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オンライン証明書交付請求の手続 

 

ア 申請前の準備 

① 申請人プログラムのインストール 

 申請人プログラムをダ

ウンロードし，お使いのパ

ソコンにインストールし

ます。 

 

 

② 申請用総合ソフトのインストール及び申請者情報の登録 

 登記・供託オンライン申

請システムホームページ

上で申請者情報を登録し

ます（すでに登録済みであ

れば必要ありません。）。そ

の後，申請用総合ソフトを

ダウンロードし，お使いの

パソコンにインストール

します。  

 

※ 登記・供託オンライン申請システムでは，インターネット上に開設したウェブサイト

から証明書の請求書の作成・送信を行う「かんたん証明書請求」を利用することができ，

登記事項概要証明書及び概要記録事項証明書の交付請求については，オンライン申請デ

ータの作成を行うことなく，Ｗｅｂブラウザ上で交付請求を行うことができます（登記

事項証明書の交付請求については，かんたん証明書請求を行うことはできません。）。 

 

※ 登記・供託オンライン申請システム，申請用総合ソフト及びかんたん証明書請求の詳細

は，以下のリンク先を参照してください。 

→ http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html 

申請人 法務省 

法務省ホームページ

（民事局）又は登記・

供託オンライン申請シ

ステムホームページ 

「申請人プログラ

ム」のダウンロード

とインストール 

申請人 法務省 

登記・供託オンライン

申請システムホームペ

ージ 「申請人プログラ

ム」のダウンロード

とインストール 

申請者情報の登録 
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 イ オンライン証明書請求手順（登記事項証明書及び登記事項概要証明書） 

 

① オンライン申請データの作成 

 オンライン申請のため

の申請データを「動産譲渡

登記オンライン証明書請

求データ仕様」に従って作

成します。 

 その後，申請人プログラ

ムを用いてオンライン申

請に必要なオンライン申

請データ（「送信票」（ＸＭ

Ｌデータ）及び「オンライ

ンデータ」（shinsei.zip））

を作成します。 

 

 

② オンラインデータの添付及び電子署名の付与 

 申請用総合ソフトを起

動し，画面左上の「申請書

作成」ボタン→「動産譲渡

登記申請書」→「登記事項

概要証明申請書送信票，登

記事項証明申請書送信票」

のいずれかを選択し表示

します。申請人プログラム

を用いて作成した「送信

票」（ＸＭＬデータ）を，

上記「登記事項概要証明申

請書送信票，登記事項証明

申請書送信票」のいずれか

を読み込み，その後同じく

申請人プログラムを用い

て作成した「オンラインデ

ータ」（shinsei.zip）を「登

申請人 

====
====
==== 

オンライン

申請データ 

電子証明書 

「登記事項（概要）証明申

請書送信票」にオンライン

データを添付し，電子署名

を付与する（登記事項概要

証明書の請求は電子署名

の付与は不要。） 

申請用総合ソフト 

申請人 

申請人プログラム 

====
====
==== 

オンライン証明書

請求データ 

====
====
====

オンライン申請データ
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記事項概要証明申請書送

信票，登記事項証明申請書

送信票」に添付し，申請人

及び代理人（代理人がいる

場合に限る。）の電子署名

を付与します（登記事項概

要証明書の請求は，電子署

名を付与する必要はあり

ません。）。 

 

 

③ 申請データの送信 

 オンラインデータを添

付し，電子署名を付与した

「登記事項概要証明申請

書送信票，登記事項証明申

請書送信票」のいずれか

を，申請データとして登

記・供託オンライン申請シ

ステムに送信します。 

 

 

④ 登記手数料納付情報の表示 

 動産譲渡登記所での審

査が完了すると，申請用総

合ソフトの「処理状況表

示」欄に「納付」ボタンが

表示されますので，「納付」

ボタンをクリックします。

 

 

 

手数料納付情報の

通知 

登記・供託オンラ

イン申請システム申請人 

申請用総合ソフトの

「処理状況表示」欄 

申請人 登記・供託オンラ

イン申請システム

申請用総合ソフト ====
====
====

申請データの送信 
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⑤ 登記手数料の納付 

 「電子納付」画面で収納

機関番号，納付番号，確認

番号を確認し，インターネ

ットバンキング等を利用

し，手数料を納付します。

 

 

⑥ 処理状況の確認 

 申請用総合ソフトを用

いてオンライン登記申請

の処理状況を確認するこ

とができます。処理状況に

応じて，到達通知の表示，

納付情報の表示，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，

を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人 登記・供託オンラ

イン申請システム

申請用総合ソフトの

「処理状況表示」欄 

処理状況の通知 

申請人 銀行等 

以下の情報の入力 

・収納機関番号 

・納付番号 

・確認番号 

手数料納付 

インターネット

バンキング，電

子納付対応のＡ

ＴＭ等 
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⑦ 証明書の交付 

 オンライン証明書交付

請求においては，その請求

時に，交付の方法につき，

①電磁的記録の提供の方

法（オンライン交付），②

窓口交付の方法，③送付の

方法のいずれかを求める

ことができます。 

 

※ 窓口交付の場合には，

証明書の交付を受ける

方の氏名，住所等が記載

された書面の提出が必

要となります（登記事項

証明書の窓口交付につ

いては，受取人本人であ

ることを確認するに足

りる書類の提示も必要

となります。）。 

 

申請人 動産登録課 

出頭又は送付によ

り交付 

送付

出頭（窓口交付）

申請人 登記・供託オンラ

イン申請システム

 

オンライン交付 

申請用総合ソフトの

「処理状況表示」欄 

発行指示 
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ウ オンライン証明書請求手順（概要記録事項証明書） 

 

① 申請データの作成及び送信 

 申請用総合ソフトを用

いて，画面左上の「申請書

作成」ボタン→「商業登記

申請書」→「送付請求書（動

産概要記録事項証明書）」

を選択し，請求に必要な情

報を入力します。 

 必要な情報を入力後，申

請データを送信します。 

 

② 登記手数料納付情報の表示 

 商業登記所での審査が

完了すると，申請用総合ソ

フトの「処理状況表示」欄

に「納付」ボタンが表示さ

れますので，「納付」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

③ 登記手数料の納付 

 「電子納付」画面で収納

機関番号，納付番号，確認

番号を確認し，インターネ

ットバンキング等を利用

し，手数料を納付します。

 

手数料納付情報の

通知 

登記・供託オンラ

イン申請システム申請人 

申請用総合ソフトの

「処理状況表示」欄 

申請人 銀行等 

以下の情報の入力 

・収納機関番号 

・納付番号 

・確認番号 

手数料納付 

インターネット

バンキング，電

子納付対応のＡ

ＴＭ等 

申請人 登記・供託オンラ

イン申請システム

申請用総合ソフト ====
====
====

申請データの送信 
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④ 処理状況の確認 

 申請用総合ソフトを用

いてオンライン登記申請

の処理状況を確認するこ

とができます。処理状況に

応じて，到達通知の表示，

納付情報の表示，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

を行うことができます。 

 

 

⑤ 証明書の交付 

 オンラインでの概要記

録事項証明書交付請求で

は，①窓口交付の方法，②

送付の方法のいずれかを

求めることができます。 

 

※ 窓口交付の場合には，

証明書の交付を受ける

方の氏名，住所等が記載

された書面の提出が必

要となります。 

※ 概要記録事項証明書

は，電磁的記録の提供の

方法（オンライン交付）

による交付は行ってい

ません。 

 

申請人 商業登記所 

出頭又は送付によ

り交付 送付

出頭（窓口交付）

申請人 登記・供託オンラ

イン申請システム

申請用総合ソフトの

「処理状況表示」欄 

処理状況の通知 


