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参考

法務省が提供する「申請用総合ソフト」を使用して作成する，書面提出用登記申請書（ＱＲコード（二次元バーコード）付きの
書面申請書（本資料では，「ＱＲコード付き書面申請書」といいます。））について，説明します。

※ＱＲコードは，（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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今までは

書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）を使えば

電子証明書がないの
で，オンライン申請が
できない。

か ん た べ ん り

・物件検索サービスを使って正確に物件を入力できます！
・かんたんマニュアルも用意しています。

電子署名は不要なため，
電子証明書がなくても利
用可能

処理が完了
しています。

１ 概要（１） 書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）とは

ん

登記申請書
書面申請申請人

・ 登記申請書の作成に手間がかかる。
・ 物件情報などの入力に誤りが多い。
・ 申請後の処理状況が分からない。

登記・供託オンライン申請システムを使って

申請書に誤りがあり
ます。

大変だぁ！
すぐに直さないと。

申請書作成が手間だな
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・処理状況がWeb上で確認できます！
・お知らせメールが受け取れます。
・作成したデータを再利用できます。



申請人

申請データの送信

提出番号の発行

申請書の印刷
窓口提出
申請書の印刷
窓口提出

申請用総合ソフト

提出番号の受信

ＱＲコード生成

登記所

申請データの受信

新規追加されたＱＲコード付き書
面申請書の様式に対して申請人
が必要事項を入力します。

申請書

処理状況の照会

処理状況の更新

処理状況の返却

処理状況の受領

１ 概要（２） ＱＲコード付き書面申請書を利用した登記申請の流れ

申請データ送信後に，申請用総合
ソフトから印刷指示を行い，ＱＲコ
ード付き書面申請書を添付書面と
ともに登記所へ提出する。

ＱＲコードの読込
申請データの特定

申請用総合ソフトの様式に申請に必要な情報を入力し，あらかじめ登記・供託オンライン申請システムを使って送信します。その後，申請者は，
登記申請書（ＱＲコード付き）を印刷し，申請に必要な添付書面と一緒に登記所窓口に提出（持参又は郵送）します。

なお，ＱＲコード付き書面申請書を利用した書面申請は，オンライン申請と同様に登記・供託オンライン申請システムのＷｅｂ上で申請の処理状
況を確認することができます。

申請書類の審査
処理完了公文書の受領

Point1
申請用総合ソフトを使用して
申請書を作成し法務局にデータを送信します。

Point2
ＱＲコード付き書面申請書を印刷して，登記所
の窓口に提出します。

Point３
Web上で処理状況が確認できます。

Point４
手続終了後，登記完了証（不動産登記
の場合）などを受領します。

書面申請書の作成
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ＱＲコード反映

申請人 申請用総合ソフト

ＱＲコードの
読み込み

画面イメージ

１ 概要（３） 証明書ＱＲコード読み込み機能とは

証明書ＱＲコード読み込み機能

登記事項証明書，印鑑証明書，代表者事項証明書及び登記情報提供PDFファイルには，新たにＱＲコードが表示されます。証明書のＱＲコード
を読み込むことで，不動産登記申請様式においては所在及び地番又は家屋番号，商業・法人登記申請様式においては商号又は名称並びに本店，
主たる事務所又は営業所に関する情報（物件情報）を申請様式に取り込むことができます。

ＱＲコードが
付与された証明書等
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申請書作成・編集画面に
物件情報を反映する



２ Ｓｔｅｐ１～申請者情報の登録～

ここからは，法務省が提供する「申請用総合ソフト」を利用した，ＱＲコード付き書面申請書の作成の流れを説明しま
す。

申請用総合ソフトの利用に当たっては，事前に「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）」のサ
イトから，申請者情報の登録を行い，申請者ＩＤ及びパスワードを取得します。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
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３ Ｓｔｅｐ２～「申請用総合ソフト」のインストール～

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）のページから『申請用総合ソフト』をダウンロードし，ご利用
のパソコンにインストールします。

※ 利用するパソコンの状況によっては，申請用総合ソフトをインストールする前に以下の事前準備が必要となる場合があります。
① 信頼済みサイトへの登録
② ポップアップブロック機能の設定
③ 安全な通信を行うために必要な証明書の確認
④ プロキシ設定
⑤ 申請データ（ＸＭＬ文書）とInternet Explorerの関連付けの追加
なお，事前準備に当たり， 利用するパソコンの状況によっては，Windowsの標準ユーザーでは設定等ができない場合があります。
この場合は，パソコンのネットワーク管理者等にお問い合わせください。

※ 登記・供託オンライン申請システムのご利用に当たっては，利用規約をご確認願います。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download.html
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① 「申請用総合ソフト」の起動
「申請用総合ソフト」をインストールすることで，アイコンがパソコン

のデスクトップに作成されるので，これをダブルクリックします。申請
者ＩＤ及びパスワードを入力すると，「申請用総合ソフト」が起動し，
図２のウィンドウが開きます。

「申請用総合ソフト」を使用して，登記申請書（図１）を作成します。
「申請用総合ソフト」では，あらかじめ用意された申請書の様式

フォームに，必要事項を入力することによって，申請情報を作成す
ることができます。

４ Ｓｔｅｐ３～書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）の作成（１）～

図１

ダブルクリックで，申請用総合ソ
フトの画面が起動します。

図２

これまでに作成した，又は作成中の登記申請書
情報の一覧が表示されています。

「登記申請書」の作成例
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② 申請書様式の選択
まず始めに，申請書様式を選択します。図３－１の「申請書作成」をクリックして申請様式一覧選択ウィンドウから，

表示に従って様式を選択します。

４ Ｓｔｅｐ３～書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）の作成（２）～

図３－１

クリックすると，別ウィンドウ
が表示されます。

ダブルクリックで，申請用総
合ソフトの画面が起動

それぞれ対象となる項目の
左側にある＋をクリックし，詳
細を選択します。

＋の表示がなくなったら，項
目をダブルクリックします。

図３－４

図３－３

図３－２
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③ 申請書様式（作成用入力フォーム）への入力
②で選択した申請書様式の入力フォーム（図４）が起動しますので，入力箇所に必要事項を入力します。

４ Ｓｔｅｐ３～書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）の作成（３）～

③で選択した申請書様式の名称が表示されます。

図４
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④ 不動産／会社・法人の指定方法
不動産／会社・法人の入力方法は，①オンラインで物件（会社・法

人）情報を取得して入力する方法，②物件（会社・法人）情報を手入力
する方法のほかに ③登記事項証明書等に表示されたＱＲコードを読
み込む方法が追加されます。

①の方法で入力する場合，「物件（会社・法人）情報取得」ボタンをク
リックし，オンライン登記情報検索サービス（図５－２）に接続し，画面
の指示に従い，物件／会社・法人情報を取得し，「確定」ボタンをク
リックします。

③の方法で入力する場合，「ＱＲコード読込」ボタンをクリックすると，
「ＱＲコード読込」画面（図５－３）が表示されるので，バーコードリー
ダーで登記事項証明書等に印刷された二次元バーコードを読み込む
と物件／会社・法人の情報が申請情報に反映されます。

４ Ｓｔｅｐ３～書面提出用登記申請書（ＱＲコード付き書面申請書）の作成（４）～

図５－３

①

③

図５－２

この画面を開いて，バーコードリーダーを使用し
て読み込みます。

図５－１

②
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５ Ｓｔｅｐ４～申請データの送信～

⑤ 申請データの送信
申請データを，申請先の登記所へ送信します。
申請書を編集した後，完了ボタンをクリックする（①）と処理状

況が「未送信」（②）の書面提出用登記申請書が保存されます。

上部メニューの「申請データ送信」ボタン（③）をクリックして，
申請データを送信します。

電子署名を付与することなく
送信することができます。

図６－１

①

②

③

編集を行い，「完了」ボタ
ンをクリックします。

図６－２

書面申請書を提出前に
申請データを送信してください。

ただし，送信に当たって
電子署名は必要ありません。
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６ Ｓｔｅｐ５～申請書の印刷，登記所への提出～

⑥ 申請書の印刷，登記所への提出
申請データが，申請先の登記所へ到達したことを確認した後，

登記申請書を印刷します。申請書の添付書面とともに登記所
へ提出します。

・ 処理状況を更新して，提出番号を受信していること確認した
ら，申請書を印刷します。

・ アクションボタンをクリックする（①）か，件名を選択して右ク
リックする（②）と「書面申請書の印刷」メニューが表示されます。
「書面申請書の印刷」メニューをクリックすると申請書がプレ
ビュー表示されますので，ブラウザ機能で印刷します。

図１２

①

図７－１

図７－２

件名を選択して右

クリックします。

②

ブラウザ機能で印刷します。

「書面提出書の印刷」メニューをクリック

することにより，書面提出書のプレビュ

ー表示がされます。

印刷した申請書と必要な添付書面を
登記所の窓口に提出してください。
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７ Ｓｔｅｐ６～処理状況の確認～

⑦ 処理状況の確認
申請用総合ソフト又は，登記・供託オンライン申請システムの

ブラウザから登記所での処理状況を確認することができます。

申請用総合ソフトを開いて，「更新」ボタンをクリックすると処
理状況が更新されます。

登記所での処理が完了すると「手続終了」に更新されます。

登記・供託オンライン申請システムのホームページからも，申
請番号を入力して処理状況を確認することができます。

図８－１

①

②
③

図８－２

登記・供託オンライン申請システムのＨＰ

から，申請番号を入力して処理状況を確

認することもできます。

登記所での処理が完了すると手

続終了が表示されます。

お知らせ通知でも確認することが

できます。

ご利用のパソコンで
処理状況が確認できます。
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参考① 補正が必要な場合は

申請書に補正の必要がある場合には，登記所からの補正の
連絡がされます。補正連絡は申請用総合ソフトから確認してく
ださい。

申請用総合ソフトを開いて，「更新」ボタンをクリックすると処
理状況が「審査中（補正待ち）」（①）と表示され，「補正」ボタン
（②）をクリックすると補正の連絡が表示されます。

対象申請を選択した状態で，メニューの「補正」ボタンをクリッ
クする（③）ことにより，書面提出用の補正書様式が表示されま
すので，必要事項を入力して補正書を作成し，完了ボタンをク
リックします（④）。

上部メニューの「申請データ送信」ボタンがクリックすることが
できる状態になっています（⑤）ので，当該ボタンをクリックして，
補正データを送信します。その後は，当初の登記申請のときと
同様に，補正書を印刷して登記所へ提出します。

図９－１

① ②

③

図９－２

⑤
④
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図９－３



参考② ご不明な点は （登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのご紹介）

法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/

・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

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html

登記・供託オンライン申請システムの操作やＰＣ設定に関する問合せ先
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク

問合せ時間 ： 月曜日～金曜日 ８：３０～１９：００（国民の祝日・休日，１２月２９日から１月３日までの年末年始を除く。）

電話番号 ： ０５０ビジネスダイヤル ０５０－３７８６－５７９７

※１ 国内一般加入電話から０５０ビジネスダイヤルへの通話料金は全国一律３分１１．６６４円（税込）です。

０５０IP電話からは，ご利用のサービスにより通話料が無料となる場合があります。

※２ 障害等により０５０ビジネスダイヤルをご利用いただけない場合は，下記の電話番号をご利用ください。

電話番号：０５０－３８２２－２８１１又は２８１２ （NTTコミュニケーションズのIP電話番号）

※３ 通話料金はご利用の電話回線により異なるため，詳細につきましてはご利用回線の契約内容をご確認ください。

※４ なお，以下のような業務内容や各手続の申請方法については，申請先の登記所等にお問合せください。

・申請データ送信後，法務局で行う審査や処理，進捗状況に関する問合せ ・申請書への入力内容や書き方に関する問合せ
・必要な添付書類やその提出方法に関する問合せ ・各手続の申請方法に関する事前相談 など
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平日の午前８時３０分から
午後９時まで利用可能です。

インターネットを介して
登記申請や

電子公文書の取得が
オンラインで行えます。
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参考③ さらに進んだ使い方

オンラインによる登記申請手続

電子証明書をお持ちの方は電子証明書をお持ちの方は

登記・供託オンライン申請システムを利用して，
さらに便利なオンライン申請が可能です。

自宅や会社から

夜でも

https://www.youtube.com/user/MOJchannel/videos（法務省動画チャンネル）

詳しくは
「登記・供託オンライン申請システムＨＰ （登記ねっと 供託ねっと）
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
動画でわかるオンライン申請
https://www.youtube.com/user/MOJchannel/videos（法務省動画チャンネル）


