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版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

1.0 2011.01.17 - 初版発行 

 

1.1 

2011.02.14 P6～P8，P14～P16， 

P25，P27，P40， 

P52～P54 

 

画面の差し替え 

1.2 

2011.04.01 P1，P2，P4～8P，P12， 

P14～P19，P26， 

P29～P33，P35～P41， 

P43，P48～P61 

登記事項証明書等の交付の請求に関

して，登記所の窓口で受け取ること

ができるようになったことから，関

連するページの画面の差し替え，説

明文の修正 

 

1.3 

2011.08.15 P6，P14～P17，P32， 

P33，P43，P55～P57， 

P61 

 

画面の差し替え, 説明文の修正 

1.4 

2011.10.17 P1，P8，P9，P12，P15， 

P16，P30，P59～P63 

 

画面の差し替え, 説明文の修正 

1.5 

2012.03.23 P8～P13，P18，P19， 

P21，P22，P25，P41， 

P45～P47，P49～P55， 

P58，P60 

 

会社法人等番号の画面入出力項目を

１２桁にする対応に伴う画面の差し

替え, 説明文の修正 

 

1.6 

2012.05.18 P7～P9，P20， 

P22，P23，P44， 

P46～P48 

 

画面の差し替え 

 

1.7 

2012.06.15 P7～P9，P20， 

P22，P23，P44， 

P46～P48 

 

画面の差し替え 

 

1.8 

2012.09.14 P8～P13，P25～P26， 

P49～P55 

 

画面の差し替え, 説明文の修正 

 

1.9 

2013.02.09 P8～P13，P15～19， 

P46 

画面の差し替え 

Ｐ1，P7～P9，Ｐ16，P20

～P３０， 

P49～69，Ｐ71 

オンライン登記情報検索サービスの

更新に伴い，画面の差し替え及び関

連する記述を変更 

2.0 
2013.12.20 P7～P9，P20，P29，

P49，P58，P６２，P63 

画面の差し替え 

  



 

 

 

版数 変更日 変更ページ 変更理由・内容 

2.1 

2014.05.30 P1，P2，P15～P19， 

P33，P34，P68～P72 

交付請求書（登記事項証明書）の変

更に伴い，画面の差し替え，関連す

る記述の変更及び操作手順の記述

の追加 

P37～P40，P43， 

P45～P48，P73～P75 

「送信完了」画面及び「処理状況照

会」画面の変更に伴い，画面の差し

替え 

2.2 

2015.10.02 P20～P28，P52～P58 オンライン登記情報検索サービス

の全国検索について，注意書きの追

加及び画面の差し替え 

2.3 
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。 

2.4 

2016.04.15 P20～P28 オンライン登記情報検索サービス

の変更に伴い，画面の差し替え及び

関連する記述を変更 

2.5 

2016.05.27 P4，P5，P44 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

る記載を追加 

2.6 

2016.12.17 

 

P7～P9，P20～31， 

P52～P78 

オンライン登記情報検索サービス

の変更に伴い，関連する画面の差し

替え及び記載の変更を行った。 

2.7 

2017.03.24 P3，P5，P6，P7，P45，

P46，P48，P52 

「証明書請求メニュー」について，

手続名称等の画面文言修正に伴い，

文言の修正及び画面の差し替えを

行った。 

2.8 

2017.07.28 P41～43，P78 「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。 

2.9 

2017.10.27 P4～13，P15～20，P30， 

P32～37，P39～43，

P45～50，P52，P53，

P62，P64～80 

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。 

P22，P23，P25，P26， 

P28，P30，P32，P55，

P56，P58～60，P62，

P64 

オンライン登記情報検索サービス

について，記載の変更を行った。 

3.0 
2019.09.30 P4，P15～P17，P52，

P72～P 75，P77～P78 

元号変更に伴い，関連する画像の差

し替えを行った。 

3.1 
2021.02.13 P44，P80 e-Gov更改に伴い，関連する画像

の差し替えを行った。 

3.2 2021.08.28 P4，P52 ホームページにおけるキーワード



 

 

 

検索を可能とする対応に伴い，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。 

3.3 

2022.03.05 P4，P46，P52 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

し替え及び記述の変更を行った。 

P20～P31，P54～P62 オンライン登記情報検索サービス

の変更に伴い，関連する画面の差し

替え及び記載の変更を行った。 

3.4 

2022.12.16 P4～P7，P40～P42，

P45～P50，P52，P53，

P77～P79 

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。 

3.5 

2023.01.06 P7～P9，P11～P13，

P17，P20，P30～P32，

P50，P53，P62～P64，

P70～P71，P75 

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。 

3.6 

2023.03.31 P4，P5，P46 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。 

P8，P9，P11～P13， 

P30，P62，P70，P71 

Windows11非互換対応に伴い，

請求情報の入力画面の証明書種類

の文言で改行位置を修正したため，

画像の差し替えを行った。 

P4～P7，P40～P42， 

P45～P50，P52，P53， 

P77～P79 

「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（商業・法人登記・かんたん証明書請求編） 
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第１ かんたん証明書請求について 

 

かんたん証明書請求では，オンラインによる登記事項証明書等の交付請求を，Ｗｅｂブラウザ上で

行うことができます。商業・法人登記の登記事項証明書等をオンラインで請求し，請求した証明書を

請求人が指定する交付方法（請求書の送付先欄に記載された宛先に送付する方法，登記所又は法務局

証明サービスセンターの窓口で受け取る方法）により交付します。 

請求先登記所がどの登記所であっても，全国の会社・法人の登記事項証明書の請求を行うことがで

きます（システム上の制限がある場合を除きます。）。 

（注） 確認会社等で解散の事由が発生しているため印鑑証明書等の一部の証明書を取得することが

できない会社・法人等に関しては，オンラインにより証明書を請求することができませんので，

御注意ください。 

なお，かんたん証明書請求は，電子署名及び添付ファイルの不要な手続のみを対象としています（し

たがって，印鑑証明書を請求することはできません。）。電子署名又は添付ファイルが必要な手続につ

いては，申請用総合ソフトを御利用ください。申請用総合ソフトの利用方法については，「申請者操作

マニュアル（商業・法人登記申請・申請用総合ソフト編）」を参照してください。 

〔かんたん証明書請求は，１回の請求につき１０件までの証明書をまとめて請求できます。〕 

 

※１ 証明書の請求先が請求対象とされた会社・法人等の管轄登記所以外の登記所である場合の注意

事項 

以下の場合には，請求する証明書の種類及び請求事項（全部事項，一部事項又は代表者事項の

いずれか）にかかわらず，請求対象となる会社・法人等をシステムで自動的に特定することがで

きないため，「オンライン会社・法人検索」を利用するなどして，会社法人等番号や登記された情

報を請求書に入力した上で，請求する必要があります。 

(1) 交付請求書に会社法人等番号が入力されておらず，かつ，同一の商号・名称の会社・法人等

の登記（閉鎖されたものを含む。）が同一管轄登記所に複数存在する場合 

(2) 交付請求書に会社法人等番号が入力されておらず，かつ，証明書を請求する会社・法人等の

商号・名称が４０文字以上である場合 

(3) 交付請求書に入力された会社・法人等の商号・名称に外字としてイメージデータが添付され

ている場合 

 また，管轄の登記所に管轄区域内に，同一の商号・名称かつ同一の会社法人等番号の登記記録

が複数存在する場合において，最新でない登記記録の登記事項に係る閉鎖事項証明書を取得しよ

うとするときは，証明書交付請求書の特定情報欄に請求対象の登記記録の閉鎖年月日を入力した

上で管轄登記所宛てに請求してください。 

 詳細は，法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html）を御参照くださ

い。 

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html
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  ※２ 証明書を登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合の注意事項 

    (1) 「受取場所」として選択した登記所又は法務局証明サービスセンター以外の窓口では，証明

書を受け取ることができません。 

    (2) 手数料は，登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で証明書を受け取る前に，あらか

じめインターネットバンキング又はペイジー対応のＡＴＭ等を利用して，電子納付をしてくだ

さい。登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で印紙等により，納付することはできま

せん。 

    (3) 証明書を受け取る際には，処理状況照会画面から「納付」ボタンを押すと表示される「Step

２ 照会内容（電子納付情報表示）」画面（４２ページ参照）を印刷して（注），当該印刷され

たものに「請求に係る通数」を記入の上，登記所に持参してください。これを持参していただ

けない場合は，証明書をお渡しすることができません。 

     （注） この画面を印刷したものに代えて，次の情報を記載した書面を提出しても差し支えあ

りません。 

        ① 証明書の受取人の氏名・住所 

② 請求に係る通数 

③ 申請番号 

    (4) 請求された証明書は，請求から１か月以内に受け取ってください。受け取らないまま１か月

を経過しますと，作成した証明書は廃棄されます。 

※３ １件当たりの証明書の請求可能通数は，かんたん証明書請求，申請用総合ソフトともに，商業・ 

 法人については９９９通までです。 

※４ 「申請用総合ソフト」を御利用の場合には，１請求当たり９９件までの証明書が請求できます。 
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第２ かんたん証明書請求で請求できる証明書 

 

かんたん証明書請求で請求できる商業・法人登記の登記事項証明書は，次表のとおりです。 

 

１ 全部事項証明書 

２ 一部事項証明書 

３ 代表者事項証明書 

 

 

かんたん証明書請求で請求できる商業・法人登記の交付請求書は，次表のとおりです。 

 

＜交付請求書＞ 

１ 登記事項証明書（商業・法人） 
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第３ 請求書の作成・送信 

 

１ かんたん証明書請求へのログイン 

 

(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「かんたん証明

書請求」ボタンをクリックします。 

 

 

(2) かんたん証明書請求の「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」ボタンをクリック

します。 

 

※ パスワードは，大文字，小文

字が区別されていますので，入

力の際は御注意ください。 

 

※ パスワードを忘れた場合は，

「パスワードをお忘れの場合」

をクリックしてください。 

 

※ 申請者ＩＤを持っていない場

合は，「申請者ＩＤをお持ちでな

い場合」をクリックしてくださ

い。 
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(3) 登記・供託オンライン申請シス

テムにログインし，「証明書請求メ

ニュー」画面が表示されます。 
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２ 請求情報の入力 

 

２－１  請求書の作成 

 

「証明書請求メニュー」画面レイアウト 

 

 

※ 画面レイアウトの説明は，ヘルプの「証明書請求メニュー」画面ヘルプを参照してください。 
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(1) 「証明書請求メニュー」画面か

ら，請求する証明書を選択します。 

 

 

(2) 「会社・法人指定方法の選択」

画面が表示されます。 

会社・法人指定方法を選択しま

す。 

 

※ 会社・法人情報の特定方法は，

①「オンライン会社・法人検索

を使う」及び②「会社・法人情

報を直接入力する」の２種類が

あります。会社・法人情報に入

力誤りがある場合は請求エラー

となりますので，オンライン会

社・法人検索の使用を推奨しま

す。 

 

・オンライン会社・法人検索を

使う場合 

→ (3) ～ (4)を参照 

・会社・法人情報を直接入力す

る場合 

→ (5) ～ (6)を参照 

 

 

画面レイアウトの説明は，ヘルプの「請求書作成－［商業・法人］交付請求書（登記事項証明書）」画面

ヘルプを参照してください。 
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【オンライン会社・法人検索を使う場合】 ※推奨 

(3) オンライン会社・法人検索を使

用し，会社・法人情報取得後，取

得した会社・法人情報を請求書に

取り込みます。 

 

※ オンライン会社・法人検索の

使用方法については，「２－２ 

オンライン会社・法人検索機能

の使用」（２０ページ）を参照し

てください。 

 

 

 

(4) 「請求情報の入力」画面が表示

されます。対象の会社・法人情報

が取り込まれていることを確認し

ます。 

 

※ 会社・法人情報を取り込んだ

場合には，「会社・法人情報」は

修正できません。 
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【会社・法人情報を直接入力する場合】 

(5) 「会社・法人情報を直接入力す

る」ボタンをクリックします。 

 

 

(6) 「請求情報の入力」画面が表示

されますので，請求情報を入力し

ます。 

 

※ 管轄登記所の入力方法につい

ては，「２－３ 登記所選択機

能の利用」（３３ページ）を参

照してください。 
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(7) 同一の会社・法人について異な

る種類の証明書を併せて請求する

場合には，「同一会社・法人請求追

加」ボタンをクリックし，必要項

目を入力します。 

 

 

※ 直前の請求会社・法人がコピ

ーされて表示されますので，必

要に応じて，入力内容を修正し

てください。 

 

※ 入力項目は，「請求削除」ボタ

ンをクリックすると削除できま

す。 
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(8) 異なる会社・法人の証明書を併

せて請求する場合には，「直接入力

用請求欄を追加」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

※ 新しい請求の入力項目が表示

されますので，必要項目を入力

してください。 
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(9) オンライン会社・法人検索で取

得した会社・法人情報に係る証明

書を併せて請求する場合には，「オ

ンライン会社・法人検索」ボタン

をクリックし，会社・法人情報を

取得後，取得した会社・法人情報

を請求書に取り込みます。 

 

※ オンライン会社・法人検索の

利用方法については，「２－２ 

オンライン会社・法人検索機能

の使用」（２０ページ）を参照し

てください。 

 

 

※ 対象の会社・法人情報が取り

込まれた「請求」欄が表示され

ますので，必要項目を修正及び

入力してください。 

 

※ 会社・法人情報を取り込んだ

場合には，「会社・法人情報」を

修正できません。 

 

※ 「請求」欄は，１０件まで追

加することができます。 

 

 

※ １件当たり９９９通まで証明

書を請求することができます。 
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(10) 請求情報の入力完了後，「次

へ」ボタンをクリックします。 

 

 

※ 請求情報の入力形式にエラー

がある場合には，エラーのある

項目名とエラーの内容が，エラ

ーのある項目の下部及び上部に

表示され，エラーのある項目の

入力欄が黄色で表示されます。 

エラーの内容を確認し，該当

する項目を修正します。 

 

※ エラーのチェックが行われる

のは，必須入力や入力文字数な

どの形式的なチェックであり，

申請内容の論理的な誤りはチェ

ックされませんので，御注意く

ださい。 
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形式チェックが行われるエラー種別及び概要は，次のとおりです。 

＜形式チェックエラー一覧＞ 

① （項目名）は入力必須項目です。 入力必須の項目に入力されていません。項目に入

力をしてください。 

② （項目名）は（数値）文字以下で入力してくだ

さい。 

入力可能な文字数以上の文字／数字が入力されて

います。入力可能な文字数以内で入力してください。 

③ （項目名）は（数値）文字で入力してください。 入力された情報が，必要文字数ではありません。

必要文字数を入力してください。 

④ （項目名）には（文字種）を入力してください。 特定の文字種のみ入力可能な項目に，異なる種類

の文字が入力されています。該当する文字種を入力

してください。 

⑤ （項目名）に申請書では使用できない文字が含

まれています。 

申請書では使用できない文字が入力されていま

す。使用可能な文字を入力してください。 

⑥ （項目名）には（数値）から（数値）までの範

囲で入力してください。 

入力された数値が，入力可能な範囲の数値ではあ

りません。入力可能な範囲の数字を入力してくださ

い。 
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(11) 請求情報の入力形式に問題が

ない場合には，「交付情報の入

力」画面が表示されますので，

交付情報を入力します。 

なお，請求情報の証明書の交

付方法として「郵送」を選択し

た場合の画面が表示されます。 

 

  ① 交付方法を郵送とする場合 

    「交付方法」は，「郵送」を

選択します（初期表示されま

す。）。 

※ 「請求者（氏名）」，証明

書の送付先の「郵便番号」，

「住所」，「氏名」には，申

請者情報の登録の際に入力

した情報が初期表示されま

すので，必要に応じて修正

してください。 

 

※ また，請求先登記所とし

て，「請求情報の入力」画面

で入力した請求（１件目）

の管轄登記所が表示されま

すので，必要に応じて，最

寄りの登記所などに変更す

ることができます。 

登記所の入力方法につい

ては，「２－３ 登記所選択

機能の利用」（３３ページ）

を参照してください。 
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  ② 交付方法を登記所の窓口で

の受け取りとする場合 

    「交付方法」は，「窓口受

取」を選択します。 

    「Step1-3 交付情報の入

力」画面の交付方法の項目か

ら下の画面が右図のとおり切

り替わります。 

 

※  「請求者（氏名）」，証明

書の受取人の「郵便番号」，

「住所」，「氏名」には，申

請者情報の登録の際に入力

した情報が初期表示されま

すので，必要に応じて修正

してください。 

 

※ 受取場所欄が表示されま

すので，証明書を受け取る

登記所又は法務局証明サー

ビスセンターを受取場所と

して選択してください。 

    受取場所の入力方法につ

いては，「２－４ 受取場所

選択機能の利用」（３５ペー

ジ）を参照してください。 

 

  ③ 特定情報欄には，請求する

登記記録を特定することがで

きない場合に登記記録を特定

するための情報を入力してく

ださい。 

なお，商号／名称，本店／

主たる事務所及び会社法人等

番号によって登記記録を特定

することができる場合には，

何も入力しないでください。 
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(12) 交付情報の入力完了後，「次

へ」ボタンをクリックします。 

    

 

   なお，交付方法として「窓口

受取」を選択した場合は，「次へ」

ボタンをクリックした後に，右

図の画面が表示されますので，

証明書の受取場所を確認の上，

「ＯＫ」ボタンをクリックしま

す。 
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(13) 「入力内容の確認」画面が表

示されます。 

  ① 交付方法として「郵送」を

選択した場合 

 

 

② 交付方法として「窓口受取」

を選択した場合 
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(14) 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」ボタンをクリックします。 

 

 

(15) 「納付情報入力」画面が表示

されます。 
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２－２  オンライン会社・法人検索機能の使用 

 

登記事項証明書の交付請求等を行う場合には，対象となる会社・法人を特定する情報

が，正確に入力されていることが必要です。対象の会社・法人を特定する会社・法人情

報に，入力誤りや所在の表示に外字（ＪＩＳ第１，２水準以外の文字）が含まれている

場合には，請求がエラーとなる可能性があります。 

このため，かんたん証明書請求では，「オンライン会社・法人検索機能」により，請

求する会社・法人の情報を検索し，登記事項証明書交付請求書に取込む機能を提供して

います。 

 

(1) 「会社・法人指定方法の選択」

画面の場合には，「オンライン会

社・法人検索を使う」ボタンを，「請

求情報の入力」画面の場合には，

「オンライン会社・法人検索」ボ

タンをクリックします。 

 

＜「会社・法人指定方法の選択」画面の場合＞ 

 

＜「請求情報の入力」画面の場合＞ 

 

(2) オンライン登記情報検索サービ

スの「商業・法人登記情報の検索」

画面が表示されます。 

 

※ 商業・法人の検索は， 

(2)-1. 漢字名で登録されてい

る会社名で検索する「商

号・名称」， 

(2)-2. 会社名のよみで検索す

る「フリガナ」， 
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(2)-3. 会社法人等番号で検索

する「会社法人等番号」 

の 3 種類があります。 

 

【(2)-1.「商号・名称」で検索をす

る場合】 

① 検索方法の「商号・名称」を

選択します。 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

※ 商号・名称がはっきり分か

らない場合には，分かってい

る部分に合わせて，次の検索

方法を選択してください。 

・  商号・名称の先頭から一

部のみ分かっている場

合：前方一致 

・  商号・名称の任意の一部

のみ分かっている場合：部

分一致 

 

 

③ 「区分」の選択で「商業及び

法人」は全ての種別の中から，

「商業」，「法人」は各々の種

別からのみ検索を行います。 

 

 

 

 



 

22 

 

 

④ 「本支店・事務所」欄について， 

④-1.「市区町村」， 

④-2.「都道府県」， 

④-3.「全国」 

のいずれかを選択します。 

 

※ 検索条件で「前方一致」及

び「完全一致」を選択した場

合に，「全国」を選択するこ

とができます。 

※ 検索結果は以下の件数まで

表示できます。 

・ 「市区町村」及び「都道

府県」の場合 

最大99件 

・ 「全国」の場合 最大300

件 

 

 

【④-1.「市区町村」の場合】 

都道府県を選択後，市区町村

を入力します。市区町村の入力

方法は以下のとおり「所在選択」

と「直接入力」の2通りの方法が

ありますので，いずれかの方法

により指定してください。 

 

※「管轄登記所による検索」

にチェックを付けることによ

り，検索対象の会社・法人の本

支店・事務所の範囲を入力した

市区町村から入力した市区町村

を管轄する登記所が管轄する全

市区町村に拡大することができ

ます。 
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「所在選択」  

市区町村をクリックすること

により，「商業・法人登記情報の

検索」画面に戻り，選択した所在

が表示されます。 

なお，所在の確定をする前に

「キャンセル」ボタンをクリック

すると，所在を確定しないまま

「商業・法人登記情報の検索」画

面に戻ります。 

 

 

「直接入力」 

「直接入力」にチェックを入

れ，所在を全角で入力します。 

 

※ 外字は入力できません。 

 

 

【④-2.「都道府県」の場合】 

都道府県を選択します。 

「都道府県」を選択の場合，

市区町村の入力をする必要はあ

りません。 
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【④-3.「全国」の場合】 

「全国」を選択の場合，都道

府県の選択，市区町村の入力を

する必要はありません。 

 

※ 検索条件で「前方一致」及

び「完全一致」を選択した場

合に，「全国」を選択するこ

とができます。 

※ 「全国」を選択し，かつ，

前方一致検索をする場合に

は，先頭から２文字以上を入

力する必要があります。 

※ 支店登記簿については，全

国検索の対象外ですので，「市

区町村」又は「都道府県」に

より検索してください。 

また，外国会社について

は，同じ会社法人等が複数表

示される場合がありますの

で，検索対象を絞るため，「市

区町村」を選択し，日本にお

ける営業所のある市区町村

を指定して検索してくださ

い。 

 

 

⑤ 選択した検索方法に合わせ

て，商号・名称の情報を入力し

ます（「株式会社」，「有限会

社」，「社団法人」，「財団法

人」などの会社・法人種別を表

す文字は入力しないでくださ

い。）。 

なお，「＆」，「'」，「，」，「‐」，

「．」，「・」及び空白については，

そのまま商号・名称どおり入力
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しないとエラーになります。 

 

 

（「前方一致」又は「完全一致」

で検索する場合） 

商号・名称を全角で入力し

ます。 

 

（「部分一致」で検索する場合） 

文字列１から３までに商号・

名称に含まれる文字列を全角で

入力してください。 

 

※「市区町村」を選択して外

国会社・支店登記簿を検索対象

としたい場合は，「管轄登記所

による検索」にチェックを付け

てください。 

 

本支店選択欄の「本店・支店」，

「本店」又は「支店」を選択し

ます。 

 

内外国選択欄の「内国・外国」，

「内国」又は「外国」を選択し

ます。 

 

文字列1～3を全角で入力

します。 

 

※ 商号又は名称中に外字を含んで

いる会社・法人などについては，

「商号・名称」中に外字を含んで

入力して会社・法人などを検索す

ると，会社・法人などの記録がな

い旨のメッセージが表示される場
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合があります。この場合は，「フ

リガナ」による検索を行ってくだ

さい。 

【(2)-2.「フリガナ」で検索をする

場合】 

① 検索方法の「フリガナ」を選

択します。 

 

 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選

択します。 

 

 

③ 「区分」を選択します。 

 

④ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

※ 選択の方法は【(2)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の④と同様です。 
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⑤ 選択した検索方法に合わせ

て，フリガナの情報を全角で入

力します（「カブシキカイシャ」，

「ユウゲンカイシャ」，「シャ

ダンホウジン」，「ザイダンホ

ウジン」などの会社・法人種別

を表す文字は，入力しないでく

ださい。）。 

なお，フリガナ中に「＆」，

「'」，「，」，「‐」，「．」，

「・」及び空白などの符号が登

録されていることはありません

が，例えば「＆」を「アンド」，

「．」を「ドット」のように片

仮名で登録されている場合があ

ります。 

 

※ 実際の商号又は名称の読み

方とは異なる読み方をしてい

る場合がありますので，「フ

リガナ」で検索する場合にお

いて，会社・法人などの記録

がない旨のメッセージが表示

された場合は，異なるフリガ

ナを入力するか，「商号・名

称」による検索を行ってくだ

さい。  

 

 

【(2)-3.「会社法人等番号」で検索

をする場合】 

① 検索方法の「会社法人等番号」

を選択します。 
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※ 支店登記簿を検索する場合

は，登記事項証明書に記載さ

れている管理番号を入力して

ください。 

 

② 「会社法人等番号（4桁‐2桁

‐6桁（12桁））」（全角又は

半角）を入力します。 

 

※ 会社法人等番号は，12桁の

数字です。また，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）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。 

 

 

③ 「本支店・事務所」を選択し

ます。 

 

 ※ 選択の方法は【(2)-1.「商

号・名称」で検索をする場合】

の④と同様です。 
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(3) 「検索」ボタンをクリックする

と，入力した検索条件で登記情報

が検索され，「会社・法人検索結

果」画面が表示されますので，該

当の会社・法人等の「選択」をチ

ェックし，「追加」をクリックし

ます。 

 

※ 最大１０件まで選択すること

ができます。 

 

 

 

(4) 選択した会社・法人が「商業・

法人登記情報の検索」画面の「選

択された会社・法人」欄に表示さ

れます。 

 

 

(5) 選択した会社・法人情報を証明

書交付請求画面に反映します。 

 

 ※ 反映する方法は， 

(5)-1. 証明書交付請求画面に

直接反映する， 

(5)-2. ファイルをダウンロー

ドして取り込む 

の２種類があります。 
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【(5)-1.証明書交付請求画面に直接

反映する場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「確定」ボタンをクリ

ックします。 

  

 

  

 

② 「商業・法人登記情報の検索」

画面で選択した会社・法人情報

及び管轄登記所情報が「請求情

報の入力」画面に反映された状

態で表示されます。 

 

※ 「商業・法人登記情報の検

索」画面から会社・法人情報

を反映した場合は，「商号・

名称」及び「本店・主たる事

務所」は修正することはでき

ません。 
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【(5)-2.ファイルをダウンロードし

て取り込む場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」

画面で，「会社・法人情報ファ

イルをダウンロードする場合

は，こちらをクリックしてくだ

さい。」リンクをクリックしま

す。 

ファイルがダウンロードフォルダに

保存されます。 

 

② 「会社・法人指定方法の選択」

画面又は「請求情報の入力」画

面に戻り，ダウンロードした会

社・法人情報を選択します。 

「ファイルを選択」ボタンを

クリックします。  

③ 「開く」画面が表示されます

ので，先ほどダウンロードした

会社・法人情報ファイルを選択

し，「開く」ボタンをクリックし

ます。 

※ 画面は「Google 

Chrome」の例。 

 

④ 「会社・法人指定方法の選択」

画面に戻り，ダウンロードした

会社・法人情報を取り込みます。 

「請求書に取り込む」ボタン

をクリックします。 
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※ 最新ではない会社・法人情

報ファイルを取り込む場合に

は，右図の画面が表示されま

す。 

「OK」ボタンをクリック

することで取り込むことは

可能ですが，最新の会社・法

人情報を取得し，使用するこ

とをお勧めします。 

 

⑤ 「請求情報の入力」画面が表

示されますので，対象の会社・

法人情報及び管轄登記所情報が

取り込まれていることを確認し

ます。 

 

※ 会社・法人情報ファイルを

取り込んだ場合には，「会社・

法人情報」は修正できません。 
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２－３  登記所選択機能の利用 

 

管轄登記所や請求先登記所を設定する場合に利用します。 

 

(1) 「登記所読込」又は「登記所選

択」ボタンをクリックします。 

 

＜「請求情報の入力」画面の場合＞ 

 

＜「交付情報の入力」画面の場合＞ 

 

(2) 「登記所選択」画面が表示され

ますので，「都道府県選択」欄から，

請求する会社・法人を管轄する登

記所の都道府県をクリックしま

す。 

 

※ 「登記所選択」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。登

記所が正しく入力されない場合

があります。 

 
 

(3) 選択した都道府県にある登記所

の情報一覧が「登記所選択」欄に

表示されますので，該当する登記

所をクリックします。 
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(4) 「請求情報の入力」又は「交付

情報の入力」画面に戻り，登記所

コード及び登記所名に選択した登

記所の情報が入力されます。 

 

 

(5) 登記所管轄一覧のページを参照

することができます。 

 

「登記所の所在地は，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。 

 

登記所管轄一覧のページが別ブ

ラウザで表示されます。 

 

＜「登記所選択」画面の場合＞ 

 

 

＜「交付情報の入力」画面の場合＞ 
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２－４  受取場所選択機能の利用 

 

証明書の受取場所を設定する場合に利用します。 

 

(1) 「交付情報の入力」画面にて，

交付方法に「窓口受取」を選択し，

「受取場所選択」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

(2) 「受取場所選択」画面が表示さ

れますので，「都道府県選択」欄か

ら，設定する受取場所の都道府県

をクリックします。 

 

※ 「受取場所選択」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。

受取場所が正しく入力されない

場合があります。 
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(3) 選択した都道府県にある登記所

の情報一覧が「登記所選択」欄に，

法務局証明サービスセンターの情

報一覧が「法務局証明サービスセ

ンター選択」欄に表示されますの

で，該当する登記所又は法務局証

明サービスセンターをクリックし

ます。 

 

 

(4) 「交付情報の入力」画面に戻る

と，「受取場所名」欄及び「受取場

所コード」欄に選択した登記所又

は法務局証明サービスセンターの

情報が入力されます。 
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３ 納付情報の登録 

 

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) 請求書の入力内容を確定後，「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，

氏名又は法人団体名を全角カナ文

字２４文字以内で入力します。 

 

※ 「氏名又は法人団体名」欄には，

申請者情報の登録の際に入力さ

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。 

 

「確定」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

(2) 「送信確認」画面が表示されます。 

請求データを修正する場合には，

「戻る（納付情報入力）」ボタンを

クリックし，「納付情報入力」画面

に戻ります。 
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≪「納付情報」の「氏名又は法人団体名」欄に入力できる文字一覧≫ 

 

数字（全角） ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

英字（全角） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ 

カナ（全角） ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ  

ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン 

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ ヴ 

パ ピ プ ペ ポ 

記号（全角）

※ 
「 」 ￥ ， ． （ ） － ー ／ 

全角スペー

ス 
  

※ 「－」：全角マイナス，「ー」：全角長音 

  ※ 拗音・促音などの小さい文字（いわゆる捨て仮名）は，使用できません。 
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４ 請求書の送信 

 

作成した請求書を送信します。 

 

(1) 納付情報の入力内容を確定後，

「送信確認」画面を表示します。 

請求データの「手続分類」，「手

続名」及び「請求書様式」が正し

いことを確認し，「送信実行」ボ

タンをクリックします。 

 

 

(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 

 

かんたん証明書請求で送信した請求書の処理状況の確認や処理状況に応じた処理（到達通知の表

示，納付情報の表示及び登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示）を行います。 

なお，申請用総合ソフトで申請した手続について，この画面で処理状況の確認のみ行うことがで

きます。処理状況に応じた処理（到達通知の表示，納付情報の表示，電子納付，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）を行うことはできませんので御注意ください。 

 

「処理状況照会」画面レイアウト 

 

 

※ 画面レイアウトの説明は，ヘルプの「処理状況照会」画面ヘルプを参照してください。 
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１ 到達通知の表示 

 

請求書の送信後，請求データが登記・供託オンライン申請システムに到達した時点で，到達通

知を取得し，申請番号，到達日時，処理状況確認番号などを確認することができます。 

 

(1) 「処理状況照会」画面から，到

達通知を表示する対象の請求書の

「到達通知」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(2) 「照会内容確認（到達通知）」画

面が表示されますので，申請番号，

到達日時，処理状況確認番号など

を確認します。 

到達通知の内容を確認後，「戻る

（処理状況照会）」ボタンをクリッ

クすると，「処理状況照会」画面に

戻ります。 

 

※ 処理状況確認番号は，請求書

の送信者以外の者が手続の処理

状況を確認する際に，申請番号

と併せて必要となるものです。 
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２ 納付情報の表示 

 

請求書の送信後，手数料等の納付情報が歳入金電子納付システムに登録された時点で，納付情

報を取得し，電子納付を行うことができます。 

なお，請求した証明書を登記所の窓口で受け取る場合には，「処理内容照会（電子納付情報表

示）」画面を印刷し，あらかじめ設けてある記載欄に請求に係る通数を記載したものを登記所の

窓口に提出していただく必要があります。 

 

(1) 「処理状況照会」画面から，納

付情報を表示する対象の請求書の   

「納付」ボタンをクリックします。 

 

 

(2) 「処理内容照会（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」ボタンをクリックし

ます。 
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※ 請求した証明書を登記所の窓

口で受け取る場合でも，手数料

は，登記所の窓口で受け取る前

に，あらかじめ電子納付をして

ください。 

   また，請求した証明書を登記

所の窓口で受け取る場合には，

「処理内容照会（電子納付情報

表示）」画面を印刷し，あらかじ

め設けてある記載欄に，請求に

係る通数（注１）を記載したも

のを登記所の窓口に提出してい

ただく必要があります（注２）。 

 

  （注１） 請求により交付を受

ける証明書の合計通数

です（窓口で受け取る

証明書の合計通数で

す。請求がエラーとな

ったものがある場合

は，これを除いた通数

です。）。 

  （注２） この画面を印刷した

ものに代えて，次の情

報を記載した書面を提

出しても差し支えあり

ません。 

     ① 証明書の受取人の氏

名・住所 

     ② 請求に係る通数 

     ③ 申請番号 
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(3) 電子納付を行う 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。 

 

※ 電子納付を行う場合には，「電

子納付」ボタンをクリック後，

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。 

３０分を経過した場合は，再

度，「電子納付」ボタンをクリッ

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) 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。 

納付情報を確認後，「戻る（処理

状況照会）」ボタンをクリックする

と，「処理状況照会」画面に戻りま

す。 
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３ 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 

 

請求書の送信後，登記・供託オンライン申請システムからのお知らせが通知されると，そのお

知らせの内容を確認することができます。 

 

(1) 「処理状況照会」画面から，お

知らせを表示する対象の請求書の

「お知らせ」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

(2) 「処理内容確認（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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４ ヘルプ／ガイド機能 

 

かんたん証明書請求のヘルプのページを表示します。 

 

(1) かんたん証明書請求のメニュー

から，「ヘルプ」ボタンをクリック

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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５ 請求書を検索・表示・印刷する 

 

送信した請求書が多数となる場合などには，申請番号により検索することができます。 

なお，請求書の送信者本人でなくてとも，請求書の送信者から申請番号及び処理状況確認番号

の提供を受ければ，当該番号を入力することで，請求書の送信者以外の者が，該当する請求書の

処理状況を確認することができます（「５－２ 請求書の送信者以外の者の請求書の検索」（４９

ページ）を参照）。 

送信した請求書を表示及び印刷することができます。 

 

５－１  作成した請求書の検索 

 

(1) 「証明書請求メニュー」画面か

ら，「処理状況を確認する」ボタン

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」ボタン

をクリックします。 
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(3) 該当する請求書が表示されます

ので，処理状況などを確認します。 
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５－２  請求書の送信者以外の者の請求書の検索 

 

(1) 「証明書請求メニュー」画面か

ら，「処理状況を確認する」ボタン

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，請求書の送信者から

知らされた 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」ボタンをク

リックします。 

 

(3) 該当する請求書が表示されます

ので，処理状況などを確認します。 

 

※ 処理状況確認番号による検索

の場合には，「到達通知」，「お知

らせ」及び「納付情報」を確認

することはできません。 

 

※ 申請用総合ソフトから申請し

た手続の処理状況についても確

認することができます。 
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５－３  請求書の内容の表示・印刷 

 

(1) 「処理状況照会」画面から，内

容を表示する対象の請求書の手続

名をクリックします。 

 

 

(2) 請求書の内容が別ブラウザで表

示されますので，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。 

 

  ※ 画面は「Google Chrome」

の例。 
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第５ 登記事項証明書（商業・法人）の「かんたん証明書請求」 

 

会社・法人などの登記事項証明書を交付請求する場合の流れは，下図のとおりです。 

 

 

 

「かんたん証明書請求」では，印鑑証明書を交付請求することはできません。 

請求した登記事項証明書は，指定した交付方法（請求書の送付先欄に記載された宛先に送付する方  

法又は登記所窓口で受け取る方法）により交付されます。 

請求先登記所の管轄にかかわらず，全国の会社・法人の登記事項証明書の請求を行うことができま

す。 

１件の交付請求書で，最大１０件（1 件当たり最大 999 通）の証明書の交付請求を行うことができ

ます。 

（初めての方のみ） 

自己署名証明書の確認：申請者情報登録 

交付請求書の作成・送信 
請求する会社・法人をオンライン検索して，取

り込めます。 

必要な証明書の種類も指定します。 

手数料の電子納付 

（インターネットバンキング等） 

「処理状況を確認する」から「納付」情報が表

示されますので，インターネットバンキング等

で納付します。 

    証明書の受領 
交付請求書で指定した交付方法により交付され

ます。 
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(1) 「登記・供託オンライン申請システ

ム 登記ねっと 供託ねっと」のホー

ムページから，「かんたん証明書請求」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

※ 初めて御利用の方は，あらかじめ

「申請者情報登録」を行って，情報

者 ID を取得してください。 

 

 

(2) 「ログイン」画面から，申請者ID

及びパスワードを入力し，「ログイン」

ボタンをクリックします。 
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(3) 「証明書請求メニュー」画面が表示

されます。 

請求する証明書「登記事項証明書 

（商業・法人）」を選択します。 

 

(4) 「会社・法人指定方法の選択」画面

が表示されますので，会社・法人指定

方法を選択します。 

    

※ 会社・法人情報の特定方法は，「オ

ンライン会社・法人検索を使う」と

「会社・法人情報を直接入力する」

の２種類ありますが，できる限り，

「オンライン会社・法人検索を使

う」を使用してください。 

「会社・法人情報を直接入力す

る」を使用した場合には，必要な

情報を正確に入力しないと，会

社・法人が正しく特定できません

（特に外字に注意。）。 

 

・「オンライン会社・法人検索」利

用の場合  

→ (5) ～ (8)を参照 

・直接入力する場合 

→ (9) ～ (13)を参照 
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【「オンライン会社・法人検索」利用の場合】 

(5) オンライン登記情報検索サービス

の「商業・法人登記情報の検索」画面

が表示されます。 

 

※ 商業・法人の検索は， 

(5)-1. 漢字名で登録されている

会社名で検索する「商号・名

称」， 

(5)-2. 会社名のよみで検索する

「フリガナ」， 

(5)-3. 会社法人等番号で検索す

る「会社法人等番号」 

の 3 種類があります。 

 

 

【(5)-1.「商号・名称」で検索をする場

合】 

① 検索方法の「商号・名称」を選択

します。 

 

 

② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選択

します。 

 

※ 商号・名称がはっきり分から

ない場合には，分かっている部

分に合わせて，次の検索方法を

選択してください。 

・  商号・名称の先頭から一部

のみ分かっている場合：前方

一致 

・  商号・名称の任意の一部の

み分かっている場合：部分一

致 
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③ 「区分」の選択で「商業及び法人」

は全ての種別の中から，「商業」，

「法人」は各々の種別からのみ検索

を行います。 

 

 

④ 選択した検索方法に合わせて，

商号・名称の情報を入力します

（「株式会社」，「有限会社」，

「社団法人」，「財団法人」など

の会社・法人種別を表す文字は入

力しないでください。）。 

なお，「＆」，「'」，「，」，

「‐」，「．」，「・」及び空白

については，そのまま商号どおり

入力しないとエラーになります。 

 

（「前方一致」又は「完全一致」

で検索する場合） 

商号・名称を全角で入力します。 

 

（「部分一致」で検索する場合） 

本支店選択欄の「本店・支店」，

「本店」又は「支店」を選択しま

す。 

 

内外国選択欄の「内国・外国」，

「内国」又は「外国」を選択しま

す。 

 

文字列1～3を全角で入力しま

す。 
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※ 商号又は名称中に外字を含ん

でいる会社・法人などについて

は，「商号・名称」中に外字を

含んで入力して会社・法人など

を検索すると，会社・法人など

の記録がない旨のメッセージが

表示される場合があります。こ

の場合は，「フリガナ」による

検索を行ってください。 

 

⑤ 「本支店・事務所」欄について， 

⑤-1.「市区町村」， 

⑤-2.「都道府県」， 

⑤-3.「全国」 

のいずれかを選択します。 

 

※ 検索条件で「前方一致」及び

「完全一致」を選択した場合に，

「全国」を選択することができ

ます。 

※ 検索結果は以下の件数まで表

示できます。 

・ 「市区町村」及び「都道府

県」の場合 

 最大99件 

・ 「全国」の場合 

 最大300件 

 

 

【⑤-1.「市区町村」の場合】 

都道府県を選択後，市区町村

を入力します。市区町村の入力

方法は以下のとおり「所在選択」

と「直接入力」の2通りの方法

がありますので，いずれかの方

法により指定してください。 
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「所在選択」  

市区町村をクリックするこ

とにより，「商業・法人登記

情報の検索」画面に戻り，選

択した所在が表示されます。 

なお，所在の確定をする前

に「キャンセル」ボタンをク

リックすると，所在を確定し

ないまま「商業・法人登記情

報の検索」画面に戻ります。 

 

 

 

「直接入力」 

「直接入力」にチェックを入

れ，所在を全角で入力します。 

 

※ 外字は入力できません。 

 

 

【⑤-2.「都道府県」の場合】 

都道府県を選択します。 

「都道府県」を選択の場合，

市区町村の入力をする必要は

ありません。 
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【⑤-3.「全国」の場合】 

「全国」を選択します。なお，

都道府県の選択，市区町村の入力

をする必要はありません。 

 

※ 検索条件で「前方一致」及び

「完全一致」を選択した場合

に，「全国」を選択することが

できます。 

※ 「全国」を選択し，かつ，前

方一致検索をする場合には，先

頭から２文字以上を入力する

必要があります。 

※ 支店登記簿については，全国

検索の対象外ですので，「市区

町村」又は「都道府県」により

検索してください。また，外国

会社については，同じ会社法人

等が複数表示される場合があ

りますので，検索対象を絞るた

め，日本における営業所のある

市区町村を指定して検索して

ください。 

 

 

【(5)-2.「フリガナ」で検索をする場合】 

① 検索方法の「フリガナ」を選択し

ます。 
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② 検索条件の「前方一致」，「部

分一致」又は「完全一致」を選択

します。 

 

 

③ 「区分」を選択します。 

 

④ 選択した検索方法に合わせて，フ

リガナの情報を全角で入力します

（「カブシキカイシャ」，「ユウゲ

ンカイシャ」，「シャダンホウジン」，

「ザイダンホウジン」などの会社・

法人種別を表す文字は，入力しない

でください。）。 

なお，フリガナ中に「＆」，「'」，

「，」，「‐」，「．」，「・」及

び空白などの符号が登録されてい

ることはありませんが，例えば「＆」

を「アンド」，「．」を「ドット」

のように片仮名で登録されている

場合があります。 

 

※ 実際の商号又は名称の読み方

とは異なる読み方をしている場

合がありますので，「フリガナ」

で検索する場合において，会社・

法人などの記録がない旨のメッ

セージが表示された場合は，異な
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るフリガナを入力するか，「商

号・名称」による検索を行ってく

ださい。  

 

 

⑤ 「本支店・事務所」を選択します。 

 

※ 選択の方法は【(5)-1.「商号・

名称」で検索をする場合】の⑤

と同様です。 

 

  

【(5)-3.「会社法人等番号」で検索をす

る場合】 

① 検索方法の「会社法人等番号」を

選択します。 

 

※ 支店登記簿を検索する場合

は，登記事項証明書に記載され

ている管理番号を入力してくだ

さい。 

 

 

② 「会社法人等番号（4桁‐2桁‐

6桁（12桁））」（全角又は半角）

を入力します。 

 

  ※ 会社法人等番号は，12桁の数

字です。また，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）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。 
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③ 「本支店・事務所」を選択します。 

 

  ※ 選択の方法は【(5)-1.「商号・

名称」で検索をする場合】の⑤と

同様です。 

 

(6) 「検索」ボタンをクリックすると，

入力した検索条件で登記情報が検索

され，「会社・法人検索結果」画面が

表示されますので，該当の会社・法人

等の「選択」をチェックし，「追加」

をクリックします。 

 

 ※ 最大１０件まで選択することが 

できます。 

 

 

 

(7)  選択した会社・法人が「商業・法

人登記情報の検索」画面の「選択さ

れた会社・法人」欄に表示されます。 

 

(8) 選択した会社・法人情報を証明書

交付請求画面に反映します。 

 

 ※ 反映する方法は， 

(8)-1.証明書交付請求画面に直接

反映する， 

(8)-2.ファイルをダウンロードし

て取り込む 

の２種類があります。 
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【(8)-1.証明書交付請求画面に直接反

映する場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」画

面で，「確定」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

② 「商業・法人登記情報の検索」画

面で選択した会社・法人情報及び管

轄登記所情報が「請求情報の入力」

画面に反映された状態で表示され

ます。 

 

(14)に進みます。 

 

※ (9)～(13)は，直接入力する場

合の説明です。 

 

※ 「商業・法人登記情報の検索」

画面から会社・法人情報を反映

した場合は，「商号・名称」及

び「本店・主たる事務所」は修

正することはできません。 
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【(8)-2.ファイルをダウンロードして

取り込む場合】 

① 「商業・法人登記情報の検索」画

面で，「会社・法人情報ファイルを

ダウンロードする場合は，こちらを

クリックしてください。」リンクを

クリックします。 

ファイルがダウンロードフォル

ダに保存されます。  

 ② 「会社・法人指定方法の選択」画

面に戻り，ダウンロードした会社・

法人情報を取り込みます。 

 「ファイルを選択」ボタンをクリ

ックします。 

  

③  「開く」画面が表示されますの

で，先ほどダウンロードした会

社・法人情報ファイルを選択し，

「開く」ボタンをクリックします。 

 

※ 画面は「Google Chrome」の

例。 

 

④ 「会社・法人指定方法の選択」

画面に戻り，ダウンロードした会

社・法人情報を取り込みます。 

「請求書に取り込む」ボタンを

クリックします。 
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※ 最新ではない会社・法人情報

ファイルを取り込む場合には，

右のメッセージが表示されま

す。 

 「OK」ボタンをクリックする

ことで取り込むことは可能です

が，最新の情報を取得し，使用

することをお勧めします。 

 

 

⑤ 「請求情報の入力」画面が表示

されますので，対象の会社・法人

情報及び管轄登記所情報が取り込

まれていることを確認します。 

 

※ 会社・法人情報ファイルを取

り込んだ場合には，「会社・法人

情報」は修正できません。 

 

(14)に進みます。 

 

※ (9)～(13)は，直接入力する場

合の説明です。 
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【直接入力する場合】  

(9) 「請求情報の入力」画面が表示され

ます。 

 

(10) 「会社・法人種別」を選択しま

す。 

「株式会社」，「有限会社」，「その

他の会社」，「個人商人」又は「法人

（会社を除く）」を選択することが

できます。 

 

 

(11) 「会社法人等番号」を半角数字

で入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」は，「-」を

除く数値１２桁を入力します。 

例：「0199-01-009999」の

場合には，「019901009999」

と入力します。 

 

※ 「会社法人等番号」が不明な場

合には，入力は不要です。 

 



 

66 

 

(12) 「商号・名称」及び「本店・主

たる事務所」を全角文字で入力しま

す。 

    

※ 「会社法人等番号」を入力し

た場合は，これを基に会社・法

人を特定するため，必ずしも入

力する必要はありません。 

 

 

(13) 請求する会社・法人等を管轄す

る登記所を選択します。 

 

① 「登記所読込」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

② 「登記所選択」画面が表示され

ますので，請求する会社・法人等

を管轄する登記所の都道府県を

選択し，右側に表示される登記所

の一覧から，該当する登記所を選

択してください。 
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③ 「登記所コード」及び「登記所

名」に選択した登記所の情報が設

定されます。 

 

 

(14) 請求する証明書の「請求事項」

を選択します。 

次の種類から選択することがで

きます。 

・「全部事項（謄本）」 

・「一部事項（抄本）」 

・「代表者事項（代表権のある者の

証明）」 

 

 

※ 「全部事項（謄本）」又は「一

部事項（抄本）」を選択した場合

には，更に証明書の種類を次の

中から選択します。 

・「履歴事項証明書（閉鎖されて

いない登記事項の証明）」 

・「現在事項証明書（現在効力が

ある登記事項の証明）」 

・「閉鎖事項証明書（閉鎖された

登記事項の証明）」 
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※ 「一部事項（抄本）」を選択し

た場合には，請求する登記事項

区をチェックします。 

  表示されている登記事項区以

外の登記事項区を請求する場合

には，「その他」をチェックし，

必要な登記事項区名を全角文字

で入力します。 

 なお，商号区及び会社状態区

は必ず含まれます。 

例：「会社履歴区」，「新株予  

約権区」など 

  

※ 登記されている支配人又は代

理人のうち，特定の支配人など

の「一部事項（抄本）」を請求す

る場合には，「支配人・代理人区」

をチェックした後，「一部の者を

証明する」をチェックし，その

支配人の氏名を全角文字で入力

します。 

 なお，登記されている支配人

全員について「一部事項（抄本）」

を請求する場合には，「一部の者

を証明する」のチェックをする

必要はありません。 
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※ 「代表者事項（代表権のある

者の証明）」を選択し，登記され

ている代表者のうち，特定の代

表者についてのみ証明書を請求

する場合には，当該代表者の氏

名を全角文字で入力します。 

 なお，登記されている代表者

全員について証明書を請求する

場合には，代表者の氏名は入力

する必要はありません。 

 

※ 「代表者事項」の証明書請求

の場合には，処理状況照会画面

の納付情報が表示されるまでに

時間を要する場合があります。 

 

 

(15) 請求する登記事項証明書の通数

を半角数字で入力します。 

 

※ 最大９９９通まで請求できま

す。 

 
 

(16) 同一の会社・法人等に係る異な

る種類の登記事項証明書を併せて

請求する場合には，「同一会社・法

人請求追加」ボタンをクリックし，

必要項目を入力します。 
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※ 直前の請求対象の会社・法人

等がコピーされて表示されます

ので，必要に応じて，請求事項，

通数などを修正してください。 

 

 

※ 入力項目は，「請求削除」ボタ

ンをクリックすることで，削除

されます。 

 

 

 

 

(17) 異なる会社・法人等に係る登記

事項証明書を複数請求する場合に

は，「直接入力用請求欄を追加」ボ

タンをクリックします。 
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※ 新しい請求対象の入力項目が

表示されますので，「会社・法人

種別」，「会社法人等番号」，「会

社・法人情報」，「管轄登記所」，

「請求事項」，「通数」などを入

力してください。 

 

 

 

(18) 「次へ」ボタンをクリックしま

す。 
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(19) 「交付情報の入力」画面が表示

されます。申請者情報の登録の際に

入力された情報が表示されますの

で，必要に応じて修正してくださ

い。 

   なお，請求情報の証明書の交付方

法として「郵送」を選択した場合の

画面が表示されます。 

 

※ 管轄の登記所に管轄区域内

に，同一の商号・名称かつ同一

の会社法人等番号の登記記録が

複数存在する場合において，最

新でない登記記録の登記事項に

係る閉鎖事項証明書を取得しよ

うとするときは，証明書交付請

求書の特定情報欄に請求対象の

登記記録の閉鎖年月日を入力し

た上で管轄登記所宛てに請求し

てください。 

  

① 交付方法を郵送とする場合 

    交付方法は，郵送を選択しま

す。 

「郵送種別」を選択します。 

「普通」，「書留」又は「簡易書

留」を選択することができます。 
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   「速達区分」を選択します。 

「（指定なし）」又は「速達」

を選択することができます。 

 

 

  ② 交付方法を登記所又は法務局

証明サービスセンターの窓口で

の受け取りとする場合 

    「交付方法」は，「窓口受取」

を選択します。 

    「Step1-3 交付情報の入力」

画面の交付方法の項目から下の

画面が右図のとおり切り替わり

ます。 
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    証明書の受取場所を設定しま

す。 

    「受取場所選択」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

 

    「受取場所選択」画面が表示さ

れますので，設定する受取場所

の都道府県を選択し，右側に表

示される登記所又は法務局証明

サービスセンターの一覧から，

受取場所を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

    「受取場所名」及び「受取場所

コード」に選択した登記所又は

法務局証明サービスセンターの

情報が入力されます。 
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(20) 「次へ」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

     なお，交付方法として「窓口受取」

を選択した場合は，「次へ」ボタン

をクリックした後に，右図の画面が

表示されますので，証明書の受取場

所を確認の上，「ＯＫ」ボタンをク

リックします。 

 

(21) 「入力内容の確認」画面が表示

されます。 

① 交付方法として「郵送」を選択

した場合 

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」

ボタンをクリックします。 

 

※ 特定情報欄に入力した場合

は，入力内容が赤字で表示され

ます。何も記入しなかった場合

は，「記載なし」と表示されま

す。 
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①  交付方法として「窓口受取」を

選択した場合 

 

 

 

 

 

 

※ 選択した受取場所が表示され

ます。受取場所に登記所を選択し

た場合，「同上」と表示されます。 

 

※ 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。 

 エラーが表示されたら，エラー

箇所を確認し，修正を行ってくだ

さい。 

 

 

(22) 「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」ボタンをクリック

します。 

 

(23) 「送信確認」画面が表示されま

すので，「送信実行」ボタンをクリ

ックします。 
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(24) 「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。 

 

 

(25) 「処理状況照会」画面に手続の

処理状況一覧が表示されます。 

 

※ 検索条件に「申請番号」を入

力し，「検索」ボタンをクリック

することで，表示する手続を絞

り込む事ができます。 

 

 

※ 送信直後は，処理状況は「到

達待ち」になります。 

 

 

送信した請求書の内容を確認し

たい場合には，「手続名」のリンク

をクリックします。 
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登記事項証明書交付請求書画

面が表示され，請求書の内容が

確認できます。 

 

 

(26) 指定した登記所側で処理が行わ

れると，「処理状況」欄には「処理

中」，「納付状況」欄には「未登録」

が表示され，「到達通知」ボタンが

表示されます。 

 

 

※ 「照会内容確認（到達通知）」

ボタンをクリックすると，到達

通知の内容が確認できます。 
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「お知らせ」ボタンが表示さ

れている場合には，「お知らせ」

ボタンをクリックし，内容を確

認してください。 

 

請求書の内容に問題がある場

合は，「処理状況」欄に「中止／

却下」が表示されますので，お

知らせの内容を確認し，再度請

求処理を行ってください。 

 

(27) 電子納付を行います。 

「納付」ボタンをクリックします。 
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(28) 歳入金電子納付システムに納付

情報が登録されている場合には，

電子納付を行うことができます。 

 「電子納付」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

(29) 電子納付を行う 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。 
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