
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <登記共通事項> 
  <登記種別コード>04</登記種別コード>  
- <登記原因年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>01</日>  

  </登記原因年月日> 
  <登記原因コード>65</登記原因コード>  
  <登記原因 />  
  <原登記番号>20081234567</原登記番号>  
  <原登記事項の登記種別>01</原登記事項の登記種別>  
  <抹消種別>01</抹消種別>  
  <抹消する債権通番 />  
  <抹消後の譲渡に関わる債権総額 />  
- <申請年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </申請年月日> 
  <登録免許税>1000</登録免許税>  
  <取下の対象となる条件及び事由>上記登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたとき

は、登記申請の全部を取り下げる。</取下の対象となる条件及び事由>  
  <提出先登記所の表示>東京法務局御中</提出先登記所の表示>  
  <備考 />  
  <予備 />  

  </登記共通事項> 
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  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <代理人情報> 
- <代理人> 
  <代理人種別>01</代理人種別>  
  <氏名>高橋三郎</氏名>  
  <所在>東京都中野区野方一丁目１番２号</所在>  
  <連絡先>0366666666</連絡先>  
- <委任日付> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </委任日付> 
  <委任の意思と範囲>私は、○県○市○町○丁目○番○号○○ ○○○○ を代理人と定め、下

記の権限を委任します。    一 譲渡人 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○株式会
社 から      譲受人 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○株式会社 への      
平成○○年○○月○○日売買による債権譲渡（登記番号２０１０－１２３４５６７）につき、      
平成○○年○○月○○日解除による全部抹消登記の申請及び同申請の取下をするための一

切の件       抹消する債権個数 １，０００個</委任の意思と範囲>  
  <予備 />  

  </代理人> 
- <代理人> 
  <代理人種別>02</代理人種別>  
  <氏名>近藤史郎</氏名>  
  <所在>東京都中野区野方二丁目２番３号</所在>  
  <連絡先>0366666666</連絡先>  
- <委任日付> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </委任日付> 
  <委任の意思と範囲>私は、○県○市○町○丁目○番○号○○ ○○○○ を代理人と定め、下

記の権限を委任します。    一 譲渡人 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○株式会
社 から      譲受人 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○○○株式会社 への      
平成○○年○○月○○日売買による債権譲渡（登記番号２０１０－１２３４５６７）につき、      
平成○○年○○月○○日解除による全部抹消登記の申請及び同申請の取下をするための一

切の件       抹消する債権個数 １，０００個</委任の意思と範囲>  
  <予備 />  

  </代理人> 
  </代理人情報> 
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  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <譲受人情報> 
- <!-- 

【注：譲受人の「商号等」「本店等所在」などの記載は，譲受人の登記事項証明書，住民票 
等の記載と完全に一致させてください。】 

  -->  
  <譲受人の数>2</譲受人の数>  
- <譲受人> 
  <識別コード>0101</識別コード>  
  <商号等>株式会社エー・ビー・シー・ファイナンス</商号等>  
  <フリガナ>カブシキガイシャエービーシーファイナンス</フリガナ>  
  <取扱店 />  
  <本店等所在>東京都中央区銀座三丁目３番３号</本店等所在>  
  <外国会社の本店等の所在 />  
  <会社法人等番号>010001222222</会社法人等番号>  
  <代表者氏名>佐藤史郎</代表者氏名>  
  <代表者の資格>代表取締役</代表者の資格>  
  <連絡先>0399999999</連絡先>  
- <変更登記情報> 
  <照会番号>0028736556</照会番号>  
- <発行年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </発行年月日> 
  </変更登記情報> 
  <予備 />  

  </譲受人> 
- <譲受人> 
  <識別コード>0102</識別コード>  
  <商号等>フレンチコーポレーション</商号等>  
  <フリガナ>フレンチコーポレーション</フリガナ>  
  <取扱店>横浜支店</取扱店>  
  <本店等所在>横浜市中区山下町１番地</本店等所在>  
  <外国会社の本店等の所在>フランス国ブルターニュ郡レンヌ５番地</外国会社の本店等の所

在>  
  <会社法人等番号>020003333333</会社法人等番号>  
  <代表者氏名>ジャン・マルソー</代表者氏名>  
  <代表者の資格>日本における代表者</代表者の資格>  
  <連絡先>0399999999</連絡先>  
- <変更登記情報> 
  <照会番号>0028736557</照会番号>  
- <発行年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </発行年月日> 
  </変更登記情報> 
  <予備 />  

  </譲受人> 
  </譲受人情報> 
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  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <譲渡人情報> 
- <!-- 

【注：譲渡人の「商号等」「本店等所在」などの記載は，譲渡人の登記事項証明書の記載と 
完全に一致させてください。】 

  -->  
  <譲渡人の数>2</譲渡人の数>  
- <譲渡人> 
  <識別コード>0101</識別コード>  
  <商号等>甲乙商事株式会社</商号等>  
  <フリガナ>コウオツショウジカブシキガイシャ</フリガナ>  
  <取扱店>横浜支店</取扱店>  
  <本店等所在>東京都中央区銀座一丁目１番１号</本店等所在>  
  <外国会社の本店等の所在 />  
  <会社法人等番号>010001000000</会社法人等番号>  
  <代表者氏名>甲乙一郎</代表者氏名>  
  <代表者の資格>代表取締役</代表者の資格>  
  <連絡先>0399999999</連絡先>  
- <変更登記情報> 
  <照会番号>0028736556</照会番号>  
- <発行年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </発行年月日> 
  </変更登記情報> 
  <予備 />  

  </譲渡人> 
- <譲渡人> 
  <識別コード>0102</識別コード>  
  <商号等>アメリカンコーポレーション</商号等>  
  <フリガナ>アメリカンコーポレーション</フリガナ>  
  <取扱店>銀座支店</取扱店>  
  <本店等所在>東京都中央区銀座二丁目２番２号</本店等所在>  
  <外国会社の本店等の所在>アメリカ合衆国ワシントン州ワシントン１番地</外国会社の本店等

の所在>  
  <会社法人等番号>010003111111</会社法人等番号>  
  <代表者氏名>ジム・スミス</代表者氏名>  
  <代表者の資格>日本における代表者</代表者の資格>  
  <連絡先>0399999999</連絡先>  
- <変更登記情報> 
  <照会番号>0028736557</照会番号>  
- <発行年月日> 
  <元号コード>02</元号コード>  
  <年>22</年>  
  <月>10</月>  
  <日>12</日>  

  </発行年月日> 
  </変更登記情報> 
  <予備 />  

  </譲渡人> 
  </譲渡人情報> 
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