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① 申請用総合ソフトのダウンロード

１

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ダウンロードします。

「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
（https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ ）へアクセスし，「ダウンロード」をクリックします。

※ホームページは「登記ねっと」で検索できます。



２

「申請用総合ソフト」を選択します。 「ダウンロード」をクリックします。



３

ファイルのダウンロード画面が表示されます
ので,発信元が「download.moj.go.jp」である
ことを確認し，「保存」をクリックします。

「ダウンロードの完了」画面が表示されたら，
「実行」をクリックします。



「アプリケーションの起動中」画面が
表示されたら，しばらく待ちます。

４

「セキュリティの警告」画面が表示されますの
で，発行元が「Ministry of  Justice」であること
を確認し，「実行する」をクリックします。

※「アプリケーションのインストール セ
キュリティの警告」画面が表示された場合には，
発行者が「Ministry of  Justice」であることを
確認し，「インストール」をクリックします。



② 申請者情報の登録

５

②「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。

「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
（https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/）へアクセスし，「申請者情報登録」をクリックします。

※ホームページは「登記ねっと」で検索できます。



・
・
・
・
・
・

・

６

「利用規約」に同意する場合
は「同意する」をクリックし
ます。

申請者情報新規入力画面において，申請者情報，パス
ワード等の「必須」項目を入力し，「確認（次へ）」を
クリックします。
※エラーが出ると黄色く表示されます。特に使用できる
文字及び字数に注意してください。



③ 申請用総合ソフトの起動及びログイン

７

sinseisya

③「申請用総合ソフト」をインストールすると，アイコンがパソコンのデスクトップ上に作成される
ので，これをダブルクリックします。②で取得した申請者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，ウィンドウが開きます。

パソコンのデスクトップ上の「申請用総合
ソフト」アイコンをダブルクリックします。

ログイン画面が表示されますので，申請者情報
として登録した「申請者ID」と「パスワード」
を入力し，「OK」をクリックします。

申請用総合ソフト



④ 申請書の作成

８

④「申請用総合ソフト」を使用して，登記申請書を作成します。
「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。

「処理状況表示」画面が表示されますので，
「申請書作成」をクリックします。

「申請書様式一覧選択」画面が表示されますので，
「不動産登記申請書」を選択し，ダブルクリック
します。



９

「署名不要の書面提出用登記申請」をダブル
クリックします。



④-1申請書の作成（権利に関する登記･･･抵当権抹消編）

10

抵当権抹消編

「権利に関する登記」をダブル
クリックします。 「抵当権の抹消」を青く反転させ，「選択」をクリック

します。



11

抵当権抹消編

「申請書作成・編集」画面が表示されます。

赤枠の申請書の情報を入力します。

「件名」に管理しやすい件名を
入力します。



12

←入力日が自動表示されます。

抵当権抹消編

○○市○○町一丁目１番１号

株式会社法務銀行

金融機関から交付される証明書
を確認の上，入力します。

引き続き，赤枠の申請書の情報
を入力します。



13

選択する。

抵当権抹消編

引き続き，赤枠の申請書の情報を入力します。

奈良地方法務局 １５００

登記所選択で選択すると自動表示されます。

確認の上，「設定」をクリックします。



14

対象となる不動産を入力します。物件情報を検索し，この申請書に取り込みますので，
「オンライン物件検索」をチェックし，「物件情報取得」をクリックします。

抵当権抹消編

「物件情報取得」をクリックすると，この「オンライン登記情報検索サービス」
が開くので，検索条件を入力します。



15

抵当権抹消編

検索条件を順番に入力していきます。

検索条件の入力が完了したら，「選択物件追加」
をクリックします。



16

抵当権抹消編

物件が表示されるので，誤りがないか確認します。
別の物件がある場合は，続けて検索します。（次頁，「建物」の物件検索）



17

抵当権抹消編

前頁同様に検索し，物件が表示されるので，誤りがないか確認します。



18

抵当権抹消編

選択した物件を確認し，
「確定」をクリックします。

すべての入力が終わったら，Ｐ３１⑤作成内容の確認（エラーチェック）を行います。

※このほか，物件（会社・法人）情報を手入力する方法，登記事項証明書等に表示されたＱＲコードを
読み込む方法があります。



④-2申請書の作成（権利に関する登記･･･所有権移転編）

19

所有権移転編

Ｐ８～Ｐ９を参照して選択。

当該申請を行う書式に類似する申請様式を選択し，
「選択」をクリックします。



20

所有権移転編

「申請書作成・編集」画面が表示されますので，赤枠の申請書の情報を入力します。

○○市○○町二丁目２番２号

法務花子

○○市○○町三丁目３番３号

法務次郎



所有権移転編

21

登記所選択で選択すると自動表示されます。

引き続き，赤枠の申請書の情報を入力します。

奈良地方法務局 １５００



所有権移転編

22

選択する。 すべての入力が終わったら，Ｐ３１⑤作成
内容の確認（エラーチェック）を行います。

引き続き，赤枠の申請書の情報を入力します。

○○市○○町四丁目４番４号

法務四郎



23

④-3申請書の作成（表示に関する登記･･･建物表題編）

建物表題編

Ｐ８～Ｐ９を参照して選択。

当該申請を行う書式に類似する申請様式を選択し，
「選択」をクリックします。



24

建物表題編

「申請書作成・編集」画面が表示されますので，赤枠の申請書の情報を入力します。



25

建物表題編

引き続き，赤枠の申請
書の情報を入力する。

←入力日が自動表示されます。

登記所選択で選択すると自動表示されます。

選択する。

すべての入力が終わったら，Ｐ３１⑤作成内容の確認（エラーチェック）を行います。

○○市○○町五丁目５番５号

法務五郎

０９０－００００－００００

奈良地方法務局 １５００



26

④-4申請書の作成（会社・法人に関する登記）

会社・法人編

Ｐ８～Ｐ９を参照して選択。

当該申請を行う書式に類似する申請様式を選択し，
「選択」をクリックします。



27

会社・法人編

「申請書作成・編集」画面が表示されますので，赤枠の申請書の情報を入力します。

○○市○○町１番地１



28

会社・法人編

赤枠の情報を入力します。 登記すべき事項の入力（次頁）をするため，「別紙表示」を
クリックします。



29

会社・法人編

①種別を選択します。

②「転記」をクリックすると，
書式例が表示されます。

③必要事項を入力します。

④入力が終了したら「終了」
をクリックします。



30

会社・法人編

登記所選択で選択すると自動表示されます。

←入力日が自動表示されます。

○○市○○町１番地１

○○市○○町２番地２

奈良地方法務局 １５００

電話番号 ○○○ー○○○○ー○○○○（担当○○）

すべての入力が終わったら，Ｐ３１⑤作成内容の確認（エラーチェック）を行います。



31

エラーがあった場合
には，エラー項目が
表示されるので修正
します。

⑤ 作成内容の確認（ エラーチェック ）

⑤すべての申請情報の入力が完了したら，入力にエラーがないか確認します。

「チェック」をク
リックし，エラー
がないかの確認を
します。

○○市○○町二丁目２番２号

法務次郎



エラーがあった場合には，当該部分が黄色で表示されますので，
エラーを修正し，再度「チェック」をクリックします。

32

「A」が半角入力のためエラーとなって
いるので，全角「Ａ」に修正します。

法務太郎



33

チェック結果が表示されますので，エラーがない場合には，「OK」をクリックし，
「完了」をクリックします。
これにより，データが保存されます。

○○市○○町二丁目２番２号

法務次郎

大阪太郎



⑥ 申請書データの確認

34

青い部分をダブルクリックすると，別ウィンド
で申請書が表示されるので印刷します。

⑥申請書データを送信する前に，印刷して内容を確認します。

○○市○○町二丁目２番２号

法務次郎

○○市○○町一丁目１番１号

○○市○○町二丁目

○○市○○町二丁目

○○市○○町二丁目

○○市○○町二丁目

奈良地方法務局 （登記所コード：１５００）



35

⑦ 申請書データの送信

「申請データ送信」をクリックします。 送信対象欄の送信したいデータにチェックを
入力し，「送信」をクリックします。

⑦印刷した申請書データに誤りがなければ，申請書データを送信します。



36

「閉じる」をクリックします。

送信確認の表示が出たら，「ＯＫ」を
クリックします。

留意事項を確認し，「OK」をクリックします。



⑧ 到達通知の確認

37

点灯

該当の件名の到達欄が点灯したら，「到達」をクリックします。

⑧登記・供託オンライン申請システムに申請データが登録されると到達通知が発行されます。



「到達通知」が表示されたら印刷し，手元に保管しておきます。
※この時点では，申請の受付はされていません。

38

駿河 葵 様法務次郎



⑨ 登記所への申請書等の提出

39

「当該申請書(情報)」「委任状(ある方の
み)」を印刷し，「添付書面等」と併せて，
登記所に提出します。

＊提出後，法務局が受付を確認すると，
受付確認が点灯します。クリックすると
受付番号等の内容が確認できます。

青い部分をダブルクリックすると，ＱＲ
コード付きの申請書が別ウィンドで表示
されるので印刷します。 ○○市○○町二丁目２番２号

○○市○○町二丁目

○○市○○町二丁目

法務次郎

○○市○○町一丁目１番１号

⑨申請書を印刷し，必要な添付書面等と併せて登記所に提出します。

○○市○○町二丁目

○○市○○町二丁目

奈良地方法務局 （登記所コード：１５００）



⑩ 処理状況の確認

40

⑩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。

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。

「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・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」
に更新されます。

処理状況は，お知らせ通知でも確認する
ことができます。

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。



【参考】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

41

＜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



【参考】さらに進んだ使い方（オンラインによる登記申請手続）

42

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。

電子証明書をお持ちの方は

平日の午前８時３０分から
午後９時まで利用可能です。

夜でも

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）

自宅や会社から

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。


