
5月22日 更新

お知らせ

前橋地方法務局
登記完了予定日一覧

　　　　必ずご確認ください！

(月)

郵送等により登記申請された場合又はオンラインにより登記申請して，添付書類を郵
送等(又は持参)された場合は，申請書又は添付書類が登記所に到達した日を申請日と
して表示しています。
   登記完了の「時刻」は，申請日に登記申請された時刻と同時刻以降を予定していま
す。
 　また，次の場合には，完了予定日以降の完了となることがありますので，あらかじめ
ご了承願います。
☆　登記申請に不備がある場合
☆　土地，建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
☆　不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく，本人確認のための事前通
　知を要する場合
☆　商業・法人登記で管轄が異なる登記所へ本店（主たる事務所）移転等をする場合



【本局登記部門】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

午後 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月23日 (火) 午前

午後 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月24日 (水) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月25日 (木) 午前

午後 令和5年5月26日 (金) 午後 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月29日 (月) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月26日 (金) 午前

午後 令和5年5月30日 (火) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午後

【高崎支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午前

午後 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月22日 (月) 午前

午後 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

午後 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前

午後 令和5年5月26日 (金) 午後 令和5年5月26日 (金) 午後

商業・法人登記不動産（表示）登記

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日
不動産（表示）登記不動産（権利）登記

不動産（権利）登記
登　　記　　完　　了　　予　　定　　日

申  請  日

申  請  日

New

New



【桐生支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

午後 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

午後 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

午後 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

午後 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後

午後 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前

【伊勢崎支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月19日 (金) 午前

午後 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前

午後 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

午後 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

午後 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後

不動産（権利）登記 不動産（表示）登記

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

申  請  日
登　　記　　完　　了　　予　　定　　日

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日
不動産（表示）登記

申  請  日
不動産（権利）登記



【太田支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午前

午後 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月25日 (木) 午後

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月26日 (金) 午後 令和5年5月26日 (金) 午前

午後 令和5年5月29日 (月) 午前 令和5年5月26日 (金) 午後

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月29日 (月) 午後 令和5年5月29日 (月) 午前

午後 令和5年5月30日 (火) 午前 令和5年5月29日 (月) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月30日 (火) 午後 令和5年5月30日 (火) 午前

午後 令和5年5月31日 (水) 午前 令和5年5月30日 (火) 午後

【沼田支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

午後 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

午後 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

午後 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

午後 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日

不動産（権利）登記

申  請  日
不動産（表示）登記

申  請  日

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日
不動産（表示）登記

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

不動産（権利）登記



【富岡支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

午後 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

午後 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

午後 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

午後 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前

午後 令和5年5月26日 (金) 午後 令和5年5月26日 (金) 午後

【中之条支局】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月18日 (木) 午後 令和5年5月18日 (木) 午後

午後 令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月19日 (金) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月19日 (金) 午後 令和5年5月19日 (金) 午後

午後 令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月22日 (月) 午前

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月22日 (月) 午後 令和5年5月22日 (月) 午後

午後 令和5年5月23日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午前

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

午後 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

午後 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

不動産（権利）登記 不動産（表示）登記

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日

申  請  日
不動産（表示）登記

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日

申  請  日

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

不動産（権利）登記



【渋川出張所】

令和5年5月16日 (火) 午前 令和5年5月23日 (火) 午後 令和5年5月23日 (火) 午後

午後 令和5年5月24日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午前

令和5年5月17日 (水) 午前 令和5年5月24日 (水) 午後 令和5年5月24日 (水) 午後

午後 令和5年5月25日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午前

令和5年5月18日 (木) 午前 令和5年5月25日 (木) 午後 令和5年5月25日 (木) 午後

午後 令和5年5月26日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午前

令和5年5月19日 (金) 午前 令和5年5月26日 (金) 午後 令和5年5月26日 (金) 午後

午後 令和5年5月29日 (月) 午前 令和5年5月29日 (月) 午前

令和5年5月22日 (月) 午前 令和5年5月29日 (月) 午後 令和5年5月29日 (月) 午後

午後 令和5年5月30日 (火) 午前 令和5年5月30日 (火) 午前

上記の完了予定日に完了していない場合もあります。トップページ
の「必ずご確認ください！」を参照願います。

登　　記　　完　　了　　予　　定　　日
申  請  日

不動産（権利）登記 不動産（表示）登記


