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版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.0 2011. 12.09 - 初版発行。 

1.1 2014. 05.30 Ｐ１８～Ｐ１９， 

Ｐ２１～Ｐ２５， 

Ｐ２７，Ｐ２９， 

Ｐ３１，Ｐ３３， 

Ｐ４４ 

処理状況照会画面の

変更に伴い，画面の差

替えを行った。 

1.2 2016. 01.29 

 

Ｐ４５～Ｐ５６ 申請書及び取下書に

入力することができ

る文字の制限につい

て追記した。 

1.３ 2016. 03.19 

 

全般 OS及びブラウザの統

一による画面の差し

替え等を行った。 

P3 ホームページのURL

変更に伴い，URLの記

載を変更した。 

1.4 2016. 05.27 Ｐ４，Ｐ５，Ｐ３３ 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。 

1.5 2017.07.28 Ｐ2８，Ｐ2９ 「照会内容確認（電子

納付情報表示）」につ

いて，印刷時に申請者

IDを出力しない対応

及び画面文言修正に

伴い，画面の差し替え

及び記載の変更を行

った。 

1.6 2017.10.27 Ｐ４，Ｐ６～Ｐ１０， 

Ｐ１２，Ｐ１３， 

Ｐ１６，Ｐ１７， 

Ｐ１９， 

Ｐ２１～Ｐ２５， 

Ｐ２７，Ｐ２９， 

Ｐ３１～Ｐ３７， 

Ｐ４３，Ｐ４４ 

登記・供託オンライン

申請システムのホー

ムページについて，画

面レイアウトの変更

に伴い，画面の差し替

え及び記述の変更を

行った。 

  



 

 

1.7 2018.06.30 Ｐ９～Ｐ１２， 

Ｐ２５，Ｐ２６， 

Ｐ３３， 

Ｐ３６～Ｐ３８， 

Ｐ４０～Ｐ４４， 

Ｐ４６～Ｐ５９ 

申請様式の変更に伴

い，関連する画像の差

し替え及び記述内容

の変更を行った。 

1.8 2019.09.20 Ｐ４，Ｐ６，Ｐ８， 

Ｐ２１，Ｐ２３， 

Ｐ３４，Ｐ３５ 

供託かんたん申請の

「供託申請メニュー」

画面の改修に伴い，画

像の差し替えを行っ

た 

1.９ 2019.09.30 Ｐ１２，Ｐ１７， 

Ｐ２５，Ｐ２６， 

Ｐ３１，Ｐ３２， 

Ｐ３９～Ｐ４２， 

Ｐ４４，Ｐ４５ 

元号変更に伴い，関連

する画像の差し替え

を行った。 

２.0 

 

2020.03.31 Ｐ９，Ｐ１０，Ｐ１２， 

Ｐ１７，Ｐ２５， 

Ｐ２６，Ｐ３６， 

Ｐ３９～Ｐ４２， 

Ｐ４４，Ｐ４５ 

法令条項の変更に伴

い，関連する画像の差

し替え及び記述内容

の変更を行った。 

2.1 

 

2021.02.13 

 

Ｐ３０ e-Gov更改に伴い，関

連する画像の差し替

えを行った。 

Ｐ３ URLの最新化に伴い，

関連箇所の記載修正

と画像の差し替えを

行った。 

2.2 

 

2021.04.16 

 

Ｐ９～Ｐ１２， 

Ｐ２５，Ｐ２６， 

Ｐ３３， 

Ｐ３６～Ｐ４６， 

Ｐ４９～Ｐ５１， 

Ｐ５３，Ｐ５４， 

Ｐ５６，Ｐ５８， 

Ｐ６０，Ｐ６１ 

申請様式の変更に伴

い，関連する画像の差

し替え及び記述内容

の変更を行った。 

2.3 2021.09.30 Ｐ４8 地代家賃弁済におけ

る賃料の月分を入力

する欄の入力文字数

変更に伴い，関連する

記述内容の変更を行

った。 



 

 

2.4 2022.03.05 Ｐ34 商号調査の利便性向

上対応に伴い，登記・

供託オンライン申請

システムのホームペ

ージについて画像の

差し替えを行った。 

2.5 2022.04.28 Ｐ3，Ｐ4 登記・供託オンライン

申請システムにログ

インする際の操作に

ついて，使用するブラ

ウザに依存しない記

載に変更した。 

2.6 2022.08.31 P8～P11, 

P24,P25,P32 

P35～P37, 

P40～P45 

申請様式の変更に伴

い，関連する画像の差

し替え及び記述内容

の変更を行った。 

2.7 2022.10.28 P3，P5，P7，P20，

P22，P33，P34 

供託申請メニューの

注意文言の削除に伴

い，関連する画像の差

し替えを行った。 

2.8 2022.12.16 P3，P5～P7，P16，

P18～P24，P26，

P28，P30，P32～

P34，P46 

かんたん証明書請求

のスマートフォン専

用画面の追加に伴い，

関連する画像の差し

替えを行った。 

2.9 2023.01.06 P10，P25 Windows8.1，

Internet Explorerの

サポート終了に伴

い，関連する説明の

修正及び画像の差し

替えを行った。 

3.0 2023.03.31 P4，P33 申請者ＩＤに係るパ

スワードの有効期限

を廃止に伴い，関連

する説明及び画像の

削除を行った。 

P3，P16，P18，P20

～P24，P26，P28，

P30，P32，P46 

「かんたん登記申

請」サービスの追加

に伴い，関連する画

像の差し替えを行っ

た。 

  



 

 

●申請者操作手引書（供託 供託かんたん申請編） 

 

‐目次‐ ※各項目をクリックすると，該当ページへ遷移します。 

 

第１ 供託かんたん申請について .................................................................................. 1 

第２ 供託かんたん申請で申請することができる手続 ................................................. 2 

第３ 申請書の作成・送信 ............................................................................................. 3 

１ 登記・供託オンライン申請システムへのログイン ............................................. 3 

２ 申請情報の入力 .................................................................................................... 5 

(ア) 申請書等の作成 .................................................................................................... 5 

(イ) 供託所の選択 ...................................................................................................... 13 

３ 納付情報の登録 .................................................................................................. 15 

４ 申請書の送信 ...................................................................................................... 16 

第４ 処理状況確認等 .................................................................................................. 17 

１ 処理状況の確認 .................................................................................................. 20 

(ア) 供託かんたん申請で作成した申請書等の送信者が処理状況を確認する場合 ... 20 

(イ) 申請用総合ソフトで作成し，送信した申請書等の処理状況を確認する場合及

び申請書の送信者以外の方が処理状況を確認する場合 .................................... 22 

２ 申請書等の内容の表示・印刷 ............................................................................ 24 

３ 到達通知の取得 .................................................................................................. 26 

４ 納付情報の取得 .................................................................................................. 28 

５ 申請した手続についてのお知らせの確認 .......................................................... 30 

６ 申請した手続の再利用 ....................................................................................... 32 

７ ヘルプ機能 ......................................................................................................... 33 

第５ 供託書（地代・家賃弁済）金銭の申請例 .......................................................... 34 

第６ 申請書等の入力文字制限について ..................................................................... 47 

 

他社商品名，商標等の引用に関する表示等 

 

・ Microsoft（その他商標・登録商標名）は，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国

における登録商標又は商標です。 

・ Windowsの正式名称は，Microsoft Windows Operating Systemです。 

・ その他，記載されている会社名，製品名は各社の登録商標又は商標です。 
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第１ 供託かんたん申請について  

 

供託かんたん申請では，オンラインによる供託手続に係る「金銭又は振替国債の供託」及

び「取下げ」の申請を，Ｗｅｂブラウザのみで行うことができます。 

この供託かんたん申請は，電子署名及び添付ファイルの送信が不要な手続を対象としてい

ます。電子署名又は添付ファイルの送信が必要な手続については，申請用総合ソフトを利用

して申請してください。また，供託書正本のオンラインによる交付を希望される場合についても，

申請用総合ソフトを利用して申請してください。申請用総合ソフトの利用方法については，「申

請者操作手引書（供託 申請用総合ソフト編）」を参照してください。 
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第２ 供託かんたん申請で申請することができる手続  

 

供託かんたん申請では，オンラインによる供託手続に係る「金銭又は振替国債の供託」及

び「取下げ」の申請を行うことができます（「供託金又は振替国債等の払渡しの請求」について

は，申請用総合ソフトを利用してください。）。 

申請用総合ソフトを利用して申請した手続について，供託かんたん申請で「取下げ」の申請

を行うことはできませんので，ご注意ください。 

供託かんたん申請においては，以下の申請書様式を利用します。 

 

＜供託書＞ 

1.  供託（金銭）地代家賃弁済【かんたん】 

2.  供託（金銭）裁判上の保証及び仮差押，仮処分解放金【かんたん】 

3.  供託（金銭）営業保証【かんたん】 

4.  供託（金銭）給与債権執行【かんたん】 

5.  供託（金銭）その他【かんたん】 

6.  供託（振替国債）裁判上の保証及び仮差押，仮処分解放金【かんたん】 

7.  供託（振替国債）営業保証【かんたん】 

8.  供託（振替国債）その他【かんたん】 

 

＜取下書＞ 

1.  取下書【かんたん】 
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第３ 申請書の作成・送信  

 

１ 登記・供託オンライン申請システムへのログイン  

 

供託かんたん申請を利用するために，登記・供託オンライン申請システムにログインし

ます。 

 

（１）  登記・供託オンライン申請システムのトッ

プページ画面から，ログインメニューの

「供託かんたん申請」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

（２）  供託かんたん申請の「申請者ログイン」

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，「ログイン」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

グインすると，「供託申請メニュー」画面が

表示されます。 

 

※ 申請者ＩＤ及びパスワードは大文字，

小文字が区別されていますので，入力

の際は，ご注意ください。 

 

パスワードを忘れた場合については，

「申請者操作手引書（導入編）」の「4.2.2 

登記・供託オンライン申請システムにログ

インする」（３）～（６）を参照してください。 
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申請者ＩＤを持っていない場合（申請者

情報の登録を行っていない場合）につい

ては，「申請者操作手引書（導入編）」の

「4.2.2 登記・供託オンライン申請システ

ムにログインする」（７）を参照してくださ

い。 
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２ 申請情報の入力  

 

(ア) 申請書等の作成  

 

「供託申請メニュー」画面レイアウト 

 

① 「手続名」欄 

供託かんたん申請において利用することができる手続の一覧が表示されています。手続

名を選択すると，各手続の申請情報の入力画面が表示されます。 

 

② 「処理状況を確認する」 

「処理状況照会」画面を表示します。 

 

③ 「証明書請求」 

「かんたん証明書請求」（登記事項証明書等のオンライン請求の手続。供託手続では使

用しません。）の「証明書請求メニュー」画面を表示します。 

 

④ 「供託申請」 

「供託申請メニュー」画面を表示します。  

 

  

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

① 

② 

⑭ 

③ 
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⑤ 「処理状況照会」 

「処理状況照会」画面を表示します。 

 

⑥ 「パスワード更新」 

登記・供託オンライン申請システムに登録しているパスワードを更新します。  

※ パスワードの更新については，「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第 4章 事前準備 

‐  4.2 申請者情報の登録 ‐ 4.2.4 パスワードを変更する」を参照してください。 

 

⑦ 「申請者情報変更」 

登記・供託オンライン申請システムに登録している申請者情報を変更します。 

※ 申請者情報の変更については，「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第 4章 事前準備  

‐ 4.2 申請者情報の登録 ‐ 4.2.3 申請者情報を変更する」を参照してください。 

 

⑧ 「申請者情報抹消」 

登記・供託オンライン申請システムに登録している申請者情報を抹消します。 

※ 申請者情報の抹消については，「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第 4章 事前準備  

‐ 4.2 申請者情報の登録 ‐ 4.2.5 申請者情報を抹消する」を参照してください。 

 

⑨ 「ヘルプ」 

かんたん証明書請求及び供託かんたん申請のヘルプを表示します。  

 

⑩ 「ダウンロード（ソフトウェア）（操作手引書）」 

「ダウンロード（ソフトウェア・操作手引書）」画面を表示します。 

 

⑪ 「ご利用環境」 

「ご利用環境」画面を表示します。 

 

⑫ 「FAQ・お問い合わせ」 

「FAQ・お問い合わせ」画面を表示します。 

 

⑬ 「ログアウト」 

登記・供託オンライン申請システムからログアウトします。 

 

⑭ 「スマートフォン版サイトへ」 

スマートフォン版の「かんたん証明書請求」画面を表示します。 
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（１）  「供託申請メニュー」画面を表示しま

す。 

 

利用する手続名を選択します。 

 

※ 「金銭の供託」申請書のそれぞれ

について，以下の 5種類があります。 

  供託（金銭）地代家賃弁済【かん

たん】 

  供託（金銭）裁判上の保証及び仮

差押，仮処分解放金【かんたん】 

  供託（金銭）営業保証【かんたん】 

  供託（金銭）給与債権執行【かん

たん】 

  供託（金銭）その他【かんたん】 

 

※ 「振替国債の供託」申請書のそれ

ぞれについて，以下の３種類がありま

す。 

 

  供託（振替国債）裁判上の保証及

び仮差押，仮処分解放金【かんた

ん】 

  供託（振替国債）営業保証【かん

たん】 

  供託（振替国債）その他【かんた

ん】 

 

※ 「取下書」について，以下の１種類

があります。 

 

 取下書【かんたん】 
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（２）  「申請情報の入力」画面が表示されま

すので，表示された申請書の種類が申

請しようとする申請書の種類と一致する

ことを確認します。 
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（３）  申請情報を入力します。 

 

※ 申請情報の各項目の入力に当た

っての留意点については，本マニュ

アルの「第５ 供託書（地代・家賃弁

済）金銭の申請例」の（４）以降を参照

してください。 

 

 

※ 「供託者の住所・氏名」の「住所又

は法人所在地」，「氏名又は法人

名」，「連絡先情報」の各欄には，登

記・供託オンライン申請システムの申

請者情報登録の際に入力された情

報が表示されます。また，連絡先情

報を変更する場合は，申請者情報の

変更を行ってください。 

 

※ 申請者情報の変更については，

「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第

4章 事前準備 ‐ 4.2 申請者情報

の登録 ‐ 4.2.3 申請者情報を変更

する」を参照してください。 
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※ 入力形式に問題がある場合には，

カーソルを移動させる際に，右図の

画面が表示されることがありますの

で，その場合には，エラーメッセージ

の内容を確認し，該当する項目を修

正してください。 

 

 

（４）  供託書正本の交付方法を選択しま

す。 

 

「書面の供託書正本の窓口交付を請

求する。」又は「書面の供託書正本の送

付を請求する。」のいずれかを選択して

ください。 

 

※ 供託かんたん申請では，オンライ

ン提供による電子正本の交付の方法

を選択することができません。窓口に

おける交付又は送付による交付の方

法により，書面の供託書正本を交付

します。 

※ オンライン提供による電子正本の

交付を希望する方は，申請用総合ソ

フトを利用してください。 

 

 

（５）  「次へ」をクリックします。 
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（６）  申請情報の各項目欄への入力形式に

問題がない場合には，「入力内容の確

認」画面が表示されますので，入力され

ている内容を確認し，内容に間違いがな

ければ「確定」をクリックします。 

 

申請情報を修正する場合には，「戻る

（申請書作成）」をクリックし，「申請情報の

入力」画面に戻ります。 

 

 「金銭の供託」申請書の場合： 

→（７）へ進みます。 

 「振替国債の供託」及び「取下書」申

請書の場合： 

→（８）へ進みます。 
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（７）  「納付情報入力」画面が表示されます。 

 

申請情報を修正する場合には，「戻る

（申請書作成）」をクリックし，「入力内容の

確認」画面を経由して，「申請情報の入

力」画面まで戻ります。 

 

 

 

 

 

（８）  「送信確認」画面が表示されます。 

 

申請情報を修正する場合には，「戻る

（申請書作成）」をクリックし，「入力内容の

確認」画面を経由して，「申請情報の入

力」画面まで戻ります。 

 

 

 

  



 

 13 

(イ) 供託所の選択  

 

供託所を設定する場合に利用します。 

 

（１）  「供託所選択」をクリックします。 

 

＜「申請情報の入力」画面＞ 

 

 

（２）  「供託所選択」画面が表示されますの

で，「都道府県選択」欄より，供託所の都

道府県をクリックします。 

 

※ 「供託所選択」画面が表示されてい

る間は，呼び出し元の画面を操作しな

いでください。供託所が正しく設定され

ない場合があります。 

 

（３）  選択した都道府県にある供託所の情報

一覧が「供託所選択」欄に表示されます

ので，該当する供託所をクリックします。 

 

 

（４）  呼び出し元の画面に戻り，供託所の表

示に選択した供託所の情報が設定されま

す。 
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（５）  また，供託所管轄一覧のページを参照

することができます。 

 

「供託所の管轄（所在地）はインターネッ

トから確認することができます。」をクリック

します。 

 

法務局のホームページの管轄のご案

内のページが表示されますので、「地図

から探す」をクリックし、地図から該当

の法務局・地方法務局を選択し、一番上

の「供託」のボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

＜「供託所選択」画面＞ 
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３ 納付情報の登録  

 

「金銭の供託」の申請を行う場合，電子納付を行う際に必要となる納付情報を登録

します。 

 

（１）  「入力内容の確認」画面で「確定」をクリ

ックすると，「納付情報入力」画面が表示

されます。 

 

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，「確定」をクリックします。 

 

※ 「氏名又は法人団体名」欄には，登

記・供託オンライン申請システムの申請

者情報登録の際に入力された「氏名

（フリガナ）」が表示されますので，必要

に応じて修正してください。 

 

 

 

（２）  「送信確認」画面が表示されます。 

 

納付情報を修正する場合には，「戻る

（納付情報入力）」をクリックし，「納付情報

入力」画面に戻ります。 
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４ 申請書の送信  

 

作成した申請書を送信します。 

 

（１）  「送信確認」画面が表示されます。 

 

入力した請求情報について，「手続分

類」，「手続名」，「申請書様式」が正しく表

示されていることを確認し，「送信実行」を

クリックします。 

 

 

 

（２）  「送信完了」画面が表示されます。 

 

「処理状況を確認する」をクリックするこ

とで，「処理状況照会」画面が表示されま

す。 
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第４ 処理状況確認等  

 

供託かんたん申請を利用して申請した手続の処理状況については，「処理状況照会」メニ

ューから確認することができ，処理状況に応じて，到達通知の表示，納付情報の表示，供託

所からのお知らせの表示，申請書の再利用を行うことができます。 

なお，申請用総合ソフトを利用して申請した手続の処理状況について，「処理状況照会」メ

ニューでは，到達通知の表示，納付情報の表示，供託所からのお知らせの表示，申請書の再

利用は行うことができませんので，ご注意ください。 
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「処理状況照会」画面レイアウト 

 

① 「検索条件」欄 

申請した手続の検索条件を入力します。 

 

② 「検索」 

検索条件欄に入力した条件に該当する手続を検索するためのボタンです。 

 

  

① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪
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③ 「ページ移動」 

申請した手続一覧のページを移動します。送信した申請書が１１件以上ある場合に表示

されます。 

 

④ 「手続名」 

手続名の列の表示をクリックすると，送信した申請書の内容を別ブラウザで表示します。 

 

⑤ 「到達通知」 

申請した手続の到達通知を表示するためのボタンです。 

 

⑥ 「お知らせ」 

申請した手続についての供託所からのお知らせを表示するためのボタンです。 

 

⑦ 「納付」 

申請した手続の納付情報を表示するためのボタンです。 

 

⑧ 「再利用」 

申請書を再利用するためのボタンです。 

 

⑨ 「証明書請求メニューへ」 

かんたん証明書請求の「証明書請求メニュー」画面を表示します（供託手続では使用し

ません。）。 

 

⑩ 「供託申請メニューへ」 

供託かんたん申請の「供託申請メニュー」画面を表示します。 

 

⑪ 「スマートフォン版サイトへ」 

スマートフォン版の「かんたん証明書請求」画面を表示します。 
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１ 処理状況の確認  

 

供託かんたん申請で作成し，送信した申請書を申請番号により検索し，処理状況を確

認することができます。また，申請書の送信者以外の方も，申請番号及び処理状況確認

番号の両方が分かれば，これらを検索条件として申請を検索し，該当する申請の処理状

況を確認することができます。この場合，申請用総合ソフトで作成し，送信した申請の処

理状況も確認することができます。 

 

(ア) 供託かんたん申請で作成した申請書等の送信者が処理状況を確認する場合 

 

（１）  「供託申請メニュー」画面を表示します。 

 

「処理状況を確認する」をクリックしま

す。 

 

 

（２）  「処理状況照会」画面が表示されますの

で，申請番号を 17 桁の半角数字で入力

し，「検索」をクリックします。 

 

※ 供託かんたん申請で作成した申請

書の送信者が処理状況を確認する場

合は，処理状況確認番号の入力は必

要ありません。 
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（３）  該当する申請が表示されますので，処

理状況等を確認します。 

 

※ 「処理状況」のほか，「納付状況」，

「到達通知」，「お知らせ」，「納付情報」

を確認することができます。また，「再利

用」ボタンをクリックすることにより，申請

書を再利用することができます。 
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(イ) 申請用総合ソフトで作成し，送信した申請書等の処理状況を確認する場合

及び申請書の送信者以外の方が処理状況を確認する場合  

 

（１）  「供託申請メニュー」画面を表示します。 

 

「処理状況を確認する」をクリックしま

す。 

 

 

（２）  「処理状況照会」画面が表示されますの

で，17桁の申請番号及び 20桁の処理状

況確認番号を半角数字で入力し，「検

索」をクリックします。 

 

※ 申請書の送信者以外の方が処理状

況を確認する場合及び申請用総合ソフ

トで作成し，送信した申請書の処理状

況を確認する場合，申請番号及び処

理状況確認番号の両方を検索条件欄

に入力する必要があります。申請番号

及び処理状況確認番号は，申請者に

確認して入力してください（法務省・法

務局では調べることができません。）。 
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（３）  該当する申請が表示されますので，処

理状況等を確認します。 

 

※ 申請書の送信者以外の方が処理状

況を確認する場合及び申請用総合ソフ

トで作成し，送信した申請書の処理状

況を確認する場合，「処理状況」，「納

付状況」については確認することができ

ますが，「到達通知」，「お知らせ」，「納

付情報」については確認することはでき

ません。また，申請書を再利用すること

はできません。 
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２ 申請書等の内容の表示・印刷  

 

供託かんたん申請により作成し，送信した申請書の内容を表示及び印刷します。 

 

（１）  「処理状況照会」画面の検索条件欄に

申請番号を入力し，申請書の内容を表

示・印刷しようとする申請を検索します（申

請書の送信者以外の方が申請書を検索

する場合及び申請用総合ソフトで作成

し，送信した申請書を検索する場合，申

請番号及び処理状況確認番号の両方を

検索条件欄に入力する必要がありま

す。）。 

 

入力した検索条件に該当する手続の処

理状況等が「処理状況照会」画面に表示

されますので，手続名欄に表示された手

続名をクリックします。 

 

 

（２）  申請書の内容が別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。 

 

右クリックで表示されるメニューの「印

刷」をクリックします。 

 

（Google Chromeの場合） 

 

（Microsoft Edgeの場合） 

 

（４）  「印刷」画面が表示されますので，出力

先を指定後，「印刷」をクリックし，印刷し

ます。 

 

（Google Chromeの場合） 

 

（Microsoft Edgeの場合） 
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３ 到達通知の取得  

 

供託かんたん申請を利用して送信した申請情報が登記・供託オンライン申請システム

に登録されると，到達通知が発行され，申請番号，到達日時，処理状況確認番号等を確

認することができます。 

 

（１）  「処理状況照会」画面の検索条件欄に

申請番号を入力し，到達通知を取得しよ

うとする申請を検索します。 

 

入力した検索条件に該当する手続の処

理状況等が「処理状況照会」画面に表示

されますので，到達通知を取得しようとす

る申請の取得可能情報欄の「到達通知」

のボタンをクリックします。 

 

※ 申請番号及び処理状況確認番号を

検索条件として申請を検索した場合，

取得可能情報欄の「到達通知」のボタ

ンは表示されません。 

 

 

（２）  「到達通知」画面が表示されます。 

 

「到達通知」画面では，申請番号，到達

日時，処理状況確認番号等を確認するこ

とができます。 

 

また，「到達通知」ボタンをクリックした手

続の申請書が，エラー等で登記・供託オ

ンライン申請システムに到達していなかっ

た場合には，不到達通知が表示されま

す。 
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※ 処理状況確認番号は，申請書の送

信者以外の方が手続の処理状況を確

認する場合及び申請用総合ソフトで作

成し，送信した申請書の処理状況を確

認する場合，申請番号と併せて必要と

なる番号です。 

 

到達通知の内容を確認後，「戻る（処理

状況照会）」をクリックすると，「処理状況

照会」画面に戻ります。 
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４ 納付情報の取得  

 

申請書の送信後，納付情報が歳入金電子納付システムに登録されると，納付情報が

発行され，電子納付を行うことができます。 

 

（１）  「処理状況照会」画面の検索条件欄に

申請番号を入力し，納付情報を取得しよ

うとする申請書を検索します。 

 

入力した検索条件に該当する手続の処

理状況等が「処理状況照会」画面に表示

されますので，納付情報を取得しようとす

る申請の取得可能情報欄の「納付」のボ

タンをクリックします。 

 

※ 申請番号及び処理状況確認番号を

検索条件として申請を検索した場合，

取得可能情報欄の「納付」のボタンは

表示されません。 

 

 

（２）  「電子納付情報表示」画面が表示されま

すので，納付情報を確認します。 

 

インターネットバンキングを利用し，電子

納付を行う場合には，「電子納付」をクリッ

クします。 
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（３）  電子納付を行うための Web ページが別

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。 

 

なお，直接ご契約の金融機関のホーム

ページからインターネットバンキングを利

用し，「電子納付情報表示」画面に記載さ

れた「収納機関番号」，「納付番号」，「確

認番号」を入力して，手数料等を納付す

ることも可能です。 

 

※ 電子納付を行う場合には，「電子納

付」をクリック後，３０分以内にインター

ネットバンキングへのログインを完了す

る必要があります。 

なお，３０分を超えた場合には，再

度，「処理状況照会」画面において申

請書を検索して「電子納付情報表示」

画面を表示し，「電子納付」をクリックし

てインターネットバンキングへログインし

てください。 

 

 

（４）  また，ペイジーを利用してＡＴＭ等で納

付を行うこともできます。 

 

ペイジーについては，「いつでも、どこで

も、ペイジー。」をクリックすると，日本マル

チペイメントネットワーク推進協議会が

提供している「いつでも、どこでも、ペイジ

ー。」の Web ページが別ブラウザで表示

されますので，参照してください。 
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５ 申請した手続についてのお知らせの確認  

 

供託かんたん申請により申請書を送信した手続について，供託所からのお知らせがあ

る場合には，登記・供託オンライン申請システムから，お知らせに関する情報を取得し，

確認することができます。 

 

（１）  「処理状況照会」画面の検索条件欄に

申請番号を入力し，お知らせを取得しよう

とする申請書を検索します。 

 

入力した検索条件に該当する手続の処

理状況等が「処理状況照会」画面に表示

されますので，お知らせを取得しようとす

る申請書の取得可能情報欄の「お知ら

せ」のボタンをクリックします。 

 

 

※ 申請番号及び処理状況確認番号を

検索条件として申請書を検索した場

合，取得可能情報欄の「お知らせ」の

ボタンは表示されません。 

 

 

 

（２）  「お知らせ」画面が表示されますので，

お知らせの内容を確認します。 
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（３）  補正がある場合には，「お知らせ」画面

で補正の内容を確認します。 
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６ 申請した手続の再利用  

 

供託かんたん申請により送信した申請書を複写して，新たな申請書として再利用する

ことができます。申請済みの申請書に対して補正を行う場合にも利用する機能です。 

 

（１）  「処理状況照会」画面の検索条件欄に

申請番号を入力し，再利用しようとする申

請書を検索します。 

 

入力した検索条件に該当する手続の処

理状況等が「処理状況照会」画面に表示

されますので，再利用しようとする申請書

の「再利用」のボタンをクリックします。 

 

 

※ 申請番号及び処理状況確認番号を

検索条件として申請書を検索した場

合，取得可能情報欄の「再利用」のボ

タンは表示されません。 

 

（２）  再利用元の申請書内容を反映した「申

請情報の入力」画面が表示されますの

で，必要に応じて内容を変更し，申請書

を作成・送信することができます。 

 

※ 申請書作成・送信については，「第

３ 申請書の作成・送信」を参照して

ください。 

 

 

（３）  なお，申請済みの申請書に対して補正

を行う場合には，「補正のコメントを受領し

たので補正申請として申請する」を選択

し，「補正対象申請番号」入力欄に「補正

対象となる申請番号（初回の申請番号）」

を半角数字で入力します。 

 

  



 

 33 

７ ヘルプ機能  

 

かんたん証明書請求及び供託かんたん申請のヘルプのページを表示します。 

 

（１）  供託かんたん申請の画面上部に表示さ

れたメニューボタンの「ヘルプ」をクリックし

ます。 

 

 

（２）  「ヘルプ」画面が表示されますので，画

面の指示に従い，該当のヘルプを参照し

ます。 
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第５ 供託書（地代・家賃弁済）金銭の申請例  

 

供託かんたん申請では，「供託書（地代・家賃弁済）金銭」の申請を行うことができます。 

 

（１）  「供託ねっと」のトップページを表示し，

「供託かんたん申請」をクリックします。 

 

 

（２）  「ログイン」画面が表示されます。 

 

申請者 ID 及びパスワードを入力し，「ロ

グイン」をクリックします。 

 

 

（３）  「供託申請メニュー」画面が表示されま

す。 

 

利用する手続名を選択します。 

ここでは，「供託（金銭）地代家賃弁済【か

んたん】」を選択します。 
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（４）  「申請情報の入力」画面が表示されます

ので，表示された申請書の種類が申請しよ

うとする申請書の種類と一致することを確

認します。 

 

 

 

（５）  申請を行う供託所を選択します。 

 

「供託所選択」をクリックします。 
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（６）  「供託所選択」画面が表示されますの

で，申請する供託所のある都道府県を選

択し，右側に表示される供託所の一覧か

ら，該当する供託所を選択し，クリックしま

す。 

 

 

 

  

（７）  選択した供託所が「供託所の表示」に反

映されます。 

 

 

 

 

 

  

（８）  「供託者」の情報として，「住所又は法人

所在地」及び「氏名又は法人名」を全角文

字で入力します。 

供託者が法人の場合は，「会社法人等

番号（供託者）」に供託者の会社法人等番

号（注）の入力をお願いします。会社法人

等番号は、半角数字で入力してください。 

 

※ 供託者が複数いる場合（別添ファイル

を添付する場合），最初に入力する会社

法人等番号は，必ず「会社法人等番号

（供託者）」に入力してください（供託者

の中に個人・法人のいずれもいる場合

において，本画面上入力する「供託者」

の情報として個人である供託者の住所

及び氏名を入力するときも同様です。）。 

二つ目以降の会社法人等番号は，

「会社法人等番号・複数入力用」に入力

してください。 
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代表者又は代理人の記入が必要な場合

には，「代表者」又は「代理人」を選択し，

「代表者」の場合には資格及び氏名を，

「代理人」の場合には住所及び氏名を全

角文字で入力します。 

また，代理人が法人の場合は，「会社法

人等番号（代理人）」に代理人の会社法人

等番号（注）の入力をお願いします。会社

法人等番号は、半角数字で入力してくださ

い。 

 

（注）会社法人等番号は，１２桁の数字

です。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）ではありま

せん（この番号は，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。）。 

 

なお、申請人又は代理人が登記された

法人である場合において、当該法人の登

記が完了していないときは、登記事項証

明書（発行後３か月以内のものに限る。）

を提示していただく必要があります。 

 

（９）  「被供託者」の情報として，「住所又は法

人所在地」及び「氏名又は法人名」を全角

文字で入力します。 
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（１０）  「法令条項」の情報として，本供託の原

因となる賃貸借契約の締結日（又は直近

の合意更新日）を選択します。 

 

※ 本供託の原因となる賃貸借契約の締

結日（又は直近の合意更新日）が 2020

年 4月 1日以降である場合には，「供託

の事由」を選択することによって，法令条

項が表示されます。  

（１１） 「契約内容」の情報として，「賃貸の目的

物」及び「支払日」を全角文字で入力しま

す。「賃料」については「月」，「年」，「その

他」の中から選択し，入力欄に全角文字で

入力します。 

 

※ 「その他」を選択した場合には，入力  

欄に「賃料発生の単位」を全角文字で 

      入力します。 

 

 

 

 

続けて，「支払場所」を選択します。「被

供託者住所」，「供託者住所」，「その他」の

中から選択してください。 

 

※ 「その他」を選択した場合には，入力

欄に「支払場所」を全角文字で入力しま

す。 
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（１２） 「供託する賃料」を入力します。 

 

元号をプルダウンメニューから選択しま

す。 

「年」を半角数字で入力します。 

「月」を入力します。 

 

 

  

（１３） 「供託の事由」を入力します。 

受領を拒否された場合には，「提供した

が受領を拒否された」を選択します。 

 

 

 

 

 

  

続けて，元号をプルダウンメニューから選

択します。 

「年」を半角数字で入力します。 

「月」及び「日」をプルダウンメニューから

選択します。 
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受領することができない場合には，「受領

することができない。」を選択し，その事由

を入力欄に全角文字で入力します。 

 

受領しないことが明らかな場合には，「受

領しないことが明らかである。」を選択し，

その事由を入力欄に全角文字で入力しま

す。 

 

債権者を確知できない場合には，「債権

者を確知できない。」を選択し，その事由を

入力欄に全角文字で入力します。 

 

（１４） 「供託金額」を半角数字で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１５） 供託により消滅すべき質権又は抵当権

の記入の必要がある場合には，「供託によ

り消滅すべき質権又は抵当権」を選択し，

入力欄に全角文字で入力します。 
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（１６） 反対給付の内容の記入の必要がある場

合には，「反対給付の内容」を選択し，入

力欄に全角文字で入力します。 

 

 

 

 

 

  

（１７） 送付する添付書面がある場合には，「送

付する添付書面あり」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

  

（１８） 供託通知書の発送を請求する場合に

は，「供託通知書の発送を請求する」を選

択します。 

 

※ この場合には，供託所宛てに，被供

託者の住所氏名を記載した郵便切手等

付きの封筒を，この供託書の発信後取

得する申請番号を付記した上で送付し

てください。 
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（１９） 登記事項証明書を提示する場合には，

「登記事項証明書を提示する。」を選択し

ます。 

 

※ 登記事項証明書の提示省略を希望し

ない場合にチェックをしてください。この

場合には、供託所に登記事項証明書

（発行後３か月以内のものに限る。）を別

途送付してください。 

 

 

 

（２０） 供託書正本の交付方法を選択します。 

該当する交付方法を選択します。 

 

※ 本例では，「書面の供託書正本の送

付(注)を請求する。」を選択します。 

この場合には，供託所宛てに，返信

用の郵便切手等付きの封筒を，この供

託書の送信後取得する申請番号を付記

した上で送付してください。 

※ 供託かんたん申請では，オンライン提

供による電子正本の交付の方法を選択

することができません。窓口における交

付又は送付による交付の方法により，書

面の供託書正本を交付します。 

※ オンライン提供による電子正本の交付

を希望する方は，申請用総合ソフトを利

用してください。 
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（２１） 備考の記入の必要がある場合には，「備

考」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２２） 申請済みの申請書に対して補正を行う

場合には，「補正のコメントを受領したので

補正申請として申請する」を選択し，「補正

対象申請番号」入力欄に「補正対象となる

申請番号（初回の申請番号）」を半角数字

で入力します。 

 

 

  

（２３） 「連絡先情報」の各欄には，登記・供託オ

ンライン申請システムの申請者情報登録の

際に入力された情報（ログイン中のユーザ

の情報）が表示されます。 

 

※ 連絡先情報を変更する場合は，申請

者情報の変更を行ってください。申請者

情報の変更については，「申請者操作

手引書（導入編） ‐ 第4章. 事前準備 

‐ 4.2 申請者情報の登録 ‐ 4.2.3 申

請者情報を変更する」を参照してくださ

い。 
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（２４） 供託所宛にメッセージがある場合には，

「通信（連絡・コメント）欄」を入力します。 

 

 

 

 

 

（２５） 「次へ」をクリックします。 

 

※ 入力チェックによりエラーが表示され

る場合があります。チェックエラーが表示

されましたら，エラー箇所を確認し，修正

を行ってください。 
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（２６） 「入力内容の確認」画面が表示されます

ので，入力されている内容を確認し，内容

に間違いがなければ「確定」をクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２７） 「納付情報入力」画面が表示されますの

で，氏名又は法人団体名を入力し，「確

定」をクリックします。 

 

※  「氏名又は法人団体名」欄には，登

記・供託オンライン申請システムの申請

者情報登録の際に入力された「氏名（フ

リガナ）」が表示されますので，必要に応

じて修正してください。 
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（２８） 「送信確認」画面が表示されますので，

「送信実行」をクリックします。 

 

 

（２９） 「送信結果」画面が表示されます。 

 

「処理状況を確認する」をクリックすること

で，「処理状況照会」画面が表示されま

す。 
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第６ 申請書等の入力文字制限について 

 

申請書等の入力文字制限は，次表のとおりです。 

 

１ 供託書 

 

（１）供託（金銭）地代家賃弁済【かんたん】 

  

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

供託の原因たる事実 

 契約内容 

 賃借の目的物 全角 1000 文字 

賃料 全角 15 文字 

支払日 全角 10 文字 

支払場所 

 その他 全角 100 文字 

供託する賃料 

 年 半角数字、1≦値≦99 

月分 全半角 14 文字 
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 供託の事由 

 受領拒否の事由の内容 

 年 半角数字、1≦値≦99 

月 半角数字、01≦値≦12 

日 半角数字、01≦値≦31 

受領拒否以外の事由の内容 全角 52 文字 

供託金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容 全角 127 文字 

反対給付の内容 全角 127 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（２）供託（金銭）裁判上の保証及び仮差押，仮処分解放金【かんたん】 

 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

法令条項 全角 16 文字 

裁判所の名称及び件名等 

 裁判所の名称及び件名 全角 100 文字 

当事者 

 原告・申請人・債権者 

 氏名又は法人名 全角 12 文字 

被告・被申請人・債務者 

 氏名又は法人名 全角 12 文字 

供託の原因たる事実 

 その他の内容 全角 100 文字 

供託金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（３）供託（金銭）営業保証【かんたん】 

 

 

 

  

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

官庁の名称及び件名等 全角 200 文字 

法令条項 全角 16 文字 

供託の原因たる事実 全角 1000 文字 

供託金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（４）供託（金銭）給与債権執行【かんたん】 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

法令条項 全角 16 文字 

供託の原因たる事実 

 主事実 全角 3000 文字 

 事件 

  事件の表示 

   裁判所 全角 10 文字 

   支部 全角 10 文字 

   年 半角数字、1≦値≦99 

   符号 全角 2 文字 

   番号 半角数字 6 文字 

  債権者 全角 72 文字 

  債務者 全角 50 文字 

  第三債務者 全角 50 文字 

  債権額 全角 15 文字 

  差押債権額 全角 15 文字 

  送達年月日 

   年 半角数字、1≦値≦99 

   月 半角数字、01≦値≦12 
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   日 半角数字、01≦値≦31 

供託金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容 全角 127 文字 

反対給付の内容 全角 127 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（５）供託（金銭）その他【かんたん】 

 

 

 

  

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

法令条項 全角 16 文字 

供託の原因たる事実 全角 3000 文字 

供託金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

供託により消滅すべき質権又は抵当権の内容 全角 127 文字 

反対給付の内容 全角 127 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（６）供託（振替国債）裁判上の保証及び仮差押，仮処分解放金【かんたん】 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

法令条項 全角 16 文字 

裁判所の名称及び件名等 

 裁判所の名称及び件名 全角 100 文字 

 当事者 

  原告・申請人・債権者 

  氏名又は法人名 全角 12 文字 

 被告・被申請人・債務者 

  氏名又は法人名 全角 12 文字 

供託の原因たる事実 

 その他 全角 100 文字 

供託振替国債 

 金額合計 半角数字、1≦値≦99999999999 

 供託振替国債明細部 

  銘柄 

   銘柄（その他の内容） 全角 23 文字 

   年 半角数字 2 文字 

   回記号 

    回 半角数字 3 文字 
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    回記号（その他の内容） 全角 8 文字 

  金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

  償還期限 

   年 半角数字、1≦値≦99 

  月 半角数字、01≦値≦12 

  日 半角数字、01≦値≦31 

  利息支払期 

   月 半角数字、01≦値≦12 

  日 半角数字、01≦値≦31 

  年回数 半角数字、1，2，3，4，6，12 のいず

れか 

  備考 全角 180 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12 桁を改行で区切って

複数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 



 

 56 

（７）供託（振替国債）営業保証【かんたん】 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

官庁の名称及び件名等 全角 200 文字 

法令条項 全角 16 文字 

供託の原因たる事実 全角 1000 文字 

供託振替国債 

 金額合計 半角数字、1≦値≦99999999999 

 供託振替国債明細部 

  銘柄 

   銘柄（その他の内容） 全角 23 文字 

  年 半角数字 2 文字 

  回記号 

   回 半角数字 3 文字 

  回記号（その他の内容） 全角 8 文字 

  金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

  償還期限 

   年 半角数字、1≦値≦99 

  月 半角数字、01≦値≦12 

  日 半角数字、01≦値≦31 

  利息支払期 

   月 半角数字、01≦値≦12 

   日 半角数字、01≦値≦31 

   年回数 半角数字、1，2，3，4，6，12 のいず
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れか 

  備考 全角 180 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12桁を改行で区切って複

数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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（８）供託（振替国債）その他【かんたん】 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 会社法人等番号（供託者） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

  ２桁 半角数字 2 文字 

  ６桁 半角数字 6 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

 会社法人等番号（代理人） 

  ４桁 半角数字 4 文字 

 ２桁 半角数字 2 文字 

 ６桁 半角数字 6 文字 

被供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

氏名又は法人名 全角 50 文字 

法令条項 全角 16 文字 

供託の原因たる事実 全角 3000 文字 

供託振替国債 

 金額合計 半角数字、1≦値≦99999999999 

 供託振替国債明細部 

  銘柄 

   銘柄（その他の内容） 全角 23 文字 

  年 半角数字 2 文字 

  回記号 

   回 半角数字 3 文字 

  回記号（その他の内容） 全角 8 文字 

  金額 半角数字、1≦値≦99999999999 

  償還期限 

   年 半角数字、1≦値≦99 

  月 半角数字、01≦値≦12 

  日 半角数字、01≦値≦31 

  利息支払期 

   月 半角数字、01≦値≦12 
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   日 半角数字、01≦値≦31 

   年回数 半角数字、1，2，3，4，6，12 のいず

れか 

  備考 全角 180 文字 

会社法人等番号・複数入力用 半角数字 12桁を改行で区切って複

数入力可（制限なし） 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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２ 取下書 

 

（１）取下書【かんたん】 

 

 

 

 

 

入力項目 制限事項 

供託者の住所・氏名 

 住所又は法人所在地 全角 50 文字 

 氏名又は法人名 全角 50 文字 

 代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名） 全角 72 文字 

取下する申請番号 半角数字 17 文字 

取下理由 全角 2000 文字 

備考 全角 2000 文字 

補正対象 

 補正対象申請番号 半角数字 17 文字 

通信（連絡・コメント）欄 全半角 2000 文字 
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