AM８:３０～PM９:００まで）

（登記所での受付時間は
AM８：３０～PM５：１５ま
で。PM５：１５以降にシステ
ムに到達した場合は翌業
務日の受付となります。）

（登記所での受付時間は
AM８：３０～PM５：１５ま
で。PM５：１５以降にシステ
ムに到達した場合は翌業
務日の受付となります。）

システム利用に係る主な変更点システム利用に係る主な変更点

 
一覧一覧

現行オンラインシステムと新オンラインシステムとのシステム利用に係る主な変更点は，以下のとおりです。

現

行
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２月１４日（月）以降も，一定期間は，現行オンラインシステムから
電子公文書を取得することができます。
不動産登記については３月３１日（木）まで，動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記

事項概要証明書及び登記事項証明書については交付後９０日まで（調整中）

２月１４日（月）以降も，一定期間は，現行オンラインシステムから
電子公文書を取得することができます。
不動産登記については３月３１日（木）まで，動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記

事項概要証明書及び登記事項証明書については交付後９０日まで（調整中）

現行オンラインシステムから，システム切
替え対象手続の未取得の電子公文書を取
得することができなくなります。

現行オンラインシステムから，システム切
替え対象手続の未取得の電子公文書を取
得することができなくなります。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（１）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（１）

２

 

申請者情報の登録２

 

申請者情報の登録

４

 

登記識別情報の
再暗号化・表示

４

 

登記識別情報の
再暗号化・表示

５

 

システム切替え前後の
申請の取扱い

５

 

システム切替え前後の
申請の取扱い

３

 

申請データの
作成（準備）

３

 

申請データの
作成（準備）

新オンラインシステムへ申請者情報の登
録が必要になります。

新オンラインシステムへ申請者情報の登
録が必要になります。

登記申請書作成支援ソフトウェアで作成
した申請データ及び旧申請人プログラム
で作成した申請データは，新オンラインシ
ステムでは使用することができません。

登記申請書作成支援ソフトウェアで作成
した申請データ及び旧申請人プログラム
で作成した申請データは，新オンラインシ
ステムでは使用することができません。

現行オンラインシステムで取得した登記識
別情報通知（電子公文書）は，申請用総合
ソフトで表示することができません。

現行オンラインシステムで取得した登記識
別情報通知（電子公文書）は，申請用総合
ソフトで表示することができません。

【お願い】

システム切替えまでに処理が完了しなかっ
た申請の補正又は取下げ及び電子公文書
の取得は，書面による処理となります。

システム切替えまでに処理が完了しなかっ
た申請の補正又は取下げ及び電子公文書
の取得は，書面による処理となります。

【問題点】 【対応】

１月１７日（月）から登録することができます（登記４手続）。１月１７日（月）から登録することができます（登記４手続）。

１月１７日（月）から，申請用総合ソフトを提供し，これにより，あら
かじめ申請データを作成することができます（登記４手続）。

１月１７日（月）から，申請用総合ソフトを提供し，これにより，あら
かじめ申請データを作成することができます（登記４手続）。

現行オンラインシステムにおいて取得した登記識別情報通知（電
子公文書）を，再暗号化して，保存・表示するための「登記識別情
報表示ツール」を１月１７日（月）から提供します（不動産登記）。

現行オンラインシステムにおいて取得した登記識別情報通知（電
子公文書）を，再暗号化して，保存・表示するための「登記識別情
報表示ツール」を１月１７日（月）から提供します（不動産登記）。

新オンラインシステムへ「オンライン処理申出様式」を送信するこ
とにより，オンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書を取
得することができます（不動産登記及び商業・法人登記のみ）。

新オンラインシステムへ「オンライン処理申出様式」を送信するこ
とにより，オンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書を取
得することができます（不動産登記及び商業・法人登記のみ）。

平成２２年 平成２３年

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

ホームページ開設
申請準備可能

体験版ソフトの配布及びダウンロードによる操作の習熟 運用開始

操作サポートデスク開設
（電話及びメールによる問い合わせへの対応）

電話及びメールによる問い合わせ対応あり
切替え準備ページにＦＡＱを掲載

１

 

電子公文書の取得１

 

電子公文書の取得

１７日 １４日８日
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１６時 １７時 １８時 １９時 ２０時 ２１時 ２２時 ２３時

現行オンライン

システム

新オンライン

システム

７時 ８時

現行オンライン

システム

新オンライン

システム

登記４手続については，現行オンラインシス

 
テムへの申請ができない。

 

登記４手続については，

 

現行オンラインシス
テムへの申請ができない。

①及び②利用可（時間帯によっては

 
利用不可）

 
③利用時間外

 

①及び②利用可（時間帯によっては
利用不可）
③利用時間外

【２月１０日（木）】

【２月１４日（月）】

【注意事項】
２月１０日（木）は，１７時１５分以降，登記４手続については，現行オンラインシステムへ申請することはできません（そ

 
れ以外の手続は申請可能）。

送信中に１７時１５分となった場合も，受付処理がされないため，時間に余裕をもって申請してください。

申請申請

運用開始（登記４手続）運用開始（登記４手続）

登記識別情報通知ダウンロード様式の送信（３月１５日（火）まで）

 
電子公文書は，２月１４日（月）以降も一定期間取得することができる。

 
登記４手続以外の手続は，従来どおり

 

登記識別情報通知ダウンロード様式の送信（３月１５日（火）まで）
電子公文書は，２月１４日（月）以降も一定期間取得することができる。
登記４手続以外の手続は，従来どおり

①コンテンツ閲覧，②申請用総合ソフトのダウンロード，

 
③申請者情報の登録が可能

 

①コンテンツ閲覧，②申請用総合ソフトのダウンロード，
③申請者情報の登録が可能

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（２）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（２）

利用時間外

利用時間外

利用時間外
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【２月１４日（月）以降の現行オンラインシステムにおける電子公文書の取得】
①

 

登記完了証（不動産登記）
現行オンラインシステムで登記が完了し，登記完了証が未取得の場合は，２月１４日（月）以降も，３月３１日（木）

 
まで（※調整中）は，現行オンラインシステムから取得することができます。

②

 

登記識別情報通知（不動産登記）
a

 

登記識別情報通知ダウンロード様式を送信している場合
現行オンラインシステムで登記が完了し，登記識別情報通知が未取得の場合は，２月１４日（月）以降も，３月３１

 
日（木）まで（※調整中）は，現行オンラインシステムから取得することができます。

b

 

登記識別情報通知ダウンロード様式を送信していない場合
現行オンラインシステムで登記が完了し，登記識別情報通知ダウンロード様式が送信されていない場合には，２

 
月１４日（月）以降も，３月１５日（火）までは，現行オンラインシステムへ登記識別情報ダウンロード様式を送信するこ

 
とができます（取得期限はaと同じ）。

③

 

登記事項概要証明書・登記事項証明書（動産譲渡登記及び債権譲渡登記）
現行オンラインシステムで申請が受け付けられた証明書交付請求については，２月１４日（月）以降も，取得が可

 
能となった日の翌日から起算して９０日間（※調整中）は，現行オンラインシステムから取得することができます。

【２月１４日（月）以降の現行オンラインシステムの登記４手続についての処理状況一覧】
２月１４日（月）以降も，処理状況一覧については，「手続終了」，「却下」又は「取下」となった時点から１４日間は，

 
現行オンラインシステムで確認することができます。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（３）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（３）

１

 

電子公文書の取得

（商業・法人登記を除く３手続）

１

 

電子公文書の取得

（商業・法人登記を除く３手続）

２月１４日（月）以降も，一定期間は，現行オンライ ンシステムから電子

公文書を取得することができます。

２月１４日（月）以降も，一定期間は，現行オンライ ンシステムから電子

公文書を取得することができます。

※

 

調整が完了次第，資料を更新します。
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２

 

申請者情報の登録

（登記４手続）

２

 

申請者情報の登録

（登記４手続）
１月１７日（月）から登録することができます。１月１７日（月）から登録することができます。

①

 

新オンラインシステムにおいて，利用規約に同意した上で，申請者情報を登録する必要があります。
②

 

平成２３年１月１７日(月）から，新オンラインシステムのホームページを開設し，申請者情報の登録サイトを開設します。
③

 

申請者情報登録のご利用時間は，午前８時３０分から午後９時までです。システム切替え作業当日（２月１０日（木））も，

 
午後９時まで登録することができます。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（４）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（４）
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３

 

申請データの作成（準備）

（登記４手続）

３

 

申請データの作成（準備）

（登記４手続）

１月１７日（月）から，申請用総合ソフトを提供し，あらかじめ申請データ
を作成することができます。

１月１７日（月）から，申請用総合ソフトを提供し，あらかじめ申請データ
を作成することができます。

①

 

【不動産登記及び商業法人登記】
登記申請書作成支援ソフトウェア等により現行オンラインシステム用に作成した不動産登記及び商業・法人登記の

申請データを利用して新オンラインシステムへ申請することはできません。
【債権譲渡手続】
旧申請人プログラムにより作成した債権譲渡登記の申請データを再利用して新オンラインシステムへ申請することは

 
できません。

②

 

【不動産登記及び商業・法人登記】
平成２３年１月１７日(月）から，新オンラインシステムのホームページを開設し，申請用総合ソフトの配布を開始します。

これにより，不動産登記及び商業・法人登記の申請データの作成など新オンラインシステムへの申請の準備をすること
ができます。

③

 

同日から操作サポートデスクを開設し，電話及びメールによる問い合わせへの対応を開始します。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（５）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（５）

登記申請書作成支援ソフトウェア

作成

申請書
データ

申請書のタグ構造が異なる。 申請用総合ソフトへのインポートに必要な情報が足りない。
・

 

申請書データ ，管理情報

 

等

インポート
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４

 

登記識別情報の再暗号化・表示

（不動産登記）

４

 

登記識別情報の再暗号化・表示

（不動産登記）

現行オンラインシステムにおいて取得した登記識別情報通知（電子公文書）を，
再暗号化して，保存・表示するための「登記識別情報表示ツール」を１月１７日
（月）から提供します。

現行オンラインシステムにおいて取得した登記識別情報通知（電子公文書）を，
再暗号化して，保存・表示するための「登記識別情報表示ツール」を１月１７日
（月）から提供します。

①

 

新オンラインシステムでは，登記識別情報の暗号化方式を，電子政府推奨のよりセキュリティの高い方式へと変更しま

 
す。

②

 

現行オンラインシステムで取得した登記識別情報を表示するために，平成２３年１月１７日（月）から，新オンラインシステ

 
ムのホームページにおいて，「登記識別情報表示ツール」を提供しますので，早期に再暗号化を行ってください。

③

 

「登記識別情報表示ツール」により，登記識別情報を表示することができます。
※

 

３月１６日（水）以降，登記申請書作成支援ソフトウェアの保守サポートは停止します。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（６）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（６）

①再暗号化作業 登記識別情報表示ツール

必要な情報を入力し，再暗号化する。

登記識別
情報 復号・再暗号化

登記識別
情報

②再暗号化した登記識別情報の表示

必要な情報を入力し，表示する。

<登記識別情報の保管上の注意事項について>
登記識別情報を再暗号化した後においても，暗号強度は，技術の進歩等によって劣化します。また，登記識別情報を保管される場合には，保管媒体も経年劣化するおそれがあります。
復号表示するための利用者の皆様のハードウェア・ソフトウェアの技術的な仕様についても，将来にわたって利用可能な状態が継承されなくなるおそれもありますので，十分にご注意ください。
登記識別情報は，登記権利者であることを証明する重要な情報ですので，表示された登記識別情報通知を印刷した場合には，第三者に盗み見されないよう，封書等へ封印して，金庫等に保管するなどの方法に

 

より，大切に保管することをお勧めします。
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５

 

システム切替え前後の申請の取扱い

（不動産登記及び商業・法人登記）

５

 

システム切替え前後の申請の取扱い

（不動産登記及び商業・法人登記）

新オンラインシステムへ「オンライン処理申出様式」を送信することにより，オ
ンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書を取得することができます。

新オンラインシステムへ「オンライン処理申出様式」を送信することにより，オ
ンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書を取得することができます。

ａ

 
登録免許税が未納付ａ

 
登録免許税が未納付

ｃ

 
実地調査ｃ

 
実地調査 ｄ

 
事前通知ｄ

 
事前通知

ｅ

 
２月１０日（木）業務終了

 
間際の申請ｅ

 
２月１０日（木）業務終了

 
間際の申請

現行オンラインシステムの処理を終了現行オンラインシステムの処理を終了

２月１４日（月）午前８時３０分から午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」を送信２月１４日（月）午前８時３０分から午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」を送信

①

 

平成２３年２月１０日（木）午後５時１５分以降，仕掛中となっているオンライン申請等（下図aからeまで）は，現行オンラ
インシステムにおいてシステム上の処理を完了させる必要があります。

②

 

仕掛中の不動産登記及び商業・法人登記申請について，新オンラインシステムへのシステム切替え後に，オンライン

 
処理申出様式を送信することにより，補正又は取下げ及び電子公文書の取得をオンラインですることができます。

※

 

１月１７日（月）から，オンライン申請受付時に申請人（代理人）に対して発行する受付完了通知のコメント欄外に，新オ
ンラインシステムのホームページへのリンクを表示することとし，そのリンク先には，システム切替えに当たってのお願い
事項等を掲載する予定です。

新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（７）新オンラインシステムへのシステム切替えに当たってのお願い（７）

仕掛中・・・オンライン申請の処理状況が，「手続終了」，
「却下」，「取下」となっていない状態（「審査終了」し，電子公
文書を受領していない状態は，本資料において仕掛中では
ありません。）

オンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書の取得が可能オンラインによる補正又は取下げ及び電子公文書の取得が可能

２月１０日（木）

 

午後５時１５分

２月１４日（月）

 

午前８時３０分以降

申請人（代理人）

登記所

※

 

現行オンラインシステムにおいて補正中の申請は，システム切替え後，オンライン処理申
出様式の送信を受け，改めて，オンライン処理申出様式に対する補正通知がされます。

システム上，処理状況を「却下」と表示
同コメントでオンライン処理申出様式の取扱い等をご案内

ｂ 補正中 ※

 

ｂ 補正中 ※

※

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記については，２月１０日
（木）中に審査をすべて完了させる予定です。

ただし，２月１０日（木）午後５時１５分の時点で登録免許
税，登記手数料が未納付の申請については，「取下」，
「却下」，「手続終了」のいずれかの処理状況に遷移します。

オンライン処理申出様式の作成
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【平成２３年２月１０日（木）の処理について】
①

 

不動産登記及び商業・法人登記の申請
２月１０日（木）午後５時１５分以降，仕掛中となっているオンライン申請は，現行オンラインシステム上，処理状況が

「却下」と表示されコメントが発行されます。→当該申請がオンライン処理申出様式の送信の対象となるものです。

②

 

不動産登記及び商業・法人登記の登記申請以外
a

 

登記識別情報に関する証明の請求（不動産登記）
２月１０日（木）午後５時１５分時点で電子納付がされていないものは，システム上，処理状況が「却下」と表示されます。

b

 

登記識別情報の失効の申出（不動産登記）
２月１０日（木）午後５時１５分までに受付されたものは，同日中に処理がされます。

c

 

証明書の送付請求（不動産登記及び商業・法人登記）
２月１０日（木）午後５時１５分時点で電子納付がされていないものは，システム上，処理状況が「却下」と表示されます。

③

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記手続
２月１０日（木）中に処理がされます。ただし，２月１０日（木）午後５時１５分の時点で登録免許税又は手数料が未納付

の申請については，システム上，「取下」，「却下」，「手続終了」のいずれかの処理状況に遷移します。

システム切替え前後のオンライン申請の取扱い（１）システム切替え前後のオンライン申請の取扱い（１）

⇒

 

新オンラインシステムにおいて，オンラインによる手続を継続（補正又は取下げ及び電子公文書の取得）するため

には，２月１４日（月）午前８時３０分から同日午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」の送信をお願いします。
※

 

現行オンラインシステムにおいて登録免許税が未納付の場合は，印紙により納付してください。
※

 

２月１４日（月）午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」の送信がない場合，オンラインによる補正又は取下
げ及び電子公文書の取得に代えて，申請情報を記載した書面又は申請書が登記所の窓口に提出された申請におけ
る処理と同様の処理を行います。

⇒

 

新オンラインシステムにおいて，オンラインによる手続を継続（補正又は取下げ及び電子公文書の取得）するため

には，２月１４日（月）午前８時３０分から同日午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」の送信をお願いします。
※

 

現行オンラインシステムにおいて登録免許税が未納付の場合は，印紙により納付してください。
※

 

２月１４日（月）午後５時１５分までに「オンライン処理申出様式」の送信がない場合，オンラインによる補正又は取下
げ及び電子公文書の取得に代えて，申請情報を記載した書面又は申請書が登記所の窓口に提出された申請におけ
る処理と同様の処理を行います。

⇒

 

現行オンラインシステム上，処理状況が「却下」と表示されたものは，２月１４日（月）午前８時３０分以降，新オンラ

インシステムへ改めて請求をお願いします。

⇒

 

現行オンラインシステム上，処理状況が「却下」と表示されたものは，２月１４日（月）午前８時３０分以降，新オンラ

インシステムへ改めて請求をお願いします。
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【不動産登記及び商業・法人登記】
～申請が仕掛中でシステム切替えを迎えた場合～

２月１０日（木）
午後５時１５分以前

現行オンラインシステム

新オンラインシステム

申請人（代理人）

申請書Ａ

オンライン処理
申出様式

（申請書Ａ´）

電子公文書

⑦申請書Ａ´の電子
公文書の取得

申請書Ａ´：20110214001782001
受付年月日：平成23年2月８日

受付番号：第1234号補正
取下

仕掛中とは・・・オンライン申請の処理状況が，「手続終了」，「却下」，
「取下」となっていない状態（「審査終了」し，電子公文書を受領して
いない状態は，本資料において仕掛中ではありません。）

①オンラインによる
登記の申請
２月８日（火）

２月１４日（月）
⑥「オンライン処理申出
様式」を送信

システム切替え前後のオンライン申請の取扱い（２）システム切替え前後のオンライン申請の取扱い（２）

２月１４日（月）
午前８時３０分以降

受付完了コメント

②平成２３年２月８日受
付第１２３４号（受付完了
コメントで新オンラインシ
ステムのＨＰのＵＲＬを
案内）

①新オンランシステムのＨＰへのＵＲＬ
②システム切替え時のお願い事項のＵＲＬ

申請書Ａ：20110208163247289
受付年月日：平成23年2月８日

受付番号：第1234号

⑤システム上処理状況が
「却下」と表示（システム
切替え時のお願い事項の
コメント）

オンライン処理申出様式送信前

オンライン処理申出様式送信後

↑
受付番号1234号に対する

新オンラインシステムでの処理

③登録免許税納付

④添付書類の送付（持参）

不動産登記及び商業・法人登記手続のみ

 
の取扱いです。

オンライン処理申出

 
様式の作成

却下コメント

①新オンランシステムのＨＰへのＵＲＬ
②システム切替え時のお願い事項のＵＲＬ

システム切替え作業を開始

オンライン処理申出様式の送信により，

補正又は取下げ及び電子公文書の取得
がオンラインですることができます。
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【申請人（代理人）】

 

（注）「オンライン処理申出様式」の送信は，不動産登記及び商業・法人登記のみの取扱いです。

①

 

「オンライン処理申出様式」を作成してください。入力内容は，以下図のとおりです。

②

 

登記識別情報通知用特定ファイル届出様式を添付して，現行オンラインシステムへ申請していた場合は，申請用総

 
合ソフトで，登記識別情報通知取得用届出様式を再度作成して「オンライン処理申出様式」に添付してください。

③

 

電子署名をしてください（現行オンラインシステムへの申請時と同じ電子署名）。
④

 

新オンラインシステムへ送信してください。

［オンライン処理申出様式（不動産登記or商業・法人登記）］

登記所

受付年月日

教育法務局東都出張所

平成２３年２月８日受付

受付番号 第１２３４号

申請人（代理人） 住所

 

氏名

【添付ファイル】
登記識別情報通知取得用届出様式
（申請用総合ソフトで作成）
※

 

登記識別情報通知用特定ファイル届出様式を添付して，現行オ

 
ンラインシステムへ申請している場合のみ必要となります。

新オンラインシステムにおいてオンラインによる手続を進めるために新オンラインシステムにおいてオンラインによる手続を進めるために

【留意事項】
①

 

「オンライン処理申出様式」は，不動産登記手続と商業・法人登記手続とで様式が異なります。申請した登記所，受

 
付年月日，受付番号及び申請人（代理人）の情報を入力します。

②

 

２月１０日（木）午後５時１５分時点で未納付であった申請については，「印紙による納付」が必要になります。２月１

 
０日（木）は，時間に余裕をもった電子納付をしていただきますようお願いします。

③

 

「受付年月日」，「受付番号」は，受付完了通知に記載されているとおりに記載してください。
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１

 

不動産登記手続
現行オンラインシステムで処理が完了しており，登記識別情報通知ダウンロード様式の送信をしていない場合には，

 
３月１５日（火）まで，登記識別情報通知ダウンロード様式を送信し，現行オンラインシステムで取得できます。

２

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記手続
現行オンラインシステムで処理が完了している場合，登記事項概要証明書及び登記事項証明書の取得が可能と

 
なった日の翌日から起算して９０日間（※調整中）は，現行オンラインシステムから取得することができます。

３

 

不動産登記，商業・法人登記，動産譲渡登記及び債権譲渡登記の４手続についての処理状況一覧
２月１４日（月）以降の処理状況一覧については，「手続終了」，「却下」又は「取下」となった時点から１４日間，現行

 
オンラインシステムで確認することができます。

４

 

不動産登記，商業・法人登記，動産譲渡登記及び債権譲渡登記の４手続以外の手続
２月１４日（月）以降も引き続き，現行オンラインシステムへ申請等を行ってください。

５

 

供託，成年後見登記及び電子公証の３手続
２月１４日（月）以降も引き続き，現行オンラインシステムへ申請等を行ってください。
平成２３年度中に新オンラインシステムへのシステムの切替えを行う予定です。

システム切替え後の法務省オンライン申請システムについてシステム切替え後の法務省オンライン申請システムについて

※

 

調整が完了次第，資料を更新します。
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１

 

不動産登記手続
現行オンラインシステムで完了した申請の登記識別情報通知ダウンロード様式は，登記申請書作成支援ソフ

トウェアで作成してください。
現行オンラインシステムへの登記識別情報通知ダウンロード様式の送信は，３月１５日（火）までできます。

２

 

登記申請書作成支援ソフトウェアのサポートについて
３月１６日（水）以降，登記申請書作成支援ソフトウェアの保守サポートは停止します。

システム切替え後の登記申請書作成支援ソフトウェアについてシステム切替え後の登記申請書作成支援ソフトウェアについて



15

参考参考

 
その１（システム運用に係る主な変更ポイントその１（システム運用に係る主な変更ポイント

 
申請形式）申請形式）

現行オンラインシステムでは，登記申請書作成支援ソフトウェアで作成した申請データを，法務省オンライン申請システム

 
のＷｅｂブラウザ上で読み込み，電子署名の付与等を行った後，送信していましたが，新オンラインシステムでは，申請用総

 
合ソフトにおいて，申請データの作成から電子署名の付与，申請データの送信までの一連の作業をすることができます。

Ｗｅｂブラウザを利用することなく，ＰＣにインストールした

 
申請用総合ソフトにおいて，申請データの作成から電子署

 
名の付与までの一連の作業が可能であるため，申請データ

 
の送信（処理状況の更新及び法務省登記情報検索含む。）

 
以外は，いつでも行うことができます。
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参考参考

 
その２その２

現行オンラインシステムと新オンラインシステムとで，オンライン申請者に対して提供する機能のうち，主な変更ポイント

を以下のとおり整理します。

機能名 現行オンラインシステム 新オンラインシステム

1 処理状況検索機能の強化

以下の項目で申請事件を検索できる。
①　申請番号
②　処理状況確認番号
③　到達日の範囲（○～○）
④　手続名

左記①から③に加え，以下の検索項目を追加します。
⑤　 終更新年月日の範囲（○～○）
⑥　受付年月日の範囲（○～○）
⑦　受付番号
⑧　納付番号
⑨　法務局，登記所
⑩　処理状況
⑪　納付状況
⑫　件名
※　②については，かんたん証明書請求における検索項目
　 　④については，申請用総合ソフトのタブを手続ごとに
　切り替えて利用するフローとなるため検索項目から削除

2 受付のお知らせ表示

処理状況一覧のコメントで受付年月日及び受付番号を
表示

登記所で，不動産登記及び商業・法人登記申請を受け付けた
後，申請情報とともに受付年月日，受付番号及び受付登記所
名を表示する「受付のお知らせ」をＨＴＭＬで通知します。
処理状況表示画面で，「受付確認」ボタンをクリックすることに
より，「受付のお知らせ」が表示され，申請者のＰＣ内のブラウ
ザから印刷することができます。

3 電子署名付与機能

申請事件単位で電子署名 １申請事件ごとに実施していた電子署名が，複数申請事件に
対して一括で付与することができます（申請事件単位での署
名も可能）。これにより，電子署名の都度，ＰＩＮ入力をする必
要がなくなる上，電子署名に要する時間も大幅に短縮すること
ができます（現行オンラインシステムは，電子署名の都度アプ
レットの読み込みが必要でしたが，新オンラインシステムでは
申請用総合ソフトというローカルで電子署名をすることができ
るため，アプレットの読み込みが不要となります。）。
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参考参考

 
その３その３

機能名 現行オンラインシステム 新オンラインシステム

4 電子公文書取得機能

１申請事件当たり１公文書の取得制限 １申請事件に対して複数の公文書を一括して取得することが
できます。

なお，不動産登記申請においては，電子公文書一括取得用
申請様式を提供する予定です。

同申請様式を用いることで，登記識別情報の受領等について
委任を受けた資格者代理人は，別途ダウンロード申請をする
ことなく，登記識別情報を含む電子公文書を取得することがで
きます（従来どおり，ダウンロード様式による申請もできま
す。）。

5 ICカード切替機能

現行オンラインシステムと，別ツールにより提供（初期設
定後，ブラウザを含め再起動が必要となる。）

申請用総合ソフトの一機能として提供することから，別のツー
ルにより，起動する必要がなくなります。また，初期設定は，現
行オンラインシステムが提供する「切替ツール」の設定手順及
び操作性を踏襲します。

6 アプリケーション更新機能

頻繁にされるＪＲＥのバージョンアップリリース後，旧バー
ジョンのＪＲＥのアンインストールと新バージョンのインス
トール作業を実施している。申請書作成支援ソフトのアッ
プデートは手動で行っている。
また，登記申請書作成支援ソフトウェアのアンインストー
ルを実施後，インストールする場合もあった。

新オンラインシステムでは，ＪＲＥを採用しないことから，ＪＲＥ
のアンインストールとインストール作業が不要となります。
申請用総合ソフト起動時に，新オンラインシステムに接続し，
申請用総合ソフトのプログラム，申請書様式，ヘルプファイル
及び登記所情報等のバージョンを自動で確認し， 新のバー
ジョンへの更新が可能な状態となります（更新を行った場合
は，申請用総合ソフトの再起動がされます。）。
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参考参考

 
その４その４

機能名 現行オンラインシステム 新オンラインシステム

7 入力支援機能

なし 申請書様式に，各種入力支援機能を設けました。例えば，申請書の
「登録事項転記」ボタンをクリックすると，あらかじめ登録していた項目
（氏名・氏名カナ，住所，電話番号）が自動的に転記されます。

8 バックアップ及び復元機能

なし 申請用総合ソフトで作成した申請データは，申請用総合ソフトでバック
アップ処理を行うことによりzipファイル形式で保存することができます。
また，保存したzipファイルは復元処理をすることにより，バックアップ時
の状態に戻すことができます。
申請用総合ソフトでは，申請者のＰＣ上にデータを保管するため，手続
終了前に当該データが消失した場合は，公文書取得等が行えなくなり
ますので，定期的にバックアップすることをお勧めします。

9 重要なお知らせ表示機能

なし 現行オンラインシステムでは，ホームページ上で主に新着情報として提
供していたオンライン申請の運用などに係る重要なお知らせについて，
新オンラインシステムでは，当該方法に加えて，申請用総合ソフト上で
も，重要なお知らせの更新の有無を確認することができます。
ホームページ上に重要なお知らせが掲載された場合，申請用総合ソフ
トにおいて，「更新」ボタンをクリックしたり，申請書を送信する場合な
ど，登記・供託オンライン申請システムにアクセスするタイミングで別ウ
インドウにより右の画面を表示します。お知らせの「件名」をクリックし，
「表示」ボタンをクリックすることにより，インターネットに接続し，ブラウザ
で当該お知らせを表示します。
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