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不動産登記事項証明書発行処理指針 
改正 2018.5.1.[登記例規第 1645 号、施行 2018.7.6.] 

＊様式は原文のまま掲載しています。 

 
1．登記事項証明書の種類 
가．用語の定義 

1)登記事項全部証明書(抹消事項含む) 
“登記事項全部証明書(抹消事項含む)”は抹消された登記事項を含んで登記記録に記録さ

れた事項の全部を証明する証明書をいう。 
2)登記事項全部証明書(現在の有効事項) 

“登記事項全部証明書(現在の有効事項)”は現在の効力がある登記事項およびそれに関連

した事項を証明する証明書をいう。 
3)登記事項一部証明書(特定人持分) 

“登記事項一部証明書(特定人持分)”は特定共有者の持分およびその持分に関連した事項

を公示するために指定された特定人の持分を表示して当該持分に関連した事項を抜粋して

証明する証明書をいう。 
4)登記事項一部証明書(現在の所有現況) 

“登記事項一部証明書(現在の所有現況)”は該当不動産の現在の所有者(または共有者)だけ

を明らかにして、共有の場合には共有持分を証明する証明書をいう。 
5)登記事項一部証明書(持分取得履歴) 

“登記事項一部証明書(持分取得履歴)”は特定共有持分がどのように現在の共有者に移転

されてきたかを簡単に確認できるように該当持分の取得経緯と関連した登記事項だけを抜

粋して証明する証明書をいう。 
6)登記事項一部証明書(一部事項) 

“登記事項一部証明書(一部事項)”はイメージ閉鎖登記簿(電算移記前)に記載された事項の

うち申請人が請求した一部面を証明する証明書をいう。 
7)抹消事項含む登記簿謄本 

“抹消事項含む登記簿謄本”は抹消された登記事項を含んで手作業閉鎖登記簿に記載され

た事項の全部を証明する謄本をいう。 
8)一部事項証明登記簿抄本 

“一部事項証明登記簿抄本”は手作業閉鎖登記簿に記載された事項のうち申請人が請求し

た一部面を証明する抄本をいう。 
 

나．発行可能な登記事項証明書の種類 
各種登記簿の種類別発行可能な登記事項証明書の種類は下の表のとおりである。 
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登記簿の種類 発行可能な登記事項証明書の種類 備考 

電算登記簿 

登記事項全部証明書(抹消事項含む) 

登記事項全部証明書(現在の有効事項) 

登記事項一部証明書(特定人持分) 

登記事項一部証明書(現在の所有現況) 

登記事項一部証明書(持分取得履歴) 

電算登記簿のうち AROS 

TEXT・電算過負荷・原始エラー

コードが付与された登記簿・電算

化以後エラーコードが付与された

登記簿の場合は登記事項全部証明

書(抹消事項含む)だけ発行可能 

電算閉鎖登記簿 登記事項全部証明書(抹消事項含む) 
電算閉鎖登記簿は電算登記簿が閉

鎖されたものをいう 

イメージ

閉鎖 

登記簿 

電算 

移記前 

登記事項全部証明書(抹消事項含む) 

登記事項一部証明書(一部事項) 

電算になる前に閉鎖された 

手作業登記簿を撮影した 

イメージ形態の登記簿をいう 

電算 

移記時 
登記事項全部証明書(抹消事項含む) 

登記簿を電算化するにより 

閉鎖された手作業登記簿を 

撮影したイメージ形態の 

登記簿をいう 

手作業閉鎖登記簿 
抹消事項含む登記簿謄本 

一部事項証明登記簿抄本 

閉鎖された紙登記簿(従来の手作

業閉鎖登記簿)をいう 

[仮訳者注：AROS TEXT 登記簿というのは新しい類型の登記が発生した場合など AROS(Automated 

Registry Office Systems 不動産登記システム)で不動産登記業務を処理できない場合に、TEXT(テキスト)

形態で処理して生成した電算登記簿をいう。出典：「不動産登記簿の電算移記等に関する事務処理指針」

（改正 2017.12.28.[登記例規第 1630 号、施行 2018.1.1.]）] 

 
2．一般事項 
가．登記事項証明書発行窓口 

登記課(所)長は登記事項証明書発行申請の受付・発行等の事務処理のために登記事項証明

書発行窓口(または担当者)を開設(または指定)しなければないないとし、11 通以上の電算

登記簿やイメージ閉鎖登記簿登記事項証明書の多量発行、手作業閉鎖登記簿の発行等のた

めに登記課(所)(以下“登記所”という)運営状況に合わせて特殊発行窓口(または担当者)を
開設(または指定)しなければならない。 
 

나．公用無償発行の表示 
「登記事項証明書等手数料規則」第 7 条第 1 項によって手数料を免除する登記事項証明書

を発行する場合、登記事項証明書の毎帳ごとに公用無償発行であることを表示しなければ

ならない。 
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다．登記申請が受付された不動産に関する登記事項証明書の発行 
1) 「不動産登記規則」第 30 条第 4 項ただし書によって登記事項証明書を発行する場

合には登記事項証明書一枚目の上段に申請事件に対する情報を表示して登記事項証明書毎

帳ごとに印影で申請事件処理中であることを表示して、一番裏面の証明文に現在の処理中

である申請事件の結果により登記記録の内容が受付時に遡及して変更されることがあると

いう旨を表示して発行しなければならない。 
2)登記申請が受け付けられた不動産に関して登記事項証明書の発行申請がある場合、

その発行申請人に申請事件が受け付けられて処理中であることを教えた後に上の 1)の登

記事項証明書を発行する。 
3)インターネット登記所および無人発行機を利用して発行する場合には申請事件が処

理中にあることを確認できる画面を提供しなければならない。 
 
3．電算登記簿登記事項証明書発行 
가．発行申請 

1)申請人は該当不動産の種類、所在地番、申請通数、発給を受けようとする登記事項

証明書の種類等を特定して申請しなければならなくて、発行通数が 11 通以上の場合には

不動産登記事務の様式に関する例規別紙第 23 号様式の発行申請書を提出しなければなら

ない。 
2)登記所は多量発行申請等を理由として登記事項証明書発行の申請を拒否できない。

ただし、発行通数を分けて申請するなどにより下記나．1)の各号基準の適用を回避するた

めのものであることが明白な場合にはこの限りでない。 
 

나．登記事項証明書発行申請処理基準 
1)登記事項証明書発行担当者は登記事項証明書発行申請を受け付けた即時に該当登記

事項証明書を交付しなければならない。ただし、11 通以上の多量発行の場合には次の各号

の基準に従って、受付証に発行予定時間を記載して交付する。 
가) 11 通～50 通：申請後 1 時間以内作成交付 
나) 51 通～100 通：申請後 2 時間以内作成交付 
다)101 通～200 通：午前に受け取られた事件は当日まで、午後に受け取られた事件

は翌日午前まで作成交付 
라) 201 通～300 通：申請後 24 時間以内作成交付 
마) 301 通以上：300 通当たり 1 日の割合で作成交付 

2)登記所は他の多量申請事件の有無、申請人の住居地、申請不動産の種類と個数、発

行予想枚数などを考慮して必要な場合、合理的な範囲内で上の 1)の基準と異なるように処

理できて、この場合申請人にその理由を説明しなければならない。 
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3)登記事項証明書交付遅延時の通知 
上の 1)の場合、担当職員の有事故や病気、機械の故障等の理由で受付証に記載された予定

時間時間内に発行が不可能な場合には申請人にあらかじめ電話やファックス等を通してそ

の理由を説明して、新しい発行予定時間を告知しなければならない。 
 

다．登記事項証明書作成 
1)登記事項証明書は別紙第 2-1 号から第 2-5 号までの様式のように作成して、その用

紙は横 210mm,縦 297mm である大きさのコピー防止処理をした特殊用紙とする。 
2)登記事項証明書の偽・変造防止のための措置 
가)登記事項証明書はその真偽の有無を登記所でまたはインターネットで確認でき

るように発行確認番号 12 桁を付与しなければならない。 
나)登記事項証明書の毎帳ごとに登記情報を暗号化して保存した 2 次元バーコード

が印刷されるようにして、これをスキャナなどで復元することができるようにしなければ

ならない。 
 

라．閉鎖登記簿登記事項証明書の発行 
電算登記簿が閉鎖された場合、閉鎖登記簿登記事項証明書の発行に関する事項は電算登記

簿登記事項証明書発行の例に従う。この場合登記事項証明書の毎帳ごとに閉鎖登記簿であ

ることを表示しなければならない。 
 
4．手作業閉鎖登記簿謄・抄本およびイメージ閉鎖登記簿登記事項証明書の発行 
가．発行申請 

1)申請人は不動産登記事務の様式に関する例規別紙第 23 号様式の交付申請書に該当

不動産の種類、所在地番、申請通数、発給を受けようとする謄・抄本の種類等を特定して、

手作業閉鎖登記簿またはイメージ閉鎖登記簿であることを表示して申請しなければならな

い。 
2)手作業閉鎖登記簿の一部事項証明登記簿抄本の発行申請 
가)申請人は上の 1)の事項の他に発給を受けようとする登記簿の面を特定してその

抄本を申請しなければならない。 
나)一部事項証明登記簿抄本の申請のための登記記録閲覧の場合、閲覧手数料は免除

される。 
다)一部事項証明登記簿抄本の発行のために申請人が問い合わせする場合謄・抄本発

行担当者は発行手続きに対し誠実に案内しなければならない。 
3)イメージ閉鎖登記簿(電算移記前)登記事項一部証明書(一部事項)の発行申請イメー

ジ閉鎖登記簿(電算移記前)登記事項一部証明書(一部事項)の発行申請は上の 2)の例に従う。 
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나．発行申請処理基準 
1)手作業閉鎖登記簿謄・抄本 

発行担当者は申請後 24 時間以内に該当謄・抄本を作成して交付するべきで、受付証に発

行予定時間を記載して交付する。 
2)イメージ閉鎖登記簿登記事項証明書 

発行担当者は次の各号の基準により該当登記事項証明書を交付するべきで、受付証に発行

予定時間を記載して交付する。ただし、インターネットによる発行予約の場合にはシステ

ム上の告知を受けた時間を発行予定時間にする。 
가) 10 面以下：申請後 2 時間以内作成交付 
나) 11 面～ 50 面：申請後 24 時間以内作成交付 
다) 51 面以上：50 面当たり 1 日の割合で作成交付 

3)登記所は他の多量申請事件の有無、申請人の住居地、申請不動産の種類と個数、発

行予想面数などを考慮して必要な場合、合理的な範囲内で上の 1)および 2)の基準と異なる

ように処理できて、この場合申請人にその理由を説明しなければならない。 
4)交付遅延時の通知 

上の 1)および 2)の場合、担当職員の有事故や病気、機械の故障等の理由で受付証に記載さ

れた予定時間内に発行が不可能な場合には申請人にあらかじめ電話やファックス等を通し

てその理由を説明して、新しい発行予定時間を告知しなければならない。 
 

다．住民登録番号などの公示制限措置 
1)手作業閉鎖登記簿謄・抄本 

発行担当者は適切な方法で住民登録番号などを遮る措置をした後に発行する。 
2)イメージ閉鎖登記簿登記事項証明書 

発行担当者は電算または手作業で住民登録番号などを遮る措置をした後に発行する。この

場合転換事業所[仮訳者注：「転換事業所」は名称が「登記記録整備事業所」に変更されて

いると思われるが、本例規の字句がそのままである理由は不明。「不動産登記簿の電算移

記等に関する事務処理指針」（改正 2017.12.28.[登記例規第 1630 号、施行 2018.1.1.]）改

正理由参照。] は申請件数過多、発行面数過多、登記名義人過多の場合またはインターネ

ットによる発行予約の場合には住民登録番号などを遮る措置を支援することができる。 
 

라．登記簿謄本または、登記事項証明書の発行 
1)手作業閉鎖登記簿謄本は手作業閉鎖登記簿全部を謄写する方法で作成して発行する。 
2)イメージ閉鎖登記簿登記事項証明書は手作業閉鎖登記簿を撮影して生成されたイメ

ージ全部を出力して発行する。 
3)上 1)、2)の場合、閉鎖登記簿であることを表示しなければならない。 
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마．一部事項証明手作業閉鎖登記簿抄本および登記事項一部証明(一部事項)イメージ閉

鎖登記簿(電算移記前)登記事項証明書の発行 
1)謄・抄本発行担当者は申請人が特定の手作業閉鎖登記簿またはイメージ閉鎖登記簿

(電算移記前)の一部面を謄写または出力する方法で登記簿抄本と登記事項一部証明書を作

成する。 
2)発行担当者は登記簿抄本と登記事項一部証明書の作成時に下の内容を参考事項で記

載して発行する。 
가)申請人が請求した登記簿の一部面に関するものです。 
나)申請人が請求しなかった部分は表示されません。 

 

바．手作業閉鎖登記簿謄・抄本の証明 
1)登記簿の謄・抄本は登記官が登記簿と同一様式の用紙でこれを作成して、その末尾

に登記簿の内容と相違ないということを証明する内容の証明文を記載して、発行年月日と

登記官という表示およびその氏名を記載した後に職印を押すべきで、登記簿謄・抄本が複

数枚である場合には連続性を確認できる措置をして発行しなければならない。 
2)謄本は謄写する甲区または乙区の記載がない登記用紙等を省略して作成することが

できる。この場合には証明文にその旨を記載しなければならない。 
 
5．信託原簿など永久保存文書の発行 
가．一般事項 

1)信託原簿、共同担保(伝貰)目録、図面、売買目録または工場抵当目録は登記事項証明

書の発行申請時にそれに関して申請がある場合に限って発行する。 
2)登記事項証明書発行担当者は信託原簿、共同担保(伝貰)目録、図面、売買目録または

工場抵当目録と登記事項証明書を合綴して 1 通の登記事項証明書として発行する。 
 

나．発行申請処理基準 
信託原簿等永久保存文書に対する発行申請の場合の上 4．나．の発行申請処理基準および

4．다．の住民登録番号などの公示制限措置の例により処理する。 
 
6．無人発行機を利用した登記事項証明書の発行 
가．発行可能な登記事項証明書の種類 

無人発行機を利用して発行できる登記事項証明書は登記事項全部証明書に限って申請人は

直接地番などを入力して発給を受ける。ただし、登記事項全部証明書の枚数が 16 枚以上

の場合等のように登記記録の分量と内容に照らして無人発行機で発行するのに適していな

いと認められる時にはこれを制限することができる。 
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나．民願案内 
登記所は該当登記所の実情に合わせて申請人のための無人発行機の使用方法を掲示しなけ

ればならなくて、申請人の問い合わせがあればその使用方法に関して案内しなければなら

ない。 
 
7．インターネットによる登記事項証明書の発行 
가．発行可能な登記事項証明書の種類 

インターネットによって発行する登記事項証明書の種類は登記事項全部証明書(抹消事項

含む)・登記事項全部証明書(現在の有効事項)・登記事項一部証明書(特定人持分)・登記事項

一部証明書(現在の所有現況)・登記事項一部証明書(持分取得履歴)とする。ただし、登記記

録上甲区および乙区の名義人が 500人以上である場合等のように登記記録の分量と内容に

照らしてインターネットによる閲覧または発行が適していないと認められる時にはこれを

制限することができる。 
 

나．登記事項証明書の作成 
1)登記事項証明書は別紙第 2-6 号様式[登記事項全部証明書(抹消事項含む)（例示）]の

とおり作成して、カラーまたは白黒で出力されるようにしなければならない。 
2)登記情報中央管理所電算運営責任官はインターネットによって発行された登記事項

証明書の真偽の有無を確認できるように 3．다．2)と同じ措置を取らなければならない。 
 
8．電算登記簿に未転換である紙登記簿に対する登記事項証明書の発行 
가．登記官は電算登記簿に未転換である紙登記簿に対する登記事項証明書の発行申請が

ある場合、不動産登記規則附則第 2 条および登記例規第 1630 号により該当登記簿を電算

登記簿に迅速に切り替えた後に電算登記簿に対する登記事項証明書を発行しなければなら

ない。 
 

나．登記官は登記事項証明書発行申請人に電算登記簿に切り替えた後に登記事項証明書

の発給を受けることができるという事実と転換にともなう予想所用時間等に対し詳細に説

明しなければならない。 
 
9．登記記録の閲覧 
가．閲覧申請 

申請人は該当不動産の種類、所在地番、閲覧しようとする登記簿の種類等を表示して申請

するしなければならない。 
 

나．電算システムを通した登記記録の閲覧 
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1)申請人は登記所に置かれたコンピュータの画面を見る方法で登記記録を閲覧する。 
2)電算登記簿またはイメージ閉鎖登記簿の場合に申請人は登記事項証明書の様式に準

じて登記事項を出力した書面を交付してもらう方法によって登記記録を閲覧することがで

きる。この場合毎帳ごとに閲覧用であることを表示しなければならなくて、申請事件が受

け付けられた場合には申請事件処理中であることを一緒に表示しなければならない。 
3)イメージ閉鎖登記簿登記記録に対する閲覧申請の場合の上 4．나．の発行申請処理

基準および 4．다．の住民登録番号などの公示制限措置の例により処理する。 
 

다．手作業閉鎖登記簿の閲覧 
1)謄・抄本発行業務担当者は申請書に記載された申請人の氏名、住民登録番号および

住所を提出された住民登録証または運転免許証と対照してその一致の有無を確認した後に

申請順序により閲覧することができるようにしなければならない。 
2)閲覧は指定された閲覧席だけでするようにして登記課(所)長は閲覧時謄・抄本発行

業務担当者を同席するようにしなければならない。 
3)閲覧事務処理時留意事項 
가)謄・抄本発行業務担当者は登記簿の閲覧がなされている間には閲覧台を離席して

はならなくてやむをえず離席する場合には必ず業務に代わることができる者を配置しなけ

ればならない。 
나)謄・抄本発行業務担当者は閲覧中登記簿が毀損されないように注意を注がなけれ

ばならない。 
다)登記簿冊 1 冊全部を提示するのではなく閲覧申請した不動産の登記簿が現れる

ように特定の部分を提示する。 
라)閲覧のために交付された登記簿は謄・抄本発行業務担当者の他には任意に閲覧台

や閲覧席の外に搬出してはならない。 
마)閲覧時筆記具は鉛筆だけ使うようにする。 

4)手作業閉鎖登記簿に対する閲覧申請の場合の上 4．나．の発行申請処理基準および

4．다．の住民登録番号などの公示制限措置の例により処理する。 
 
10．案内文の掲示 
登記課(所)長は登記事項証明書発行事務処理と関連して民願人がよく見ることができる所

に 2 折紙規格の登記事項証明書発行申請事件処理基準案内文(別紙第 3 号様式)を掲示しな

ければならない。 
 
11．領収書発行 
申請人から登記事項証明書など申請手数料に対する領収書発行の要請がある時には別紙第

4 号様式による領収書を発行する。 



不動産登記事項証明書発行処理指針 
改正 2018.5.1.[登記例規第 1645 号、施行 2018.7.6.] 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 9 / 26 
 

 
注：別紙第 1 号様式は「不動産登記事務の様式に関する例規(第 1338 号)」別紙第 23 号様

式参照. 
 
附則[他の例規の廃止]登記業務処理改善指針(登記例規第 797 号)は廃止する。 
 
附属規定(2005.09.01.第 1109 号) 
1．この例規は 2005.9.5.から施行する。 
2．(経過措置)この例規施行当時従来規定による登記簿謄・抄本様式とすでに印刷された登

記簿謄・抄本用紙は 2005.12.31.までは使うことができる。 
 
附則(2005.11.24.第 1113 号) 
この例規は 2005.11.28.から施行する。 
 
附則(2007.01.05.第 1159 号) 
この例規は 2007.1.18.から施行する。 
 
附則(2008.09.29.第 1260 号) 
この例規は 2008.10.1.から施行する。 
 
附則(2009.05.19.第 1293 号) 
この例規は 2009.7.1.から施行する。 
 
附則(2012.02.15.第 1443 号) 
1．(施行日)この例規は直ちに施行する。ただし、2．라．および 8．나．2)後段は 2012 年

3 月 1 日から施行する。 
2．(他の例規の廃止) 「領収済証の前売り禁止と領収書発行」(登記例規第 790 号)はこれを

廃止する。 
 
附則(2014.12.01.第 1561 号) 
この例規は 2014 年 12 月 12 日から施行する。 
 
附則(2015.02.16.第 1570 号) 
この例規は 2015 年 3 月 30 日から施行する。ただし、法院行政処長が指定する登記所に対

しては施行日以前に改正例規を適用することができる。 
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附則(2016.11.17.第 1605 号) 
この例規は 2017.4.14.から施行する。 
 
附属規定(2018.05.01.第 1645 号) 
この例規は 2018 年 7 月 6 日から施行する。 
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[別紙第 2-1 号様式]登記事項全部証明書(現在の有効事項) -土地 
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[別紙第 2-2 号様式]登記事項全部証明書(抹消事項含む) -土地 
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[別紙第 2-3 号様式]登記事項一部証明書(特定人持分) -土地 
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[別紙第 2-4 号様式]登記事項一部証明書(現在の所有現況) -土地 
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[別紙第 2-5 号様式]登記事項一部証明書(持分取得履歴) -土地 
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[別紙第 2-6 号様式]登記事項全部証明書(抹消事項含む) -土地[提出用] 
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[別紙第 3 号様式]登記事項証明書発行申請事件処理基準案内 
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[別紙第 4 号養殖]領収証 

 


