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１  申請用総合ソフトについて 

１-１ 申請用総合ソフトを利用する 

申請用総合ソフトを起動し，必要に応じて登記・供託オンライン申請システムにログインし

ます。 

 

(1) デスクトップから「申請用総合ソ

フトのショートカット」をダブルク

リックします。 

 

※ デスクトップに「申請用総合ソ

フトのショートカット」がない場

合は，スタートメニューから「申

請用総合ソフト」を起動します。 

 

 

(2) 申請用総合ソフトが起動し，「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，「OK」ボタンをクリックします。 

これにより，申請用総合ソフトが

利用可能になるとともに登記・供託

オンライン申請システムにログイ

ンします。 

 

 

※ 登記・供託オンライン申請シス

テムへログインしないで申請用

総合ソフトを利用する場合には，

「キャンセル」ボタンをクリック

します。 

「オフライン起動」画面が表示

されますので「OK」ボタンをク

リックします。 
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(3) 「処理状況表示」画面が表示され

ます。 

登記・供託オンライン申請システ

ムへログインした場合には，手続の

処理状況が更新されます。 

 

 

 

※  登記・供託オンライン申請システムへログインしない場合（オフラインで起動した場合）

には，申請書の送信など，登記・供託オンライン申請システムへの接続を要する機能を利用

することができません。 

 この場合は，登記・供託オンライン申請システムへの接続が必要な機能を使用する際に，

「ログイン」画面が表示されますので，登記・供託オンライン申請システムへログインして，

処理を継続することができます。 
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２  申請用総合ソフトの各種機能 

申請用総合ソフトの各種機能について説明します。 

２-１ ごみ箱機能 

不要となった申請書様式については，「処理状況表示」画面から削除することができます。 

「処理状況表示」画面から削除した申請書様式は，「ごみ箱」に移動します。「ごみ箱」画面

において，申請書様式を削除すると，申請データを完全に削除することができます。 

 

「ごみ箱」画面レイアウト 

 

① 「削除データ」欄 

ごみ箱内にある申請書様式の一覧が表示されます。 

② 「すべて選択」ボタン 

「削除データ」欄にある全ての申請書様式を選択します。 

③ 「すべて解除」ボタン 

「削除データ」欄にある全ての申請書様式の選択を解除します。 

  

① 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

④ ⑤ ⑥ 

③ ② 
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④ 「削除」ボタン 

選択した申請書様式の申請データを申請用総合ソフトのデータフォルダから完全に削除します。 

⑤ 「元に戻す」ボタン 

選択した申請書様式を「ごみ箱」画面から「処理状況表示」画面に復元します。 

⑥ 「閉じる」ボタン 

「ごみ箱」画面を閉じます。 

⑦ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑥「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「すべて選択」 

「②「すべて選択」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「すべて解除」 

「③「すべて解除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

「⑤「元に戻す」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「削除」 

「④「削除」ボタン」と同様の処理を行います。  

⑩ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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２-１-１ 申請書様式の削除 

「処理状況表示」画面から，不要となった申請書様式を削除します。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示

します。 

   処理状況表示画面から削除す

る申請書様式をクリックして選

択し，右クリックで表示される

メニューから，「申請データ削

除」をクリックします。 

 

 

 

(2) 「削除の確認」画面が表示さ

れますので，申請書様式を削除

する場合には，「OK」ボタンを

クリックします。 

 

 

(3) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

(1)で選択した申請書様式が

処理状況表示画面から削除さ

れ，表示されていないことを確

認します。 

なお，この時点では，申請デ

ータ自体は，削除されません。 

 

 



6 

(4) 削除した申請書様式が「ごみ

箱」画面に移動していることを

確認します。 

「ツール」メニューの「ごみ

箱」をクリックします。 

 

 

 

(5) 「ごみ箱」画面が表示されま

すので，削除した申請書様式が

表示されていることを確認しま

す。 

 

 



7 

２-１-２ 申請書様式の復元 

「処理状況表示」画面から削除した申請書様式を「ごみ箱」画面から「処理状況表示」画

面に復元します。 

 

(1) 「ごみ箱」画面を表示します。 

「処理状況表示画面」の「ツー

ル」メニューの「ごみ箱」を選択

し，復元する申請書様式を選択し

ます。 

 

※ 「ごみ箱」画面に表示されて

いる全ての申請書様式を選択す

る場合には，「すべて選択」ボタ

ンをクリックします。 

また，全ての選択を解除する

場合には，「すべて解除」ボタン

をクリックします。 

 

 

 

(2) 「元に戻す」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

(3) 「復元確認」画面が表示されま

すので，申請書様式を復元する場

合には，「OK」ボタンをクリック

します。 
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(4) 「閉じる」ボタンをクリックす

ると，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

復元した申請書様式が表示され

ていることを確認します。 
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２-１-３ 申請データ自体の削除 

「ごみ箱」画面から申請書様式を削除することによって，申請データ自体を申請用総合ソ

フトから完全に削除します。 

 

(1) 「ごみ箱」画面を表示します。 

「処理状況表示」画面の「ツー

ル」メニューの「ごみ箱」を選択

し，申請データ自体を削除する申

請書様式を選択します。 

 

※ 「ごみ箱」画面に表示されて

いる全てのデータを選択する場

合には，「すべて選択」ボタンを

クリックします。 

また，全ての選択を解除する

場合には，「すべて解除」ボタン

をクリックします。 

 

 

(2) 「削除」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

(3) 「削除確認」画面が表示されま

すので，申請データを完全に削除

する場合には，「OK」ボタンをク

リックします。 
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(4) 「ごみ箱」画面から対象の申請

書様式が削除されていることを確

認後，「閉じる」ボタンをクリック

すると，「処理状況表示」画面に戻

ります。 

 

 

 

 

※ ごみ箱画面において，「削除」ボタンをクリックした際に，対象の申請データが申請用総合ソフト上で

事件中である場合は，登記・供託オンライン申請システムにログインし，対象の申請データが登記・供

託オンライン申請システムに存在しないことを確認した上で削除されます。本操作を実施する際には，

対象の申請データを送信した際の申請者ＩＤ及びパスワードでログインする必要がありますので，ご注

意ください。 

 

＜対象の申請データが事件中である

場合＞ 

 

(１) 「削除確認」画面が表示されま

すので，申請データを完全に削除

する場合には，「OK」ボタンをク

リックします。 

 

 

(２) ログインをしていない場合は

「ログイン」画面が表示されます

ので，対象の申請データを送信し

た際の申請者ＩＤ及びパスワード

を入力し，ログインします。 
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(３) ログイン後，登記・供託オンラ

イン申請システムに対象の申請デ

ータが存在しなかった場合，申請

データが削除されます。 
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２-２ データの書き出し／取り込み機能 

申請用総合ソフトで作成した申請データを申請用総合ソフトのデータフォルダ外のＰＣ上の

任意の場所に外部ファイルとして書き出すことができます。 

また，申請用総合ソフトにより，外部ファイルに書き出したデータであれば，別のＰＣの申請

用総合ソフトに取り込むこともできます。 

なお，書き出し機能によって，申請データが削除されることはありません。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-２-１ データの書き出し 

申請用総合ソフトで作成し，又は取得したデータを外部ファイルに書き出します。 

 

「データの書き出し」画面レイアウト 

 

① 「書き出すデータの種類」欄 

書き出しを行うデータの種類を選択します。 

② 「書き出しファイル」欄 

① 
⑦ ⑧ ⑨ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ ② 
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データの書き出し先ファイルを入力します。 

③ 「参照」ボタン 

「書き出し先ファイル設定」画面を開きます。 

④ 「データの書き出し」ボタン 

選択したデータを「書き出しファイル」欄に入力して指定した外部ファイルに書き出します。 

⑤ 「閉じる」ボタン 

「データの書き出し」画面を閉じるためのボタンです。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「データの書き出し」 

「④「データの書き出し」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示            

します。 

データの書き出しを行う手続の

申請書様式を処理状況表示画面の

一覧からクリックして選択し，「フ

ァイル」メニューの「データの書

き出し」をクリックします。 

 

 

(2) 「データの書き出し」画面が表

示されますので，書き出すデータ

の種類を選択します。 

「申請データ一式」，「申請書の

み」，「公文書のみ」のいずれかを

選択することができます。 

 

※ 「申請データ一式」を選択し

た場合には，添付ファイル，お

知らせ，公文書などの選択した

手続に関するデータの全てを書

き出します。 

 

※ 「申請書のみ」を選択した場

合には，申請書データである

XML ファイルのみを書き出し

ます。 

 

※ 商業・法人登記及び電子証明

書手続では電子公文書が発行さ

れないため，「公文書のみ」は選

択しません。 
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(3) ファイルの書き出し先を指定し

ます。 

「データの書き出し」画面にお

いて，「参照」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(4) 「書き出し先ファイル設定」画

面が表示されますので，申請デー

タの書き出し先を選択し，「保存」

ボタンをクリックします。 

な お ，「 フ ァ イ ル 名 」 欄 に

「export.zip」が表示されていま

す。必要に応じて修正してくださ

い。 

 

 

(5) 「データの書き出し」画面に戻

ります。 

「書き出しファイル」欄に，(4)

で指定した書き出し先が表示され

ていることを確認し，「データの書

き出し」ボタンをクリックします。 

 

※ データは ZIP 形式のファイルで

書き出されます。 
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(6) 「書き出し確認」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

「データの書き出し」画面に戻り，

データの書き出しが開始されま

す。 

 

(7) 「書き出し完了」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

(8) 「データの書き出し」画面に戻

りますので，「閉じる」ボタンをク

リックします。 
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(9) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

(10) 指定した書き出し先に申請デ

ータが書き出されていることを確

認します。 
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２-２-２ データの取り込み 

申請用総合ソフトから外部ファイルに書き出したデータを申請用総合ソフトに取り込み

ます。 

 

「データの取り込み」画面レイアウト 

 

① 「取り込むデータの種類」欄 

取り込むデータの種類を選択します。 

② 「取り込みファイル」欄 

取り込む外部ファイルのファイル名を入力します。 

③ 「参照」ボタン 

「取り込み元ファイル選択」画面を開きます。 

④ 「データの取り込み」ボタン 

「取り込みファイル」欄において指定した外部ファイルの申請データを申請用総合ソフトに取り込

みます。 

  

① 

⑦ ⑧ ⑨ 

④ ⑤ 

⑥ 

② ③ 
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⑤ 「閉じる」ボタン 

「データの取り込み」画面を閉じます。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「⑤「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「データの取り込み」 

「④「データの取り込み」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑨ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ファイル」メニューの「デー

タの取り込み」をクリックします。 

 

 

(2) 「データの取り込み」画面が表

示されますので，取り込むデータ

の種類を選択します。 

「申請データ一式」，「登記識別

情報関係様式」又は「信託目録に

記録すべき情報」を選択すること

ができます。 

 

※ 商業・法人登記及び電子証明

書手続では登記識別情報関係様

式を使用しないため，「登記識別

情報関係様式」及び「信託目録

に記録すべき情報」を選択する

必要はありません。 

 

 

(3) 取り込むファイルを入力しま 

す。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 
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(4) 「取り込み元ファイル選択」画

面が表示されますので，申請用総

合ソフトにより書き出した申請デ

ータを選択し，「開く」ボタンをク

リックします。 

 

(5) 「データの取り込み」画面に           

戻ります。 

「取り込みファイル」欄に「取

り込み元ファイル選択」画面にお

いて選択した取り込みファイル名

が表示されていることを確認し，

「データの取り込み」ボタンをク

リックします。 

  

(6) 「取り込み確認」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

「データの取り込み」画面に戻

り，データの取り込みを開始しま

す。 

  

(7) 取り込んだ申請データに申請番

号が付与されている場合で，取り

込んだ申請書様式と同じ申請番号

が付与された申請データがデータ

フォルダに既に存在する場合に

は，「申請データの上書き確認」画

面が表示されますので，上書きす

る場合には，「OK」ボタンをクリ

ックします。 
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※ 申請番号が同一の申請データ

を申請用総合ソフトに複数取り

込むことはできません。 

 

(8) 「取り込み完了」画面が表示さ

れますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(9) 「データの取り込み」画面に 戻

りますので，「閉じる」ボタンをク

リックします。 

 

 

(10) 「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

指定した取り込みファイルの

申請書様式が「処理状況表示」

画面上に表示されていることを

確認します。 
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２-３ 電子公文書の検証機能 

法務省から発行された電子公文書の有効性を確認することができます。 

申請用総合ソフトで取得した電子公文書は，同ソフトのデータの書き出し機能で書き出しを

して，その有効性を確認することができます。 

 

「公文書の選択」画面レイアウト 

 

① 「公文書フォルダ」欄 

公文書フォルダの保存先フォルダ名を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「フォルダの参照」画面を開くためのボタンです。 

③ 「電子公文書検証」ボタン 

電子公文書検証を行うためのボタンです。 

④ 「閉じる」ボタン 

「公文書の選択」画面を閉じるためのボタンです。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

 

⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑦ ⑧ ⑥ 
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・ 「元に戻す」 

カーソルがある入力域を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力域で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力域でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力域で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力域の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「電子公文書検証」 

「③「電子公文書検証」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，下記の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1)  申請用総合ソフトのデータの書

き出し機能にて，書き出された電子

公文書ファイル（zip ファイル）を

展開します。当該ファイルを右クリ

ックし，「すべて展開」を選択しま

す。 

 

※ データの書き出し機能につい

ては，「２－２－１ データの書

き出し」を参照してください。 

 

  

(2)  展開されたフォルダが作成され

ます。作成されたフォルダ内に<申

請案件の件名>.zip ファイルが存在

しますので，（１）同様に zip ファ

イルの展開を行います。 
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(3) <申請案件の件名>.zip ファイルが

展開されますと，作成されたフォル

ダ内に電子公文書のフォルダが存

在します。電子公文書のフォルダ内

に公文書（鑑文書）ファイルが保存

されていることを確認します。 

 

 

※ 公文書（鑑文書）ファイルのフ

ァイル名は「（電子公文書のフォ

ルダ）.xml」です。 

 

 

 

(4) 「処理状況表示」画面を表示しま

す。 

 

「ツール」メニューの「電子公文書

の検証」をクリックします。 

 

 

(5) 「公文書の選択」画面が表示され

ますので，公文書フォルダの保存先

を指定します。 

 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 
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(6) 「フォルダの参照」画面が表示さ

れます。 

 

 

保存先の公文書フォルダを選択後，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(7) 「公文書の選択」画面に戻ります。 

 

「公文書フォルダ」欄に指定した公

文書フォルダが表示されているこ

とを確認し，「電子公文書検証」ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

(8) 署名検証が完了しますと，「電子

公文書検証結果」画面が表示されま

すので，電子署名検証結果及び電子

証明書検証結果を確認します。 

 

 

 

(9) 「印刷」ボタンをクリックすると，

インターネットブラウザによる「電

子公文書検証結果」画面の印刷プレ

ビューが表示されますので，ブラウ

ザの印刷機能を使用して，「電子公

文書検証結果」画面を印刷すること

ができます。 
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２-４ PDF に電子署名を付与する 

作成した PDF ファイルに電子署名を付与することができます。電子署名を付与する際には，

民間認証局などから電子証明書を取得する必要があります。 

電子証明書の取得方法については，「申請者操作手引書（導入編） ‐ 第４章 事前準備 

‐ ４．１ 環境設定」を参照してください。 

 

(1) 「処理状況表示」画面の「ツー

ル」メニューの「PDF ファイルの

署名」をクリックして，「PDF フ

ァイルの署名」画面を開きます。 

 

 

 

 

 

(2) 「PDF ファイルの署名」画面の

「参照」ボタンをクリックします。 
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(3) 「PDF ファイルの選択」画面か

ら署名する PDF ファイルを選択

し，「開く」ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 複数のファイルをまとめて選

択し，一括して署名する場合は，

「Ctrl キー」を押しながら対象

のファイルをクリックします。  

 

(4) 選択したPDFファイルが表示さ

れます。 

 

※ (3)で複数のファイルを選択

せずに，複数のファイルをまと

めて署名する場合は，手順の(2)

～(4)を繰り返し行ってくださ

い。 

 

 

※  既に署名が付与されている

PDF ファイルを選択した場合

は，「追加の確認」画面が表示さ

れます。 
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(5) 出力先の「参照」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(6) 「フォルダーの参照」画面から

出力先とするフォルダを選択し，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
 

 

(7) 選択したフォルダが出力先に表

示されます。 

 

 

 



31 

(8) 「IC カードで署名」又は「ファ

イルで署名」ボタンをクリックし

ます。 

 

※ 「PDF ファイルの署名」画面

から PDF ファイルを削除する

場合は，削除する PDF ファイル

を選択した上，「削除」ボタンを

クリックします。「削除確認」画

面が表示されますので，「OK」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

(9) 「IC カードで署名」ボタンをク

リックします。続いて，「IC カード

差し込み確認」画面が表示されま

すので，カードリーダへ IC カード

を差し込み，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

※ 使用する IC カードの登録及び

切り替えについては，「２－７－

４ IC カードの切替え」を参照

してください。 
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「ファイルで署名」ボタンをク

リックします。「電子証明書ファイ

ルの選択」画面が表示されますの

で，使用する電子証明書を選択し，

「開く」ボタンをクリックします。 

 

 

 

(10) IC カード又は電子証明書ファ

イルに対するパスワードを入力

し，「確定」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

(11) 署名の付与が完了すると，「署

名付与完了」画面が表示されます

ので，「OK」ボタンをクリックし

ます。 
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(12) 「PDF ファイルの署名」画面

に戻ります。対象の申請書等の「状

態」欄が「署名付与完了」である

ことを確認し，「閉じる」ボタンを

クリックします。 

 

 

 

(13) (6)で指定した出力先に，(3)で

指定したファイルと同名のフォル

ダが作成され，(3)で指定したファ

イルと PDF 署名ファイルが書き

出されていることを確認します。 
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２-５ 図面情報ファイルに電子署名を付与する 

表示に関する登記に添付する図面情報ファイルに，電子署名を付与することができます。 

 

(1) 「処理状況表示」画面の「ツー

ル」メニューの「図面情報ファイ

ルの署名」をクリックして，「図面

情報ファイルの署名」画面を開き

ます。 

 

 

(2) 「PDF ファイルの署名」画面の

「参照」ボタンをクリックします。 

 

 

(3) 「図面情報ファイルの選択」画

面から署名する図面情報ファイル

を選択し，「開く」ボタンをクリ

ックします。 

 

※ 複数のファイルをまとめて選択

し，一括して署名する場合は，「Ｃ

ｔｒｌ キー」を押しながら対象の

ファイルをクリックします。 
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(4) 選択した図面情報ファイルが表

示されます。 

 

※ 〔３〕で複数のファイルを選択

せずに，複数のファイルごと個別

に署名する場合は、手順の〔２〕

～〔４〕を繰り返し行ってくださ

い。 
 

(5) 出力先の「参照」ボタンをクリ

ックします。 

 

(6) 「フォルダーの参照」画面から

出力先とするフォルダを選択し，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

(7) 選択したフォルダが出力先に表

示されます。 
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(8) 「IC カードで署名」又は「ファ

イルで署名」ボタンをクリックし

ます。 

 

※ 「図面情報ファイルの署名」画

面から図面情報ファイルを削除す

る場合は，削除する図面情報ファ

イルを選択した上，「削除」ボタ

ンをクリックします。 

 

(9) 「IC カードで署名」ボタンをク

リックした場合は，「IC カード差

し込み確認」の画面が表示される

ので，電子証明書が格納されてい

る IC カードを IC カードリーダに

差し込んだ上，「OK」ボタンをク

リックします。 

 

※ 使用する IC カードの登録及び切

り替えについては，「２－７－４ 

IC カードの切替え」を参照してく

ださい。 

 

「ファイルで署名」ボタンをクリ

ックした場合は，「電子証明書フ

ァイルの選択」画面が表示される

ので，使用する電子証明書を選択

し，「開く」ボタンをクリックし

ます。 

  

(10) 「アクセスパスワード入力」画

面が表示されるので，IC カード又

は電子証明書ファイルのアクセス

パスワードを入力し，「確定」ボ

タンをクリックします。 

 

※ アクセスパスワードとは，電子

証明書を取得した際に設定されて
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いるパスワードです。 

 

※ アクセスパスワードの入力を誤

ると，アクセスがロックされる場

合がありますので，注意してくだ

さい。 

(11) 電子署名の付与が完了すると，

署名付与が完了した旨のメッセー

ジが表示されるので，「OK」ボタ

ンをクリックします。 

 

(12) 「図面情報ファイルの署名」画

面で，状態欄に「署名付与完了」

と表示されるので，「閉じる」ボ

タンをクリックして画面を閉じま

す。 

 

(13) (６)で指定した出力先に，(３)

で指定したファイルと同名のフォ

ルダが作成され，(３)で指定したフ

ァイルと図面署名ファイルが書き

出されていることを確認します。 
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２-６ バックアップ機能 

申請用総合ソフトが保有する申請データや申請用総合ソフトの設定などをまとめて外部フ

ァイル（以下「バックアップファイル」といいます。）に書き出すことができます。また，バ

ックアップファイルを取り込むことで，申請用総合ソフトの状態をバックアップ時点に戻すこ

とができます。 

申請用パソコン内の申請データ等を保全するために，定期的に外部媒体等にバックアップを

取得することを推奨します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-６-１ バックアップファイルの作成 

現在の申請用総合ソフトの状態をバックアップファイルに書き出します。 

 

「バックアップ」画面レイアウト 

 

① 「バックアップファイル」欄 

 バックアップファイルの書き出し先ファイル名を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「バックアップファイル設定」画面を開きます。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ 

⑤ ⑥ 

③ 

② 
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③ 「バックアップ」ボタン 

申請用総合ソフトの状態をバックアップファイルに書き出します。 

④ 「閉じる」ボタン 

「バックアップ」画面を閉じます。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「バックアップ」 

「③「バックアップ」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「バック

アップ」をクリックします。 

 

 

(2) 「バックアップ」画面が表示さ

れますので，バックアップファイ

ルの書き出し先を指定します。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 

 
 

 

(3) 「バックアップファイル設定」

画面が表示されます。 

バックアップファイルの書き出

し先のフォルダを選択後，「ファイ

ル名」欄にバックアップファイル

名を入力し，「保存」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(4) 「バックアップ」画面に戻りま

す。 

「バックアップファイル」欄に

指定した書き出し先が表示されて

いることを確認し，「バックアッ

プ」ボタンをクリックします。 

 

※ 書き出しファイルは，ZIP 形式

に指定されます。 

 



41 

(5) 「バックアップの確認」画面が

表示されますので，「OK」ボタン

をクリックします。 

 

 

(6) 「バックアップ」画面に戻り，

バックアップファイルの書き出し

を開始します。 

 

 

(7) バックアップファイルの書き出

しが終了すると，「バックアップの

完了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(8) 「バックアップ」画面に戻りま

すので，「閉じる」ボタンをクリッ

クします。 
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(9) 「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 指定した書き出し先にバック

アップファイルが書き出されて

いることを確認します。 
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２-６-２ バックアップファイルの復元 

外部ファイルに書き出したバックアップファイルを申請用総合ソフトに取り込み，申請用

総合ソフトの状態をバックアップ時点の状態に復元します。 

 

「復元」画面レイアウト 

 

① 「バックアップで作成したファイル」欄 

取り込むバックアップファイルを入力します。 

② 「参照」ボタン 

「バックアップファイル選択」画面を開きます。 

③ 「復元」ボタン 

バックアップファイルを取り込み，申請用総合ソフトの状態を復元します。 

④ 「閉じる」ボタン 

「復元」画面を閉じます。 

⑤ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ 

⑤ ⑥ 

③ 

② 
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⑥ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑦ 「アクション」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「復元」 

「③「復元」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「復元」

をクリックします。 

 

 

(2) 「復元」画面が表示されますの

で，取り込むバックアップファイ

ルを指定します。 

「参照」ボタンをクリックしま

す。 

  

(3) 「バックアップファイル選択」

画面が表示されますので，申請用

総合ソフトにより書き出して保存

しているバックアップファイルを

選択し，「開く」ボタンをクリック

します。 

 

 

(4) 「復元」画面に戻ります。 

「バックアップで作成したファ

イル」欄に指定したバックアップ

ファイル名が反映されていること

を確認し，「復元」ボタンをクリッ

クします。  

(5) 「復元の確認」画面が表示され

ますので，「OK」ボタンをクリッ

クします。 
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(6) 「復元」画面に戻り，バックア

ップファイルの復元を開始しま

す。 

 

 

(7) バックアップファイルの復元が

終了すると，「復元の完了」画面が

表示されますので，「OK」ボタン

をクリックします。 

 

 

(8) 「再起動」画面が表示されます

ので，「OK」ボタンをクリックし，

申請用総合ソフトを再起動しま

す。 

 

(9) 「ログイン」画面が表示されま

すので，ログイン又はオフライン

起動を行います。 

 

 

(10) 「処理状況表示」画面が表示

されます。 

申請用総合ソフトの状態がバ

ックアップ時点の状態に戻って

いることを確認します。 
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※  バックアップはこまめにとり，必要なデータは，適宜，外部ファイルに書き出しておくことを

お勧めします。 

※  作成中，又は申請中の手続がある場合には，復元は実行しないでください。復元によってアプ

リケーションの全ての申請データが上書きされるため，バックアップ以降に取得した公文書等の

通知が参照することができなくなります。 

※  バックアップファイルの復元を行う場合には，申請用総合ソフトのデータフォルダ内部のフォ

ルダ及びファイルは閉じてください。正しく復元されず，データフォルダが消去されます。 
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２-７ 環境設定 

申請用総合ソフトの環境設定を行います。プロキシの設定，アクセス先のデータフォルダ

の設定，入力支援情報の設定，IC カードの切替えなどを行うことができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-７-１ 環境の設定 

申請用総合ソフトの「オプション」画面の「環境設定」タブでは，プロキシの設定と画面

表示の設定を行うことができます。 

 

「オプション ‐ 環境設定」画面レイアウト 

 

 

① 「変更」ボタン 

「インターネットのプロパティ」画面を表示します。 

② 「画面表示設定」欄 

 「申請書作成・編集」画面又は「信託目録に記録すべき情報作成・編集」画面にて，ウィンドウサ

イズ及び表示位置を保存するか選択します。 

③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

 「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

 「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

この画面では処理を行うことができません。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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＜プロキシの設定＞ 

ご利用のインターネット接続環境が，プロキシサーバーを経由したネットワークの場合には，

プロキシサーバーを設定する必要があります。申請用総合ソフトでは，「オプション」画面から

プロキシサーバーを設定することができます。 

なお，プロキシサーバーを経由しないネットワークの場合には，以下の設定は必要ありません。

また，ブラウザメニューなどから既にプロキシサーバーを設定済みである場合にも，申請用総合

ソフトからのプロキシの設定は必要ありません。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ます。 

「環境設定」タブが選択されて

いますので，「変更」ボタンをクリ

ックします。 

 

 



51 

(3) 「インターネットのプロパティ」

画面が表示されます。 

「接続」タブが選択されていま

すので，「LAN の設定」ボタンを

クリックします。 

 

 

(4) 「ローカルエリアネットワーク

（LAN）の設定」画面が表示され

ます。 

「プロ キシサ ーバー 」欄 の

「LAN にプロキシサーバーを使

用する…」にチェックします。 

 

 

(5) プロキシサーバーのアドレス及

び使用するポートを入力し，「OK」

ボタンをクリックします。 
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(6) 「インターネットのプロパティ」

画面に戻りますので，「OK」ボタ

ンをクリックし，「オプション」画

面に戻ります。 
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＜画面表示の設定＞ 

「申請書作成・編集」画面及び「信託目録に記録すべき情報作成・編集」画面のウィンドウ

サイズ及び表示位置の保存について設定を行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ます。 

「環境設定」タブが選択されて

いますので，ウィンドウサイズ及

び表示位置の保存を行う場合に

は，「画面表示設定」欄のチェック

ボックスにチェックをつけてくだ

さい。 

保存しない場合には，チェック

ボックスを外してください。 
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(3) 設定を変更する場合には，「適

用」ボタンをクリックします。 

 

※ 設定を変更しない場合には，

「適用」ボタンをクリックせず

に，「閉じる」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

 

 

(4) 「適用完了」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。 

 

 

(5) 「オプション」画面に戻ります

ので，「設定」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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２-７-２ アクセス先のデータフォルダの設定 

申請用総合ソフトにおいて作成し，保存した申請データや申請用総合ソフトの設定などは

データフォルダに格納されています。申請用総合ソフトでは，「オプション」画面から申請

用総合ソフトで使用するデータフォルダを変更することができます。 

 

「オプション ‐ ファイルパス設定」画面レイアウト 

 

① 「アクセス先のデータフォルダへのファイルパス設定」欄 

申請用総合ソフトで使用するデータフォルダの場所を入力します。 

② 「参照」ボタン 

「フォルダの参照」画面を開きます。 

③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

   「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示   

します。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「ファイルパス設定」タ

ブを選択します。 

 

 

 

(3) 注意事項を確認します。 
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(4) 申請用総合ソフトを終了し，現

在のデータフォルダをコピーしま

す。 

 

※ 申請用総合ソフトが正常に動

作しなくなる場合がありますの

で，切り取りはしないでくださ

い。 

 

※ 初回インストール時には，デ

ータフォルダは次の場所にイン

ストールされます。 

 

・ Windows１０又は 1１の

場合… 

「C:\Users\(PC のユーザ

名)\Documents\ 

ShinseiyoSogoSoft」 

 

 

(5) コピーしたデータフォルダを  

変更先の場所へ貼り付けます。 
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(6) 必要に応じてデータフォルダ  

の名前を変更します。 

 

 

(7) 申請用総合ソフトを起動し，「オ

プション」画面に戻り，「参照」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(8) 「フォルダの参照」画面が表示

されますので，新しく作成したデ

ータフォルダを選択し，「OK」ボ

タンをクリックします。 
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(9) 「オプション」画面に戻ります

ので，「アクセス先のデータフォル

ダへのファイルパス設定」欄に指

定したデータフォルダ名が反映さ

れていることを確認します。 

 

 

(10) 設定を変更する場合には，  

「適用」ボタンをクリックしま

す。 

 

※  設定を変更しない場合に

は，「適用」ボタンをクリック

せずに，「閉じる」ボタンをク

リックし，「処理状況表示」画

面に戻ります。 

 

 

(11) 「適用完了」画面が表示され

ますので，「OK」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(12) 「ファイルパス変更」画面が表

示されますので，「OK」ボタン

をクリックし，申請用総合ソフ

トを再起動します。 
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(13) 「ログイン」画面が表示され

ますので，ログイン又はオフラ

イン起動を行います。 

 

 

(14) 「処理状況表示」画面が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15) 再度，「オプション」画面にお

いて，「ファイルパス設定」タブ

を選択し，「アクセス先のデータ

フォルダへのファイルパス設

定」欄に指定したデータフォル

ダが反映されていることを確認

します。 

 

 

 

※ アクセス先のデータフォルダの設定を変更する場合には，注意事項の手順を厳守して

ください。間違った手順で設定すると，申請用総合ソフトが正常に動作しなくなる場合

があります。 
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２-７-３ 入力支援情報の設定 

申請用総合ソフトでは，「オプション」画面から入力支援情報を登録することができます。

入力支援情報を登録することで，申請書様式に応じて，登録した情報を転記することができ，

申請情報の作成における入力を簡易化することができます。 

 

「オプション ‐ 入力支援情報」画面レイアウト 

 

① 「氏名」欄 

入力支援情報として使用する氏名を入力します。 

② 「住所」欄 

入力支援情報として使用する住所を入力します。 

  

① 

⑦ ⑧ 

④ ⑤ 

⑥ 

③ 

② 
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③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

    ・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「元に戻す」 

直前に入力した項目を一つ前の状態に戻します。 

・ 「コピー」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列をコピーします。 

・ 「貼り付け」 

カーソルがある入力項目でコピーした文字列を貼り付けます。 

・ 「削除」 

カーソルがある入力項目で選択した文字列を削除します。 

・ 「すべて選択」 

カーソルがある入力項目の文字列を全て選択します。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで，次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「入力支援情報」タブを

選択します。 

 

 

(3) 入力支援情報として利用する情

報（氏名又は住所）を入力します。 

 

※ 「氏名（フリガナ）」として入

力した内容は，納付情報の「氏

名または法人団体名」欄に転記

されます。 
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(4) 設定を変更する場合には，「適

用」ボタンをクリックします。 

 

※ 設定を変更しない場合には，

「適用」ボタンをクリックせず

に，「閉じる」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻り

ます。 

 

 

(5) 「適用完了」画面が表示されま

すので，「OK」ボタンをクリック

します。 

 

(6) 「オプション」画面に戻ります

ので，「設定」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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２-７-４ IC カードの切替え 

申請データを送信する前に，署名の付与が必要な手続があります。申請用総合ソフトでは，

「オプション」画面から申請書様式に電子署名を付与する際に使用する IC カードライブラ

リを登録及び選択することができます。 

 

「オプション ‐ IC カード切替」画面レイアウト 

 

① 「使用する IC カードライブラリを選択して下さい。」欄 

既に登録されている IC カードライブラリをプルダウンメニューから選択します。 

② 「登録」ボタン 

申請用総合ソフトへ IC カードライブラリを登録します。 

③ 「設定」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を設定し，「オプション」画面を閉じます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「オプション」画面を閉じます。 

⑤ 「適用」ボタン 

「オプション」画面で行った変更を適用します。 

 

  

④ ⑤ ③ 

① 

⑦ ⑧ ⑥ 

② 
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⑥ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「設定」 

「③「設定」ボタン」と同様の処理を行います。 

・ 「閉じる」 

「④「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑦ 「編集」メニュー 

この画面では処理を行うことができません。 

⑧ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することができます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

申請用総合ソフトのヘルプを表示します。 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ツール」メニューの「オプシ

ョン」をクリックします。 

 

 

(2) 「オプション」画面が表示され

ますので，「IC カード切替」タブを

選択します。 

 

 

(3) 使用する IC カードライブラリを

申請用総合ソフトに登録します。 

 

※ IC カードライブラリは，事前

に申請用総合ソフトを利用する

パソコンにインストールしてお

く必要があります。 

 

「登録」ボタンをクリックしま

す。 
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(4) 「IC カードライブラリの登録確

認」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

(5) 「IC カードライブラリの登録完

了」画面が表示されますので，

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

(6) 「オプション」画面に戻ります。 

「使用する IC カードライブラリ

を選択して下さい。」欄のプルダウ

ンメニューから，登録した IC カー

ドライブラリを選択し，「適用」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(7) 「設定」ボタンをクリックし，「処

理状況表示」画面に戻ります。 
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２-８ バージョンアップ 

申請用総合ソフトでは，申請することができる登記所を「登記所情報」として管理していま

す。「登記所情報」は登記所の統廃合などにより，不定期に更新されます。 

また，申請用総合ソフトのプログラムや申請書様式も，法令改正や機能向上のために不定期

に更新されます。 

これらが古い状態のままでは，正常にオンライン申請を行うことができない場合があります

ので，最新の情報を取り込む必要があります。 

申請用総合ソフト起動時に，最新の情報がある場合には，当該情報が取り込まれます。その

ほか，「処理状況表示」画面から，ヘルプ（H）→更新の確認（R）と選択することにより，い

つでも情報が更新されているかどうかを確認し，最新の情報がある場合には，当該情報を取り

込むことができます。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「更新の

確認」をクリックします。 

 

 

(2) 「申請用総合ソフトを更新して

います。」画面が表示され，申請用

総合ソフトの状態が最新であるこ

とを確認します。 

  

(3) 申請用総合ソフトや申請用総合

ソフトで利用する申請書様式など

のバージョンが最新版ではない場

合には，「インストールの確認」画

面が表示されますので，「OK」ボ

タンをクリックし，最新の情報を

取得し，インストールします。 
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※ なお，申請用総合ソフトや申

請書様式などのバージョンが最

新版の場合には，右のメッセー

ジが表示されますので，「OK」

ボタンをクリックし，「処理状況

表示」画面に戻ります。 

 

 

(4) 「インストール終了」画面が表

示されますので，「OK」ボタンを

クリックし，申請用総合ソフトを

再起動します。 

 

 

(5) 「ログイン」画面が表示されま

すので，ログイン若しくはオフラ

イン起動を行います。 
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(６) 「処理状況表示」画面が表示さ

れます。 

  申請用総合ソフトのバージョン

情報が更新されていることを確認

します。 
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２-９ 申請用総合ソフトに関する情報表示 

重要なお知らせ，バージョン情報，お問い合わせ先など，申請用総合ソフトに関する情報を

表示します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-９-１ 重要なお知らせを表示する 

申請用総合ソフト及び登記・供託オンライン申請システムに関する重要なお知らせを表示

します。 

 

「重要なお知らせ」画面レイアウト 

 

① 「重要なお知らせ一覧」欄 

重要なお知らせの一覧が表示されます。 

② 「表示」ボタン 

「重要なお知らせ一覧」欄で選択したお知らせの内容を表示します。 

③ 「閉じる」ボタン 

「重要なお知らせ」画面を閉じます。 

 

① 

③ ② 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「重要な

お知らせ」をクリックします。 

 

 

(2) 「重要なお知らせ」画面が表示

されますので，確認したいお知ら

せを選択し，「表示」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

(3) 対象のお知らせがブラウザで表

示されますので，お知らせの内容

を確認後，ブラウザを閉じ，「重要

なお知らせ」画面に戻ります。 

 

 

(4) 「閉じる」ボタンをクリックし，

「処理状況表示」画面に戻ります。 
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２-９-２ お問い合わせ先を表示する 

申請用総合ソフトの操作に関するお問い合わせ先の情報を表示します。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「お問い

合わせ先」をクリックします。 

 

 

(2) 「登記・供託オンライン申請シ

ステム」のシステムの操作に関す

るお問い合わせページがブラウザ

で表示されますので，お問い合わ

せ先に関する情報を確認します。 

 

※ 申請用総合ソフトの「ヘルプ」

メニューには，「申請用総合ソフ

トのヘルプ」が用意されていま

す。お問い合わせ前に，御参照

ください。 

※ 参照方法については，「２－１

０－２ ヘルプを参照する」を

参照してください。 
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２-９-３ バージョン情報を表示する 

申請用総合ソフトのバージョン情報を表示します。 

 

「バージョン情報」画面レイアウト 

 

① 「バージョン情報」欄 

申請用総合ソフトのバージョン情報が表示されます。 

② 「利用者情報」欄 

申請用総合ソフトの利用者情報が表示されます。 

③ 「OK」ボタン 

「バージョン情報」画面を閉じます。 

 

  

③ 

① 

② 
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(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「バージョン

情報」をクリックします。 

 

 

(2) 「バージョン情報」画面が表示

されますので，バージョン情報を

確認後，「OK」ボタンをクリック

し，「処理状況表示」画面に戻りま

す。 

 

※ 「登記・供託オンライン申請

システム」にログインしていな

い場合（オフラインで起動して

いる場合）には，利用者情報は

表示されません。 
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２-１０ ヘルプ／ガイド機能 

申請用総合ソフトでは，申請用総合ソフトの操作方法や申請データの作成手順などを参照す

ることができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-１０-１ ガイドを参照する 

オンライン申請を行う手順について簡単に記載したガイドを表示します。 

なお，申請用総合ソフトのインストール時には，申請用総合ソフトの起動の際に，自動的

にガイドが表示されるよう初期設定されています。 

 

「ガイド」画面レイアウト 

 

① 「申請書の作成を行う」ボタン 

クリックすると，「申請様式一覧選択」の画面が表示され，申請書様式の新規作成を開始することが

できます。 

④ ③ 

① 

② 
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② 「HELP」アイコン  

該当する手順のヘルプを表示します。 

③ 「次回から表示しない」欄 

クリックすると，申請用総合ソフトの起動時に「ガイド」画面を表示しないよう設定することがで

きます。 

④ 「閉じる」ボタン 

「ガイド」画面を閉じます。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

「ヘルプ」メニューの「ガイド」

をクリックします。 

 

 

(2) 「ガイド」画面が表示されます

ので，オンライン申請を行う手順

を確認します。 
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(3) 「HELP」アイコンをクリックす

ることで，各手順のヘルプを表示

することができます。 

 

※ ヘルプの参照方法については

「２－１０－２ ヘルプを参照

する」を参照してください。 
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※ 申請用総合ソフトの起動時に

「ガイド」画面を表示しないよ

うにする場合には，「次回から表

示しない」をチェックし，「閉じ

る」ボタンをクリックします。 
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２-１０-２ ヘルプを参照する 

申請用総合ソフトの操作に関するヘルプを表示します。ヘルプは，複数の画面から呼び出

すことができます。 

 

(1) 「ヘルプ」メニューが表示され

ている画面から，「ヘルプ」メニュ

ーの「申請用総合ソフトのヘルプ」

をクリックします。 

 

 

(2) 呼び出し元の画面に関するヘル

プが表示されます。 

左の目次から，参照したいペー

ジを選択し，表示します。 
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２-１１ 共同利用機能 

申請用総合ソフトでは，ファイルサーバなどを利用し，データフォルダを共有することで，

複数ＰＣから一つのデータフォルダで申請データを管理することができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-１１-１ 操作中一覧を表示する 

共同利用において操作中となっている申請データの一覧を表示します。 

詳細は，「申請者操作手引書（導入編）」の「4.5.2 同一のデータフォルダの参照による方

法」を参照してください。 

 

「操作中一覧」画面レイアウト 

 

① 「操作中一覧」 

操作中の申請データの一覧が表示されます。 

② 「解除」ボタン 

クリックすると，選択した申請データの操作中を解除することができます。 

③ 「閉じる」ボタン 

「操作中一覧」画面を閉じます。 

④ 「ファイル」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

① 

② 

⑤ 

③ 

④ ⑥ 
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・ 「閉じる」 

  「③「閉じる」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑤ 「アクション」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

・ 「解除」 

  「②「解除」ボタン」と同様の処理を行います。 

⑥ 「ヘルプ」メニュー 

クリックすることで次の機能を選択することが出来ます。 

・ 「申請用総合ソフトのヘルプ」 

  申請用総合ソフトのヘルプが表示されます。 
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２-１２ 申請者情報及びパスワードの変更機能 

申請者情報や申請者 ID のパスワードの変更を行う際の手順を確認することができます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２-１２-１ 申請者情報を変更する 

申請者情報の変更を行う際の手順を確認することができます。申請者情報の変更は登記・

供託オンライン申請システムにログインして行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

情報変更」をクリックします。 

 

 

(2) 「申請者情報変更」画面が表示

されますので，「登記・供託オンラ

イン申請システムの「トップペー

ジ」画面を表示する」をクリック

します。 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムのトップページがブラウザで

表示されますので，ログイン後，

申請者情報の変更を行ってくださ

い。 

 

※ 申請者情報の変更の詳細は，

「申請者操作手引書（導入編）」

の「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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２-１２-２ 申請者 ID のパスワードを更新する 

申請者 ID のパスワードの更新を行う際の手順を確認することができます。申請者 ID のパ

スワードの更新は登記・供託オンライン申請システムにログインして行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

ID のパスワードの更新」をクリッ

クします。 

 

 

(2) 「申請者 ID のパスワードの更新」

画面が表示されますので，「登記・

供託オンライン申請システムの

「トップページ」画面を表示する」

をクリックします。 

 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムのトップページがブラウザで

表示されますので，ログイン後，

申請者 ID のパスワードの更新を行

ってください。 

 

※ 申請者 ID のパスワードの更

新の詳細は，「申請者操作手引書

（導入編）」の「4.2.4 パスワ

ードを変更する」を参照してく

ださい。 
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２-１２-３ 申請者 ID のパスワードを問い合わせる 

申請者 ID のパスワードをお忘れの場合，パスワードの問い合わせを行う際の手順を確認

することができます。申請者 ID のパスワードの問い合わせは登記・供託オンライン申請シ

ステムで行います。 

 

(1) 「処理状況表示」画面を表示し

ます。 

 

「ヘルプ」メニューの「申請者

ID のパスワードをお忘れの場合」

をクリックします。 

 

 

(2) 「申請者 ID のパスワードをお忘

れの場合」画面が表示されますの

で，「「パスワード問い合わせ」画

面を表示する」をクリックします。 

 

 

(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムの「パスワード問い合わせ」

画面がブラウザで表示されますの

で，申請者 ID のパスワードの問い

合わせを行ってください。 

 

※ 申請者 ID のパスワードの問

い合わせの詳細は，「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」（４）～（７）

を参照してください。  
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３  Windows の標準ユーザーが申請用総合ソフトを利用する場合の留意事項 

 

Windows の標準ユーザーが申請用総合ソフトを利用する場合，Windows のセキュリティ機能

によりご利用の PC の環境設定によっては，Windows の管理者権限を有するユーザーのパスワー

ド入力や，ご利用の PC 管理者へのお問合せが必要となることがあります。 

なお，PC 管理者によって，標準ユーザーが申請用総合ソフトのダウンロード，インストール及

びログインができない設定がされている場合は，事前に PC 管理者にご相談の上，ご利用ください。 

 

３-１ 管理者権限を有するユーザーのパスワード入力が求められる場合 

 

・ 申請用総合ソフトの利用に必要となる.NET Framework のインストール 

・ PDF 署名プラグインのインストール 

・ 電子署名付与に使用する IC カードの切替機能の使用 

・ 以下の機能による，標準ユーザーではアクセスが行えないフォルダへのアクセス 

・ オンライン物件検索 

・ オンライン会社・法人検索 

・ ファイル添付 

・ 署名付与 

・ 電子公文書の検証 

・ データの取り込み 

・ データの書き出し 

・ バックアップ 

・ 復元 

・ ファイルパス設定 

 

この場合，以下のとおり，Windows からユーザーアカウント制御画面が表示されるので，

PC 管理者に確認を行い，管理者権限を有するユーザーのパスワードを入力する必要があります。 
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３-２ PC 管理者へのお問合せが必要な場合 

 

・ 信頼済みサイトの登録 

・ ポップアップブロックの設定 

・ ブラウザのセキュリティ設定 

・ セコムパスポート for Web SR3.0 の自己署名証明書のインストール 

・ 申請用総合ソフト等のアンインストール 

・ プロキシ設定 

・ 管理者権限を有するユーザーのみがアクセスできるフォルダに申請データ等が保存されて

いる場合に，同一 PC 上で標準ユーザーと共同利用を行う。 

 

ご利用の PC 環境によっては標準ユーザーでは設定等ができないため，PC 管理者に PC 設定

についてお問い合わせください。 

 

なお，管理者権限を有するユーザーでご利用いただく場合は，上記パスワード入力等は必要あり

ません。現在のログインユーザーが，管理者権限を有するユーザーであるかの確認方法は，「申請

者操作手引書（導入編）」を参照ください。 
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