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1. 本書について 

1.1. 本書の目的 

本書は電子申請・届出システム（以下、本システム）の基本的な機能概要および操作方法について

理解していただくことを目的としています。 

1.2. 本書の対象読者 

本書は本システムを利用して、金融庁、財務（支）局および沖縄総合事務局に対する各種申請・届

出をオンラインで実施する方を対象としています。 

1.3. 本書記載内容の前提 

本書に記載の画面イメージは、利用されるブラウザによって実際の画面と異なる場合があります。 
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2. 利用環境 

 

2.1. 利用推奨環境 

以下の環境を推奨しております。 

PC からの操作のみ動作保証されていますので、スマートフォン/タブレットからの操作はお控えください。 

端末  ： PC 

OS  ： Windows 10 以降 

ブラウザ ： Google Chrome 

   Mozilla Firefox 

   Microsoft Edge 

 

2.2. 商標について 

 Windows、Microsoft Word、Microsoft Excel、PowerPoint、Microsoft Office、

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商

標または商標です。 

 Adobe および Adobe Sign は Adobe Inc.の米国ならびに他の国における商標または登録商

標です。 

 Google Chrome、Androidは、Google Inc. の登録商標です。 

 Firefoxは、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。 

 その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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3. 利用イメージ 

 

3.1. 利用時の流れ 

本システムご利用時の基本的な流れは以下となります。 

 

 
 

※ＧビズＩＤはデジタル庁が提供する法人認証サービス 

 

 

3.2. 申請・届出時の基本操作 

本システムで申請・届出を行う際の基本操作は以下となります。 

 

（１） 申請者に関する情報の入力（各種情報の確認） 

（２） 手続の選択 

（３） 提出先の選択 

（４） 申請書等のファイル添付 

（５） 提出 
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4. 本サービスを利用するための準備 

4.1. G ビズ IDの取得 

本システムが提供するサービスを利用するには、デジタル庁の提供するＧビズＩＤ（法人・個人事業主

向け行政手続における共通の認証システム）にてアカウントを取得してください。 

・ＧビズＩＤ  https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

ＧビズＩＤのアカウントは３種類（gBizID プライム、gBizID メンバー、gBizID エントリー）あります。

本システムの利用においては基本的に管理権限をもつ gBizID プライムと申請権限をもつ gBizID メンバ

ーの取得をお願いします。 

※ ＧビズＩＤに関する詳細は上記サイトをご確認ください。 

 

【gBizID アカウント種別】 

アカウント種別 本システムの役割 説明 

gBizID プライム 管理者、申請者 全手続きの申請・届出が可能です。 

gBizID メンバーを作成する権限を持ち、作成した

gBizID メンバーのデータを参照可能です。 

※gBizID メンバーの作成はＧビズＩＤのサイトで行ってく

ださい。 

gBizID メンバー 申請者 全手続きの申請・届出が可能です。 

gBizID プライムアカウントにて作成します。 

gBizID エントリー 申請者 申請・届出が可能な手続きが制限されているアカウントで

す。一部の手続きのみ申請する場合に利用します。 

 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/
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4.2. デジタル署名ドキュメントに関する準備 

当システムを通じて当局職員から添付されるドキュメントに、「Financial Services Agency」の 

デジタル署名が付与される場合があります。 

 

その際、下記のメッセージがドキュメント上段に表記されますが、当局から発出した正当なドキュメントで

あることを示しています。 

 
 

※当システム以外から「Financial Services Agency」のデジタル署名が付与された 

ドキュメントは発信されませんので、ご注意下さい。 

 

デジタル署名された文書を Adobe Acrobat Reader で開く際、以下画像のようにエラーが出ることが

あります。 

 
 

 

その場合、次の手順に従って信頼済み証明書の更新を行ってください。 

Adobe Acrobat Reader を起動し、「編集」の「環境設定」を押下します。 
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左側の「分類」から「信頼性管理マネージャー」を押下し、「Adobe Approved Trust List (AATL) 

の自動更新」の「今すぐ更新」を押下します。 

 
 

「信頼済み証明書の更新」ウィンドウが表示されますので、「OK」を押下します。 

 
 

「セキュリティ設定は正常に更新されました。」が表示されれば設定完了です。 

「OK」を押下しウィンドウを閉じてください。 
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5. サインイン 

本システムへのサインイン方法について記載します。 

5.1. 本システムへのアクセス 

（１） 右上の「サインイン」または「gBizID」をクリックします。 

 
 

（２） 「Sign in with gBizID」をクリックします。 
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（３） アカウント ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。 

 
※ 本画面はデジタル庁が提供する認証システムの画面となります。 

 

（４） ワンタイムパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

ワンタイムパスワードは gBizID に登録した電話番号に SMS で届きますので 1時間以内に入力

してください。期限内に入力されなかった場合、はじめからやり直していただく必要があります。 

アカウントが gBizID エントリーの場合、本手順は不要です。 

 
※ 本画面はデジタル庁が提供する認証システムの画面となります。 

  



 

12 

（５） ログインに成功すると、申請・届出一覧画面が表示されます。 

※初回ログイン時など申請・届出データを作成していない場合は一覧には何も表示されません。 
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ログインに失敗すると下記画面が表示されます。アカウント ID とパスワードを確認してください。 

【アカウント ID・パスワードが正しくない場合】 

 
※ 本画面はデジタル庁が提供する認証システムの画面となります。 

※ ログインできない場合は「パスワードを忘れた方はこちら」または「アカウントを持っていない方はこち

ら」のいずれかをクリックし対応ください。 

 

【ワンタイムパスワードが正しくない場合】 

 
※ 本画面はデジタル庁が提供する認証システムの画面となります。 
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6. 画面構成の説明 

6.1. 申請画面 

サインイン後、最初に表示される画面です。 

※初回ログイン時など申請・届出データを作成していない場合は一覧には何も表示されません。 

 
 

No. 項目名 説明 

1 ホーム ホーム画面が表示されます。 

2 ユーザー管理 ユーザー管理画面が表示されます。 

本メニューはアカウント種別が gBizID プライムの場合のみ表示さ

れ、作成した gBizID メンバーの申請内容を参照できます。 

3 申請・届出管理 申請・届出一覧表示、新規登録ができます。 

4 氏名 ログインユーザーの氏名を表示します。またこちらからサインアウトが

できます。 

5 フィルタ機能 申請・届出一覧の絞込ができます。 

※詳細は「８.申請の状況確認」の【フィルタ機能の使用方法】をご

参照ください。 

① ②  ③  ④  

⑤  ⑥  
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6 申請・届出一覧

表示 

ログインユーザーが作成した申請、またアカウント種別が gBizID プ

ライムの場合は、作成した gBizID メンバーの申請が参照できま

す。 

※詳細は「８.申請の状況確認」をご参照ください。 
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7. 申請・届出（新規登録） 

申請・届出（新規登録）を行う方法について記載します。 

7.1. 申請・届出（新規登録） 

申請・届出（新規登録）における基本的な流れは以下となります。 

事前準備 申請に必要な添付ファイルをご準備ください。 

基本的な流れ 1. 各種情報の確認（必要に応じて修正） 

2. 手続きの選択 

3. 提出先の選択 

4. 申請書等のファイル添付 

5. 提出 

 

1. 各種情報の確認（必要に応じて修正） 

 

申請・届出管理メニューから新規登録を選択します。 
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新規登録画面が表示されます。 

必要事項を入力してください。 

 
 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ ⑰ 

⑫ 
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No 項目 必須 アカウント情報 

からの自動入力 

説明 

1 過去の申請の引用 -  過去の申請を引用して新規に申請・届出を作

成することができます。 

詳細は、【過去の申請の引用】をご参照くださ

い。 

2 申請者所属 必須 ○ 申請者の所属を入力します。 

3 利用者 - ○ 申請者の氏名が表示されます。編集不可の

項目です。 

4 郵便番号 任意 ○ 申請者の郵便番号を入力します。 

5 郵便番号検索 -  入力した郵便番号より住所の自動セットが可

能です。 

詳細は、【郵便番号検索】をご参照ください。 

6 住所（漢字） 任意 ○ 申請者の住所（漢字）を入力します。 

7 住所（ｶﾅ） 任意  申請者の住所（ｶﾅ）を入力します。 

8 電話番号 任意 ○ 申請者の電話番号を入力します。 

9 メールアドレス - ○ 申請者のメールアドレスが表示されます。編集

不可の項目です。 

10 手続名 必須  手続名を選択します。 

詳細は、「２．手続きの選択」をご参照くださ

い。 

11 提出先 必須  提出先を選択します。 

詳細は、「３．提出先の選択」をご参照くださ

い。 

12 連名 任意  手続きを連名で行う場合、連名人に関する法

人名等と氏名を入力します。 

詳細は、【連名の入力】をご参照ください。 

13 代理人 任意  手続きを代理で行う場合、代理人に関する法

人名等と氏名を入力します。 

詳細は、【代理人の入力】をご参照ください。 

14 コメント欄 任意  手続きにおいて補足等が必要な場合にコメン

トを入力します。 

15 ファイルの添付 任意  申請に必要な添付ファイルをアップロードしま

す。 

詳細は、「４．申請書等のファイル添付」をご

参照ください。 
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16 一時保存 -  申請を一時保存します。 

詳細は、「５．提出」をご参照ください。 

17 提出 -  申請を提出します。 

詳細は、「５．提出」をご参照ください。 

 

 

2. 手続きの選択 

 

虫眼鏡アイコンを押下します。 

 
 

手続検索画面が表示されます。 

対象の手続きを選択し、「選択」を押下します。 
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑦ 
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No 項目 説明 

1 根拠法令（大分類） 根拠法令（大分類）の一覧が表示されます。 

2 根拠法令（中分類） 根拠法令（中分類）の一覧が表示されます。 

3 根拠法令（小分類） 根拠法令（小分類）の一覧が表示されます。 

4 フィルター 選択した分類に応じてデータの絞り込みを行います。 

※詳細は、【根拠法令による検索方法】をご参照ください。 

5 検索ボックス 検索結果一覧上の値について文字列検索を行います。※詳細

は、【文字列による検索方法】をご参照ください。 

6 検索結果一覧 [根拠法令（大分類）][根拠法令（中分類）][根拠法令

（小分類）][手続名] 

を表示します。 

各項目を押下すると、並び替えができます。 

7 選択ラジオボタン 対象の手続きを選択します。 

8 ページング 検索結果が 10件以上の場合、ページングによってページを切り

替えます。 

9 選択ボタン 対象の手続きを新規登録画面にセットします。 

 

【根拠法令による検索方法】 

 

根拠法令（大分類）を選択します。 

根拠法令（中分類）を選択します。（根拠法令（大分類）に紐づく、根拠法令（中分類）のみ

表示されます。） 

根拠法令（小分類）を選択します。（根拠法令（大分類）・根拠法令（中分類）に紐づく、根拠

法令（小分類）のみ表示されます。） 

「フィルター」を押下すると、検索条件に該当するデータが検索結果一覧に表示されます。 

※任意の選択値でフィルター可能です。大分類・中分類・小分類全ての値を選択する必要はございま

せん。 

 

【文字列による検索方法】 

 

部分一致検索を行うには、ワイルドカード文字のアスタリスク（*）を使用します。 

 

前方一致 検索文字列* 

後方一致 *検索文字列 

部分一致 *検索文字列* 
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3. 提出先の選択 

 

虫眼鏡アイコンを押下します。 

 
 

提出先検索画面が表示されます。 

対象となる提出先を選択し、「選択」を押下します。 

 

 

 

 

※ 当局側の設定により、一覧に初期表示される提出先が予め絞り込まれている場合がありますが、 

次に示す検索方法により、その他の提出先を表示することは可能です。 

  

  

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑦ 

⑤ 
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No 項目 説明 

1 大分類 提出先の大分類が表示されます。 

2 中分類 提出先の中分類が表示されます。 

3 小分類 提出先の小分類が表示されます。 

4 フィルター 選択した分類に応じてデータの絞り込みを行います。 

※詳細は、【分類による検索方法】をご参照ください。 

5 提出先全件表示 提出先を全件表示します。 

6 検索ボックス 検索結果一覧上の値について文字列検索を行います。 

※詳細は、【文字列による検索方法】をご参照ください。 

7 検索結果一覧 [名前][大分類][中分類][小分類]を表示します。 

各項目を押下すると、並び替えができます。 

8 選択ラジオボタン 対象の提出先を選択します。 

9 選択ボタン 対象の提出先を新規登録画面にセットします。 

 

 

【分類による検索方法】 

 

「大分類」を選択します。 

「中分類」を選択します。（「大分類」に紐づく、「中分類」のみ表示されます。） 

「小分類」を選択します。（「大分類」・「中分類」に紐づく、「小分類」のみ表示されます。） 

「フィルター」を押下すると、検索条件に該当するデータが検索結果一覧に表示されます。 

 

※任意の選択値でフィルター可能です。大分類・中分類・小分類全ての値を選択する必要はございま

せん。 
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【文字列による検索方法】 

 

対象となる提出先が表示されていない場合は、「提出先全件表示」を押下します。 

※文字列検索を行いたい場合は、「提出先全件表示」を必ず押下して下さい。 

 一覧に表示されていない場合、検索できません。 

 
 

以降の文字列検索は、「２．手続きの選択」と同様です。 

 

 

【連名の入力】 

 

連名で申請を行いたい場合、「連名での申請の場合はチェック」にチェックを入れると、連名氏名の入力

欄が表示されます。（最大 10名まで入力可能です。） 

※氏名の前に法人名等も記載して下さい。 
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【代理人の入力】 

 

代理人での申請を行いたい場合、「代理人による申請の場合はチェック」にチェックを入れると、代理人

氏名の入力欄が表示されます。 

※氏名の前に法人名等も記載して下さい。 

 
 

 

【過去の申請の引用】 

 

過去の申請を引用して、手続名と提出先を設定することができます。 

※但し、手続名や提出先名は変更される可能性もあるため、引用の際はご注意ください。 

 

過去の申請を引用して新規に申請・届出を行いたい場合、「過去の申請の引用」を押下します。 

 
 

過去の申請・届出一覧画面が表示されます。 

対象となる申請を選択し、「選択」を押下します。 
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【郵便番号の検索】 

 

郵便番号からの自動設定も可能です。 

「郵便番号」の入力が完了したら、「郵便番号検索」を押下します。 

※外部サービスのデータベースを利用しているため、検索されない場合がございます。 

 
 

住所（漢字・カナ）が自動セットされます。 
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4. 申請書等のファイル添付  

  

「ファイル選択」を押下すると、ダイアログが開きますので必要に応じて添付ファイルを選択してください。 

 

 

 

 

※複数選択も可能です。 （Ctrl キーを押しながら、ファイルを選択して下さい） 

※添付可能なファイル拡張子は下記の通りです。 （zip ファイルは添付できません） 

 Word ファイル：doc、docx、docm 

 Excel ファイル：xls、xlsx、xlsm 

 PDF ファイル：pdf 

 テキストファイル：txt 

 CSV ファイル：csv 

 PowerPoint ファイル：pptx、ppt 

※新規登録画面からの複数ファイルの添付は、合計 90MB まで可能です。 

（１ファイルあたり 90MB 未満） 

※合計 90MB以上となる複数のファイルを添付したい場合は、入力内容を一時保存後に 

詳細画面からファイルを追加添付して下さい。 

詳細は、「9.1. 申請ステータスに応じた操作  1. 一時保存」をご参照ください。 

※申請ステータスによってファイルが添付できない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ご注意＞ 

 以下のファイル添付により当局側で申請が正常に受領できない可能性がありますので、 

 実施しないようお願いします。 

 ・ 同じファイル名のファイルを複数添付 

 ・ １ファイル 90MB以上のファイルを添付 

 ・ ファイル名に環境依存文字（丸数字など）を使用 
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5. 申請の提出 

申請の入力が完了したら、画面下部の「提出」を押下します。  

（必須入力項目に未入力の場合、エラーメッセージが表示されます。）  

提出すると完了メッセージが表示され、選択した提出先に申請内容が提出されます。  

登録メールアドレスに提出完了通知メールが送信されますので、ご確認ください。  

 
 

 
 

入力した内容を保存し、入力操作を一旦中断したい場合は、「一時保存」を押下します。 

一時保存すると完了メッセージが表示されます。 

一時保存した申請は申請・届出管理メニューから再開できます。 
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7.2. 費用の納付が必要な手続きの場合 

申請・届出管理メニューから新規登録を押下した後、手続きにかかる費用の納付が必要な手続きを選

択した場合は、その費用に関する補足等の項目が表示されます。 

 

電子納付に対応している場合は、次の図のように電子納付に必要な納付番号等を取得するための申

請（以下、納付申請）を行うことで、Pay-easy（ペイジー）による電子納付が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Pay-easy（ペイジー）は日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が提供する収納サービス 

 https://www.jampa.gr.jp/payeasy/ 

 

納付申請の詳細は「7.2.1.納付申請の流れと入力項目」と「7.2.2.関連申請 ID の選択」をご参照く

ださい。 

 

  

 

① 登録や認可等の申請 

② ①の納付申請 

https://www.jampa.gr.jp/payeasy/
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7.2.1. 納付申請の流れと入力項目 

納付申請の手続きでは、納付方法（「電子納付」または「電子納付以外」）を選択できます。 

「電子納付」を選択した場合は Pay-easy（ペイジー）による電子納付が行えます。 

「電子納付以外」を選択した場合は、「8.2.2納付方法で「電子納付以外」を選択した場合」の画面

から納付用の台紙がダウンロードできます。提出先への収入印紙または領収証書等の送付にご活用くださ

い。（納付用台紙のご利用は任意です） 

 

申請の流れは以下となります。 

前提 納付の対象となる登録や認可等の申請・届出が完了している必要が

あります。 

基本的な流れ 1. 各種情報の確認（必要に応じて修正） 

2. 手続きの選択（手続名の頭に【納付申請】が付いている手続） 

3. 提出先の選択 

4. 納付の対象となる登録や認可等の申請・届出（完了済）の申

請ＩＤを、関連申請ＩＤとして選択（※１） 

5. 費用に関する情報の入力 

6. 納付方法の選択（電子納付 or 電子納付以外） 

7. 申請の提出 

8. 納付に必要な情報の取得（※２） 

9. 手続きにかかる費用の納付 

10. 納付申請の完了 

※１・・・複数の申請・届出を関連申請 ID として選択することで、纏めて納付申請を行うことも 

可能です。 

※２・・・費用に関する情報（件数など）に不備がない場合は、提出先から納付に必要な情報が 

発行されます。 

「電子納付」の場合は、電子納付に必要な納付番号等が発行されます。 

「電子納付以外」の場合は、納付用の台紙がダウンロード可能になります。 

いずれも発行を通知するメールが送信されます。 
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納付申請の手続きでは、「費用に関する補足」に加え、納付の対象となる登録や認可等の申請・届出

（関連申請ＩＤ）の選択欄や、手続の費用に関する件数等の入力欄が表示されます。 

必要事項を確認のうえ、ご入力ください。 

 

 
 

  

⑥ 

① ③ ② 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑤ 

④ 
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No 項目 必須 説明 

1 関連申請 ID 必須 納付の対象となる登録や認可等の申請・届出の申

請ＩＤを選択します。 

具体的な選択方法につきましては、「7.2.2.関連申

請 ID の選択」をご参照ください。 

2 関連申請完了日 - 選択した関連申請の申請完了日が表示されます。 

編集不可の項目です。 

3 関連申請手続名 - 選択した関連申請の手続名が表示されます。 

編集不可の項目です。 

4 手数料等手続費用

（円/件） 

- 選択した手続きの手続費用が表示されます。 

※手続によって、件数の単位（１名あたり、１店あ

たり、１枚あたり、等）が異なります。 

編集不可の項目です。 

5 件数（件） 必須 手続費用に関する件数を入力します。 

6 手数料等手続費用

合計（円） 

- 手続費用の合計が表示されます。 

編集不可の項目です。 

7 費用に関する補足 - 選択した手続きの費用に関する補足が表示されま

す。編集不可の項目です。 

8 納付方法 必須 「電子納付」、「電子納付以外」から選択します。 

9 振込者氏名（ｶﾅ） 「電子納

付」の場

合、必須 

半角ｶﾅのみで入力します。※小文字（ｬ､ｭ､ｮ､ｧ､ｨ､

ｩ､ｪ､ｫなど）は不可です。 

納付方法にて「電子納付」を選択されている場合

は、入力が必須となります。 

 

 

7.2.2. 関連申請 IDの選択 

 

虫眼鏡アイコンを押下します。 
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登録や認可等の申請・届出（完了済）の「申請 ID」一覧の画面が表示されます。 

納付の対象となる「申請 ID」を選択し、「選択」を押下します。 

 

 
 

選択した「申請 ID」の情報が自動入力されます。 

 
 

複数の申請・届出に対して、纏めて納付申請を行う場合は、「関連申請を複数指定する場合はチェッ

ク」にチェックを入れてください。設定欄が追加表示されます。（最大 30件まで選択可能です。） 

 

※ 同じ納付申請内では関連申請ＩＤを重複して選択することはできませんが、異なる納付申請では 

別の納付申請で選択した関連申請ＩＤを重複して選択することは可能です。 

 

※ 新規登録画面では、設定した関連申請ＩＤを削除することはできません。 

（一度設定した申請ＩＤを新規登録画面で選択しなおすことは可能です。） 

設定した関連申請ＩＤを削除する場合は、一時保存を行った上で画面を開き直して 

削除をお願いします。 
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7.3. 特定の申請書類の添付が必要な手続きの場合 

申請・届出時の手続選択において、特定の申請書類の添付が必要な手続きを選択した場合は、 

【添付ファイル補足】項目に添付が必要なファイル名が表示されます。 

当該手続では、申請・届出の提出時に指定されたファイルの添付が必須となります。 

※ 指定されたファイル名のファイルが含まれていれば、その他のファイル（ファイル名は任意）を 

複数添付することは可能です。 

 
※画面イメージ上に表示されているファイル名（括弧内「申請書類.xlsx」）は例です。 

実際は選択された手続きに応じて変化します。 

    

No 項目 説明 

1 添付ファイル補足メッセー

ジ 

選択した手続きにおいて、添付が必要となるファイル名が表示され

ます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

＜ご注意＞ 

 以下のファイル添付により当局側で申請が正常に受領できない可能性がありますので、 

 実施しないようお願いします。 

 ・ 同じファイル名のファイルを複数添付 

 ・ １ファイル 90MB以上のファイルを添付 

 ・ ファイル名に環境依存文字（丸数字など）を使用 



 

35 

指定されたファイルを添付しなかった場合は下記画面が表示され、提出することはできません。 

ファイル名の拡張子（大文字・小文字含む）まで含めてご確認ください。 

 

 
※画面イメージ上に表示されているファイル名（括弧内「申請書類.xlsx」）は例です。 

実際は選択された手続きに応じて変化します。 
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8. 申請の状況確認 

申請したデータの進捗状況を確認する方法について記載します。 

8.1. 申請の状況確認 

進捗状況確認方法 1.申請・届出一覧の確認 

2.申請案件の詳細確認 

 

1. 申請・届出一覧の確認 

 

申請・届出管理メニューから申請・届出管理を選択します。 

画面右側に、これまでに提出、一時保存した申請が一覧で表示されます。 

画面左側に、申請を絞り込むための項目が表示されます。 

※データ保存期間は、データ作成日から 1年間となります。 

また一覧のヘッダーではそれぞれの項目で昇順、降順の並び替えが可能です。 

申請案件別の詳細を確認する場合は、一覧に表示された各申請の申請 ID を押下してください。 

 

 
  

① ② 
③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ 
⑧ ⑩ 

⑨ 
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No 項目 説明 

1 申請 ID 申請 ID が表示されます。申請案件別の詳細を確認する場合はこちらを

押下してください。 

2 手続名 申請の手続名が表示されます。 

3 申請ステータス 申請のステータスが表示されます。 

4 受領確認 受領確認の要否が表示されます。 

5 作成日 申請の作成日が表示されます。 

6 申請日 申請を提出した日が表示されます。 

7 修正日 申請の修正日が表示されます。 

8 手続完了日 申請手続きが完了した日が表示されます。 

9 申請者 申請の作成者が表示されます。 

10 フィルタ機能 詳細は、【フィルタ機能の使用方法】をご参照ください。 
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【フィルタ機能の使用方法】 

 

  
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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No 項目 説明 

1 申請 ID 検索したい申請 ID を入力します。 

※詳細は【文字列による検索方法】をご参照ください。 

2 手続名 検索したい手続き名を入力します。 

※詳細は【文字列による検索方法】をご参照ください。 

3 申請ステータス 検索したい申請ステータスを選択します。複数選択も可能です。 

4 作成日 検索したい作成日の範囲を入力します。 

※詳細は、【日付の選択方法】をご参照ください。 

5 申請日 検索したい申請日の範囲を入力します。 

※詳細は、【日付の選択方法】をご参照ください。 

6 手続完了日 検索したい手続完了日の範囲を入力します。 

※詳細は、【日付の選択方法】をご参照ください。 

7 フィルターボタン 入力された条件で申請・届出一覧を検索し、結果を画面右側に表示し

ます。 

 

※任意の選択値でフィルター可能です。全ての値を選択・入力する必要はございません。 

 

【文字列による検索方法】 

部分一致検索を行うには、ワイルドカード文字のアスタリスク（*）を使用します。 

 

前方一致 検索文字列* 

後方一致 *検索文字列 

部分一致 *検索文字列* 

 

【日付の選択方法】 

日付の入力欄を選択すると、カレンダーが表示されるため、日付をクリック方式で選択できます。 

 
日付範囲において、開始日と終了日の両日を選択する必要はありません。 

開始日のみ選択した場合は、開始日以降、終了日のみ選択した場合は終了日以前の範囲で検索し

ます。 
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2. 申請案件の詳細確認 

申請案件の詳細を確認することができます。 

申請した案件のステータスやメッセージを確認してください。 

この画面で提出先から添付されたファイル（公文書など）をダウンロードすることができます。 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑩ 
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No 項目 説明 

1 申請 ID 申請 ID が表示されます。 

2 手続名 申請の手続名が表示されます。 

3 申請ステータス 申請のステータスが表示されます。 

4 申請者所属 申請者の所属が表示されます。 

5 申請者 申請者名が表示されます。 

6 郵便番号 申請者の郵便番号が表示されます。 

7 住所(漢字) 申請者の住所(漢字)が表示されます。 

8 住所(カナ) 申請者の住所(カナ)が表示されます。 

9 電話番号 申請者の電話番号が表示されます。 

10 メールアドレス 申請者のメールアドレスが表示されます。 

11 提出先 申請の提出先が表示されます。 

12 連名 連名の有無が表示されます。 

13 代理人 代理人の有無が表示されます。 

14 コメント&ファイル添付（ラベル） 添付されたファイルが表示されます。 

※詳細は【添付ファイルのダウンロード方法】をご参照くだ

さい。 

15 コメント&ファイル添付（ボタン） 申請に必要なファイルをアップロードします。 

※詳細は「9.申請ステータスに応じた操作」「1.一時保

存」をご参照ください。 

16 作成日 申請の作成日が表示されます。 

17 申請日 申請を提出した日が表示されます。 

18 受付日 申請が提出先によって受付された日が表示されます。 

19 差戻日 申請が提出先によって差戻された日が表示されます。 

20 承認日 申請が承認された日が表示されます。 

⑯ ⑰ 

⑱ ⑲ 

⑳ ㉑ 

㉒ 

⑮ 



 

42 

21 手続完了日 申請手続きが完了した日が表示されます。 

22 破棄日 申請が破棄された日が表示されます。 

 

 

【添付ファイルのダウンロード方法】 

 

青く表示されているファイル名をクリックしますと、 

自動的にファイルのダウンロードが開始されます。 
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8.2. 納付に関する情報 

8.2.1. 納付方法で「電子納付」を選択した場合 

手続きにかかる費用が納付されたことを当局職員が確認するまでは、申請ステータスは「受付済」のまま

となります。 

当局側の操作により発行された「納付番号」等は、画面にてご確認いただけます。また、システムから送

信される納付番号等発行通知メールでもご確認いただけます。 

 

 

    

No 項目 説明 

1 関連申請 ID 納付の対象となる登録や認可等の申請・届出の申請 ID が表示

されます。 

2 関連申請完了日 選択されている関連申請 ID の申請完了日が表示されます。 

3 関連申請手続名 選択されている関連申請 ID の手続名が表示されます。 

4 手数料等手続費用

（円/件） 

選択した手続名の手続費用が表示されます。 

⑫ 

⑭ ⑬ ⑮ 

⑩ 
⑪ 

⑨ 

③ ② 
① 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

⑧ 
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5 件数（件） 手続費用に関する件数が表示されます。 

6 手数料等手続費用合

計（円） 

手続費用の合計が表示されます。 

7 費用に関する補足 選択した手続に入力されている費用に関する補足が表示されま

す。 

8 納付方法 申請の納付方法が表示されます。 

9 振込者氏名（ｶﾅ） 振込者氏名（ｶﾅ）が表示されます。 

10 納付番号 納付番号が表示されます。 

11 確認番号 確認番号が表示されます。 

12 収納機関番号 収納機関番号が表示されます。 

13 納付金額（円） 納付金額（円）が表示されます。 

14 納付期限 納付期限が表示されます。 

15 納付状況 納付状況が表示されます。（未納付 または 納付済） 

※上記の No.10～No.12は Pay-easy（ペイジー）で納付を行う際に入力が必要となります 

 

「納付番号」等が未発行の場合 

 
 

「納付番号」等が発行された場合 

※ 赤枠で囲まれた、以下の 5項目に値が自動的に設定されます。 

 
 

手続費用が納付された場合 

納付状況の欄が「納付済」に更新されます。 

※ Pay-easy（ペイジー）で納付後、当画面に反映されるまで時間がかかる場合があります。 
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8.2.2. 納付方法で「電子納付以外」を選択した場合 

手続きにかかる費用が納付されたことを当局職員が確認するまでは、申請ステータスは「受付済」のまま

となります。 

当局側の操作により発行された納付用の台紙は、画面よりダウンロードできます。 

 

 

 
 

    

No 項目 説明 

1 関連申請 ID 納付の対象となる登録や認可等の申請・届出の申請 ID が表示

されます。 

2 関連申請完了日 選択されている関連申請 ID の申請完了日が表示されます。 

3 関連申請手続名 選択されている関連申請 ID の手続名が表示されます。 

4 手数料等手続費用

（円/件） 

選択した手続名の手続費用が表示されます。 

5 件数（件） 手続費用に関する件数が表示されます。 

6 手数料等手続費用合

計（円） 

手続費用の合計が表示されます。 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ ② 
① 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑩ 
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7 費用に関する補足 選択した手続に入力されている費用に関する補足が表示されま

す。 

8 納付方法 申請の納付方法が表示されます。 

9 納付用台紙のダウンロ

ード 

納付用台紙をダウンロードできます。 

ボタンを押下するとダウンロードを開始します。 

10 振込者氏名（ｶﾅ） 振込者氏名（ｶﾅ）が表示されます。 

11 納付状況 申請の納付状況が表示されます。 

 

 

納付用台紙が未発行の場合 

 
 

 

当局側の操作により納付用台紙が発行された場合 
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【納付用台紙について】 

赤枠で囲まれている部分はシステムにより自動入力されます。 

それ以外の項目は記入が必要となります。 

納付用台紙をご利用頂く場合、必要事項を記入の上、貼付欄に収入印紙または領収証書等を貼り

付けて、提出先に郵送ください。（納付用台紙のご利用は任意です） 
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２頁目 

※ 貼付欄が１頁に収まらない場合は、２頁目の納付用台紙を複写してご利用ください。 
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9. 申請ステータスに応じた操作 

9.1. 申請ステータスに応じた操作 

申請ステータスに応じた操作について記載します。 

 

本システムで取り扱うステータスの遷移表を記載します。 

 
 

本システムで取り扱うステータスの一覧を記載します。 

 

No ステータス名 内容 申請操作可否 

1 一時保存 入力中の申請が一時保存されている状態 可 

2 提出済 申請を提出した状態 可（※取下のみ） 

- 受付済 提出した申請が受付された状態 不可 

3 承認済 提出した申請が承認された状態 可（※受領確認が必要

な場合のみ） 

- 完了 提出した申請が完了した状態 不可 

4 差戻 提出した申請が差戻された状態 可 

- 破棄 提出した申請が破棄された状態 不可 

- 取下 申請を取下げした状態 不可 
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各ステータスにおいて、利用できる操作を記載します。 

 

No 操作名 処理内容 

1 一時保存 入力内容を保存し、入力操作を一時中断します。 

2 提出 入力内容を提出します。 

3 取下 提出した申請を取下します。 

ただしステータスが提出後から受付に変更されるまで、または差し戻し時とな

ります。 

4 削除 一時保存中の申請を削除します。削除すると、申請・届出一覧に表示され

ません。 

 

 

1. 一時保存 

一時保存した申請データを編集する場合は、［申請 ID］を押下し、申請詳細画面を開きます。 
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申請詳細画面にて、添付ファイルを追加する場合は、「コメント&ファイル添付」を押下します。 

 
 

コメント＆ファイル添付の画面が表示されます。 

※複数選択も可能です。（Ctrl キーを押しながら、ファイルを選択して下さい） 

※詳細画面からの複数ファイルの添付は、合計 300MB まで可能です。 

（１ファイルあたり 90MB 未満） 

※削除する場合、コメントが登録されているファイルを削除すると、コメントも同時に削除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要事項を入力して、「登録」を押下します。 

 
 

申請詳細画面より、「一時保存」「提出」「削除」の操作が可能です。 

  

＜ご注意＞ 

 以下のファイル添付により当局側で申請が正常に受領できない可能性がありますので、 

 実施しないようお願いします。 

 ・ 同じファイル名のファイルを複数添付 

 ・ １ファイル 90MB以上のファイルを添付 

 ・ ファイル名に環境依存文字（丸数字など）を使用 
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2. 提出済 

 

提出した申請データを操作する場合は、申請・届出一覧画面より該当の［申請 ID］を押下し、申請

詳細画面より操作して下さい。 

 

 
 

申請詳細画面より、「取下」の操作が可能です。 

 

※申請ステータスが「提出済」の場合のみ、取下が可能です。 
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3. 承認済（受領確認あり） 

 

承認された申請・届出のうち、申請者の受領確認が必要な場合があります。 

この場合、「承認通知（受領確認有）メール」が届きますので、下記手順に従って受領確認を行いま

す。 

 

※受領確認とは 

 承認済み申請について、申請者の受領状況を提出先が確認するための仕組みです。 

 受領確認の要否は、承認時に提出先が設定いたします。 

 申請者が承認済申請の受領確認を行うことで、提出先がその申請を完了することができます。 

 

承認された申請データの［申請 ID］を押下して、申請詳細より、受領確認を行います。 

受領確認が必要なデータは、一覧上の「受領確認」が「要」で表示されます。 

 
 

必要に応じて提出先からのコメントや添付ファイル等を確認いただき、受領確認済みのチェックボックスを

チェックし、「更新」ボタンを押下すると、申請が完了となります。 

 

※ 本対応を行わない場合、申請が完了しません。 
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4. 差戻 

 

差し戻された申請データを操作する場合は、申請・届出一覧画面より該当の［申請 ID］を押下し、

申請詳細画面より操作して下さい。 

 
 

申請詳細画面より、「提出」「取下」の操作が可能です。 

 

※ 必要に応じて「1 一時保存」と同じように添付ファイルを追加してください。 
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10. 管理者向け機能 

10.1. ユーザ一覧 

 

gBizID プライムユーザは、配下の gBizID メンバーのログイン実績を確認することができます。 

 

ユーザ管理を押下します。 

 
 

「電子申請・届出システム ログインの実績のあるユーザ一覧」が表示されます。 

 
 

No 項目 説明 

1 ユーザ一覧 ログインユーザと、配下の gBizID メンバーの[氏名][電子メール][部署][アカ

ウント種別][最終ログイン日時]が表示されます。 

ヘッダー行の各項目を押下すると、並び替えができます。 

2 検索ボックス 検索結果一覧上の値について文字列検索を行います。 

※詳細は、【文字列による検索方法】をご参照ください。 

3 ページング 検索結果が 10件以上の場合、ページングによってページを切り替えます。 

 

② 

①  

③ 
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10.2. 申請・届出一覧 

 

gBizID プライムユーザでログインしている場合、配下の gBizID メンバーの申請・届出一覧も表示されま

す。 

※配下の gBizID メンバーのデータは、参照のみ可能です。 
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【gBizID プライムユーザ自身の申請のみに絞り込む方法】 

 
 

申請 ID より、申請者を特定できる ID を確認します。（赤字の箇所（上４桁）を取得します。） 

 

【例】593320210316131216551 

 

申請 ID の欄に取得した番号を入力し、フィルターを押下します。 

申請者を絞り込んだデータが表示されます。 
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11. 通知メール一覧 

11.1. 通知メール一覧 

申請における各タイミングにおいて、登録されたメールアドレス宛に以下のメールが通知されます。 

メール受信と内容の確認をお願いします。 

 

通知メールの一覧を記載します。 

 

No 件名 送信タイミング 補足 

1 提出完了通知 申請者が「提出」ボタンを押下

したとき 

申請提出後に提出が完了したことを通知

するメールとなります。 

2 取下完了通知 申請者が「取下」ボタンを押下

したとき 

申請を取り下げたことを通知するメールと

なります。 

3 受付完了通知 提出先が申請を受付したとき 申請を受領し受付を開始したことを通知

するメールとなります。 

4 承認通知 提出先が申請を承認したとき 申請が承認されたことを通知するメールと

なります。 

5 承認通知（受

領確認有） 

提出先が申請を受領確認要

で承認したとき 

申請が承認されたもので、受領確認が必

要な場合に送信されるメールとなります。

申請・届出管理画面で当該申請を確認

し、受領確認の操作を行う必要がありま

す。 

6 手続完了通知 提出先が手続を完了したとき すべての手続が完了したことを通知するメ

ールとなります。 

7 差戻通知 提出先が申請を差戻したとき 提出した申請が差し戻しされたことを通知

するメールとなります。 

申請・届出管理画面より差し戻しされた

申請を確認する必要があります。 

8 手続破棄通知 提出先が申請を破棄したとき 申請が破棄されたことを通知するメールと

なります。 

9 納付番号等発

行通知 

電子納付に必要な納付番号

等が発行されたとき 

電子納付が可能になったことを通知するメ

ールとなります。 

10 納付用台紙発

行通知 

納付用の台紙が発行されたと

き 

申請案件の詳細画面から納付用台紙が

ダウンロード可能になったことを通知するメ

ールとなります。 
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次に、各通知メールのイメージを記載します。  ※内容は変更される可能性があります 

 

1. 提出完了通知のメールイメージ 

 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】提出完了通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて提出が完了いたしましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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2. 取下完了通知のメールイメージ 

 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】取下完了通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて取下げましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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3. 受付完了通知のメールイメージ 

 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】受付完了通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて受付けましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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4. 承認通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】承認通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて承認されましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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5. 承認通知（受領確認有）のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】承認通知（受領確認有） 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて承認されましたのでご連絡いたします。 

受領確認を行うため下記 URL にアクセスください。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 

 

 

  



 

66 

6. 手続完了通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】手続完了通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きが完了いたしましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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7. 差戻通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】差戻通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて、手続きが差し戻されましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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8. 手続破棄通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】手続破棄通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きが破棄されましたのでご連絡いたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXX 

**************************************************************** 
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9. 納付番号等発行通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】納付番号等発行通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて納付番号等の発行が完了しましたので電子納付をお願いいたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

＜電子納付情報＞ 

【収納機関番号】※収納機関番号が表示されます。※ 

【納付番号】※納付番号が表示されます。※ 

【確認番号】※確認番号が表示されます。※ 

【納付期限】※納付期限が表示されます。※ 

【納付金額】※納付金額が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

※新システムでの電子納付は、「ペイジー（Pay-easy）」収納サービスのご利用となります。 

 

*********************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXXX 

*********************************************************** 
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10. 納付用台紙発行通知のメールイメージ 

件名 【金融庁電子申請・届出システム】納付用台紙発行通知 

本文 ※これは、金融庁電子申請・届出システムからの通知です※ 

 

以下の手続きについて納付用台紙の発行が完了しましたのでご連絡いたします。 

画面より納付用台紙をダウンロードいただき、納付をお願いいたします。 

 

【申請 ID】※申請 ID が表示されます。※ 

【申請日】※申請日が表示されます。※ 

【手続名】※手続名が表示されます。※ 

【提出先】※提出先名が表示されます。※ 

 

詳細は下記 URL からご確認ください。 

URL:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

**************************************************************** 

このメールは自動配信のため、ご返信いただいても受付できません。 

手続やシステムに関する情報、お問い合わせ等は下記をご確認下さい。 

https://XXXXXXXXX 

**************************************************************** 

 


