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不動産 登記申請書（表示に関する登記） [不動産]登記申請書（表示に関する登記）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(1)地目変更
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(1)地目変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(2)地積更正
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(2)地積更正（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(3)分筆
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(3)分筆（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(4)合筆
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(4)合筆（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(4)合筆（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(5)一部地目変更、分筆
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(5)一部地目変更、分筆（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(6)地積更正、分筆
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(6)地積更正、分筆（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(7)分合筆
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(7)分合筆（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(7)分合筆（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(8)建物表題
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(8)建物表題（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(9)建物構造、床面積変更
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(9)建物構造、床面積変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(10)建物床面積変更、附属建物新築
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(10)建物床面積変更、附属建物新築（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(11)建物所在変更
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(11)建物所在変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(12)建物分割
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(12)建物分割（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(13)建物区分
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(13)建物区分（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(14)建物滅失
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(14)建物滅失（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(15)区分建物表題
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(15)区分建物表題（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(16)一棟の建物表題部の変更
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(16)一棟の建物表題部の変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(17)区分建物表題部の変更
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(17)区分建物表題部の変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(18)区分建物合併
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(18)区分建物合併（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(18)区分建物合併（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(19)合体
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(19)合体（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(19)合体（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(20)共用部分の登記
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(20)共用部分の登記（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(21)団地共用部分の登記
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(21)団地共用部分の登記（代理申請用）
[不動産]登記申請書（表示に関する登記）(22)地図訂正申出情報提供用

登記申請書（権利に関する登記） [不動産]登記申請書（権利に関する登記）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(1)所有権の保存
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(1)所有権の保存（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(1)所有権の保存（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(2)所有権の保存（敷地権付区分建物）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(2)所有権の保存（敷地権付区分建物）（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(2)所有権の保存（敷地権付区分建物）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(3)所有権の移転（売買）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(3)所有権の移転（売買）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(3)所有権の移転（売買）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(4)所有権の移転（相続）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(4)所有権の移転（相続）（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(4)所有権の移転（相続）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(5)所有権の移転（贈与）
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[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(5)所有権の移転（贈与）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(5)所有権の移転（贈与）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(6)所有権の移転（代位申請）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(6)所有権の移転（代位申請）（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(6)所有権の移転（代位申請）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(7)所有権の更正
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(7)所有権の更正（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(7)所有権の更正（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(8)買戻しの特約
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(8)買戻しの特約（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(8)買戻しの特約（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(9)抵当権の設定
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(9)抵当権の設定（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(9)抵当権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(10)抵当権の変更
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(10)抵当権の変更（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(11)抵当権の抹消
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(11)抵当権の抹消（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(12)根抵当権の設定
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(12)根抵当権の設定（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(12)根抵当権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(13)根抵当権の設定（追加）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(13)根抵当権の設定（追加）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(13)根抵当権の設定（追加）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(14)根抵当権の変更（極度額）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(14)根抵当権の変更（極度額）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(15)根抵当権の変更（債務者・相続）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(15)根抵当権の変更（債務者・相続）（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(16)根抵当権の分割譲渡
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(16)根抵当権の分割譲渡（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(16)根抵当権の分割譲渡（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(17)根抵当権の移転
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(17)根抵当権の移転（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(17)根抵当権の移転（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(18)地上権の設定
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(18)地上権の設定（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(18)地上権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(19)賃借権の設定
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(19)賃借権の設定（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(19)賃借権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(20)地役権の設定
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(20)地役権の設定（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(21)順位の変更
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(21)順位の変更（双方代理用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(22)登記名義人の住所変更
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(22)登記名義人の住所変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(23)登記名義人の氏名変更
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(23)登記名義人の氏名変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(24)登記名義人の名称（又は本店）変更
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(24)登記名義人の名称（又は本店）変更（代理申請用）
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(25)登記の抹消
[不動産]登記申請書（権利に関する登記）(25)登記の抹消（双方代理用）
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不動産 登記嘱託書（表示に関する登記） [不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(1)地目変更
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(1)地目変更（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(2)地積更正
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(2)地積更正（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(3)分筆
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(3)分筆（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(4)合筆
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(4)合筆（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(4)合筆（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(5)一部地目変更、分筆
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(5)一部地目変更、分筆（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(6)地積更正、分筆
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(6)地積更正、分筆（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(7)分合筆
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(7)分合筆（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(7)分合筆（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(8)建物表題
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(8)建物表題（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(9)建物構造、床面積変更
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(9)建物構造、床面積変更（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(10)建物床面積変更、附属建物新築
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(10)建物床面積変更、附属建物新築（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(11)建物所在変更
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(11)建物所在変更（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(12)建物分割
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(12)建物分割（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(13)建物区分
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(13)建物区分（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(14)建物滅失
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(14)建物滅失（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(15)区分建物表題
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(15)区分建物表題（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(16)一棟の建物表題部の変更
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(16)一棟の建物表題部の変更（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(17)区分建物表題部の変更
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(17)区分建物表題部の変更（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(18)区分建物合併
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(18)区分建物合併（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(18)区分建物合併（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(19)合体
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(19)合体（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(19)合体（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(20)共用部分の登記
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(20)共用部分の登記（代理嘱託用）
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(21)団地共用部分の登記
[不動産]登記嘱託書（表示に関する登記）(21)団地共用部分の登記（代理嘱託用）

登記嘱託書（権利に関する登記） [不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(1)所有権の保存
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(1)所有権の保存（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(2)所有権の保存（代位嘱託）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(2)所有権の保存（代位嘱託）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(3)所有権の移転
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(3)所有権の移転（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(4)所有権の移転（代位嘱託）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(4)所有権の移転（代位嘱託）（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(5)処分の制限（滞納処分による差押え・参加差押え）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(6)公売による所有権の移転、登記の抹消
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(6)公売による所有権の移転、登記の抹消（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(7)抵当権の設定
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(7)抵当権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(8)根抵当権の設定
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(8)根抵当権の設定（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(9)権利の変更



手続様式一覧(予定） 別紙

手続
分類

様式名手続名

[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(9)権利の変更（電子公文書一括取得用）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(10)登記の抹消
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(11)登記名義人の表示の変更（代位嘱託）
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(12)登記嘱託書兼登記原因証明情報
[不動産]登記嘱託書（権利に関する登記）(12)登記嘱託書兼登記原因証明情報（電子公文書一括取得用）

登記事項／地図・図面証明書送付請求書 ［不動産］登記事項／地図・図面証明書送付請求書
登記識別情報に関する証明請求書（有効証明） ［不動産］登記識別情報に関する証明請求書（有効証明）
登記識別情報に関する証明請求書（不通知・失効証明） ［不動産］登記識別情報に関する証明請求書（不通知・失効証明）
登記識別情報の失効の申出書 ［不動産］登記識別情報の失効の申出書
登記識別情報通知ダウンロード様式 ［不動産］登記識別情報通知ダウンロード様式
取下書（登記申請書共通） ［不動産］取下書（登記申請書共通）
取下書（登記嘱託書共通） ［不動産］取下書（登記嘱託書共通）
事前通知に基づく申出書 ［不動産］事前通知に基づく申出書

商業 送付請求書（登記事項証明書） [商業・法人]送付請求書（登記事項証明書）
送付請求書（印鑑／登記事項証明書） [商業・法人]送付請求書（印鑑／登記事項証明書）
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 [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
登記申請書（会社用）（支店の登記同時申請用） [商業・法人]登記申請書（会社用）（支店の登記同時申請用）
登記申請書（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等 [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
登記申請書（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） [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）
登記申請書（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 [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
取下書（登記申請書共通） [商業・法人]取下書（登記申請書共通）
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 [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
登記嘱託書（会社用）（支店の登記同時申請用） [商業・法人]登記嘱託書（会社用）（支店の登記同時申請用）
登記嘱託書（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等 [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
登記嘱託書（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） [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）
登記嘱託書（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 [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（登記嘱託書共通） [商業・法人]取下書（登記嘱託書共通）
送付請求書（債権概要記録事項証明書） [商業・法人]送付請求書（債権概要記録事項証明書）
送付請求書（動産概要記録事項証明書） [商業・法人]送付請求書（動産概要記録事項証明書）
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 [商業・法人]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
登記事項提出書（登記申請用）（会社用）（支店の登記同時申請用） [商業・法人]登記事項提出書（登記申請用）（会社用）（支店の登記同時申請用）
登記事項提出書（登記申請用）（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等 [商業・法人]登記事項提出書（登記申請用）（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等
登記事項提出書（登記申請用）（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） [商業・法人]登記事項提出書（登記申請用）（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用）
登記事項提出書（登記申請用）（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 [商業・法人]登記事項提出書（登記申請用）（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人
登記事項提出書（登記嘱託用）（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 [商業・法人]登記事項提出書（登記嘱託用）（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
登記事項提出書（登記嘱託用）（会社用）（支店の登記同時申請用） [商業・法人]登記事項提出書（登記嘱託用）（会社用）（支店の登記同時申請用）
登記事項提出書（登記嘱託用）（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等 [商業・法人]登記事項提出書（登記嘱託用）（法人等用）:会社以外の法人，特定目的会社等
登記事項提出書（登記嘱託用）（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用） [商業・法人]登記事項提出書（登記嘱託用）（法人等用）（従たる事務所等の登記同時申請用）
登記事項提出書（登記嘱託用）（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人 [商業・法人]登記事項提出書（登記嘱託用）（個人商人用）：商号，支配人，未成年，後見人

特殊 その他 取得者特定ファイル
その他 登記識別情報提供様式
その他 登記識別情報通知用特定ファイル届出様式
書面により提出した添付情報の内訳表［不動産］ 書面により提出した添付情報の内訳表
登録免許税納付用紙[不動産] 登録免許税納付用紙
書面により提出した添付情報の内訳表[商業・法人] 書面により提出した添付情報の内訳表
登録免許税納付用紙[商業・法人] 登録免許税納付用紙

不動産 かんたん証明書請求 ［不動産］登記事項／地図・図面証明書送付請求書
商業 かんたん証明書請求 [商業・法人]送付請求書（登記事項証明書）

[商業・法人]送付請求書（債権概要記録事項証明書）
[商業・法人]送付請求書（動産概要記録事項証明書）

債権 登記申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記）
登記事項概要証明申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記事項概要証明申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記）
登記事項証明申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記事項証明申請書送信票（債権譲渡登記，質権設定登記）
登記事項概要証明申請書（登記番号指定検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記事項概要証明申請書（登記番号指定検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記）
登記事項概要証明申請書（譲渡人検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記事項概要証明申請書（譲渡人検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記）
登記事項概要証明申請書（譲渡人複数指定検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記） 登記事項概要証明申請書（譲渡人複数指定検索用）（債権譲渡登記，質権設定登記）

動産 登記申請書送信票（動産譲渡登記） 登記申請書送信票（動産譲渡登記）
登記事項概要証明申請書送信票（動産譲渡登記） 登記事項概要証明申請書送信票（動産譲渡登記）
登記事項証明申請書送信票（動産譲渡登記） 登記事項証明申請書送信票（動産譲渡登記）
登記事項概要証明申請書（登記番号指定検索用）（動産譲渡登記） 登記事項概要証明申請書（登記番号指定検索用）（動産譲渡登記）
登記事項概要証明申請書（譲渡人検索用）（動産譲渡登記） 登記事項概要証明申請書（譲渡人検索用）（動産譲渡登記）
登記事項概要証明申請書（譲渡人複数指定検索用）（動産譲渡登記） 登記事項概要証明申請書（譲渡人複数指定検索用）（動産譲渡登記）


