
掲載項目一覧

掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

目次 目次 法務 法務

目次付録 目次付録 判決 判決

法令のあら 法令のあらまし 司法 司法

憲法改正 憲法改正 財政 財政

皇室典範 皇室典範 文教 文教

詔書 詔書 産業 産業

皇室令 皇室令 通運 通運

法律 法律 公労法争議 （労働）公労法に基づく争議行為の通知

政令 政令 調停案公表
（労働）調停又は仲裁の申請及び紛争調停案の
公表等

予算 予算 その他労働 その他の労働

予算外国庫 予算外国庫 労働 労働

勅令 勅令 国家試験 国家試験

閣令 閣令 公聴会 公聴会

閣令・省令 閣令・省令 総理府公告 総理府公告

条約 条約 内閣府公告 内閣府公告

最高裁規則 最高裁規則 郵政 郵政

中央省庁改 中央省庁等改革推進本部令 その他官庁 その他（官庁報告）

内閣官房令 内閣官房令 閣議決定事 閣議決定事項

官房・府令 内閣官房令・府令 国際収支状 国際収支状況

官・府・復 内閣官房令・府令・復興庁令 輸出信用状 輸出信用状接受高

官府復省令 内閣官房令・府令・復興庁令・省令 国庫歳入歳 国庫歳入歳出状況

官・府・省 内閣官房令・府令・省令 暦要項 暦要項

官房・復令 内閣官房令・復興庁令 その他資料 その他（資料）

官・復・省 内閣官房令・復興庁令・省令 帝国議会 帝国議会

官房・省令 内閣官房令・省令 地方自治事 地方自治事項

府令 府令 公企体事項 公共企業体事項

府令・復興 府令・復興庁令 公庫事項 公庫事項

府・復・省 府令・復興庁令・省令 弁護連事項 日本弁護士連合会事項

府令・省令 府令・省令 入札公告物 入札公告〔物品等・サービス一般〕

府省本部令 府令・省令・本部令 入札公告変 入札公告〔物品等・サービス一般〕の変更

復興庁令 復興庁令 入札公告訂 入札公告〔物品等・サービス一般〕の訂正

復興・省令 復興庁令・省令 入札公告取 入札公告〔物品等・サービス一般〕の取消

省・本部令 省令・本部令 入札公告建 入札公告（建設工事）

省令・規則 省令・規則 入札告建変 入札公告（建設工事）の変更

指令 指令 入札告建訂 入札公告（建設工事）の訂正

庁令・省令 庁令・省令 入札告建取 入札公告（建設工事）の取消

省令 省令 入札公告 入札公告

規則 規則 入札公変系 入札公告の変更・訂正・取消

庁令 庁令 入札公告他 その他（入札公告）

訓令 訓令 入札公示物 入札公示〔物品等・サービス一般〕

達 達 入札公示変 入札公示〔物品等・サービス一般〕の変更

告示 告示 入札公示訂 入札公示〔物品等・サービス一般〕の訂正

告示・公示 告示・公示 入札公示取 入札公示〔物品等・サービス一般〕の取消

予備費使用 予備費使用 入札公示建 入札公示（建設工事）

国会事項 国会事項 入札示建変 入札公示（建設工事）の変更

叙任及辞令 叙任及び辞令 入札示建訂 入札公示（建設工事）の訂正

人事異動 人事異動 入札示建取 入札公示（建設工事）の取消

叙位・叙勲 叙位・叙勲 入札公示サ
入札公示（建築のためのサービスその他技術的
サービス（建設工事を除く））

褒賞 褒賞 入札示サ変
入札公示（建築のためのサービスその他技術的
サービス（建設工事を除く））の変更

皇室事項 皇室事項 入札示サ訂
入札公示（建築のためのサービスその他技術的
サービス（建設工事を除く））の訂正

法施行通知 法律施行通知 入札示サ取
入札公示（建築のためのサービスその他技術的
サービス（建設工事を除く））の取消

官庁事項 官庁事項 公募入札サ
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示
（建築のためのサービスその他技術的サービス
（建設工事を除く））
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

公募入サ変
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示
（建築のためのサービスその他技術的サービス
（建設工事を除く））の変更

電気通共同
電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
（共同）

公募入サ訂
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示
（建築のためのサービスその他技術的サービス
（建設工事を除く））の訂正

電気通単独
電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
（単独）

公募入サ取
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示
（建築のためのサービスその他技術的サービス
（建設工事を除く））の取消

電気通信機 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示

公募型入札 公募型競争入札方式に係る手続開始の公示 電気通変更
電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
の変更

公募入札変
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示の
変更

電気通訂正
電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
の訂正

公募入札訂
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示の
訂正

電気通取消
電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
の取消

公募入札取
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示の
取消

医療技共同
医療技術製品及びサービスの調達予定の公示
（共同）

公募プロサ
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示（建築のためのサービスその他技術的サービ
ス（建設工事を除く））

医療技単独
医療技術製品及びサービスの調達予定の公示
（単独）

公募プサ変
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示（建築のためのサービスその他技術的サービ
ス（建設工事を除く））の変更

医療技術製 医療技術製品及びサービスの調達予定の公示

公募プサ訂
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示（建築のためのサービスその他技術的サービ
ス（建設工事を除く））の訂正

医療技変更
医療技術製品及びサービスの調達予定の公示
の変更

公募プサ取
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示（建築のためのサービスその他技術的サービ
ス（建設工事を除く））の取消

医療技訂正
医療技術製品及びサービスの調達予定の公示
の訂正

公募型プロ
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示

医療技取消
医療技術製品及びサービスの調達予定の公示
の取消

公募型プ変
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示の変更・訂正・取消

入札公告予 入札公告予定の公示

公募プロ変
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示の変更

入札公予系 入札公告予定の公示の変更・訂正・取消

公募プロ訂
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示の訂正

調達予定他 その他（調達予定）

公募プロ取
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示の取消

資料招請 資料提供招請に関する公表

入札公示 入札公示 資料招請変 資料提供招請に関する公表の変更

入札公示の 入札公示の変更・訂正・取消 資料招請訂 資料提供招請に関する公表の訂正

入札公示他 その他（入札公示） 資料招請取 資料提供招請に関する公表の取消

競争資格 競争参加者の資格に関する公示 意見招請 意見招請に関する公示

競争資格変 競争参加者の資格に関する公示の変更 意見招請変 意見招請に関する公示の変更

競争資格訂 競争参加者の資格に関する公示の訂正 意見招請訂 意見招請に関する公示の訂正

競争資格取 競争参加者の資格に関する公示の取消 意見招請取 意見招請に関する公示の取消

閲覧窓口 閲覧窓口等 提案要請 提案要請に関する公示

閲覧窓口変 閲覧窓口等の変更 提案要請変 提案要請に関する公示の変更

閲覧窓口訂 閲覧窓口等の訂正 提案要請訂 提案要請に関する公示の訂正

閲覧窓口取 閲覧窓口等の取消 提案要請取 提案要請に関する公示の取消

資格その他 その他（資格） 参加招請 参加招請に関する公示

入札予共同 入札公告（公示）予定の公示（共同） 参加招請変 参加招請に関する公示の変更

入札予単独 入札公告（公示）予定の公示（単独） 参加招請訂 参加招請に関する公示の訂正

入札予定 入札公告（公示）予定の公示 参加招請取 参加招請に関する公示の取消

入札予定変 入札公告（公示）予定の公示の変更 設計等提案 設計等提案書提出に関する公示

入札予定訂 入札公告（公示）予定の公示の訂正 設計提案変 設計等提案書提出に関する公示の変更

入札予定取 入札公告（公示）予定の公示の取消 設計提案訂 設計等提案書提出に関する公示の訂正

コンピ共同
コンピューター製品及びサービスの調達予定の
公示（共同）

設計提案取 設計等提案書提出に関する公示の取消

コンピ単独
コンピューター製品及びサービスの調達予定の
公示（単独）

招請その他 その他（招請）

コンピュー コンピュータ及びサービスの調達予定の公示 随意契約 随意契約に関する公示

コンピ変更
コンピューター製品及びサービスの調達予定の
公示の変更

随意契約変 随意契約に関する公示の変更

コンピ訂正
コンピューター製品及びサービスの調達予定の
公示の訂正

随意契約訂 随意契約に関する公示の訂正

コンピ取消
コンピューター製品及びサービスの調達予定の
公示の取消

随意契約取 随意契約に関する公示の取消
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

随意その他 その他（随意契約） 登記抹消 登記抹消

落札者共同 落札者等の公示（共同） 商業登記抹 商業登記抹消公告

落札者単独 落札者等の公示（単独） 商号登記抹 商号登記抹消公告

落札者等 落札者等の公示 有権者申出 有権者申出方

落札者等の 落札者等の公示 営利職公告
営利職業紹介業者営業保証金取戻しに関する
公告

落札者変更 落札者等の公示の変更 証券業公告 証券業者営業保証金取戻しに関する公告

落札者訂正 落札者等の公示の訂正 宅地建公告
宅地建物取引業者営業保証金取戻しに関する
公告

落札者取消 落札者等の公示の取消 割賦販公告 割賦販売業者営業保証金取戻しに関する公告

落札その他 その他（落札） 商品券公告
商品券発行業者営業保証金取戻しに関する公
告

報告公表等 報告（公表、統計の公表等） 家畜商公告 家畜商営業保証金取戻しに関する公告

報告公表変 報告（公表、統計の公表等）の変更 供託金払渡 供託金払渡し関係

報告公表訂 報告（公表、統計の公表等）の訂正 供託有価証
供託有価証券払渡請求に対する異議申出方公
告

報告公表取 報告（公表、統計の公表等）の取消 公示送法務 公示送達

調達機関 調達機関の窓口リスト 職権抹公告 職権抹消の公告

調達機関変 調達機関の窓口リストの変更 司法書士懲 司法書士懲戒処分

調達機関訂 調達機関の窓口リストの訂正 土地家屋調 土地家屋調査士懲戒処分

調達機関取 調達機関の窓口リストの取消 その他法務 その他（官庁公告・法務省）

報告その他 その他（報告） その他外務 その他（官庁公告・外務省）

その他調達 その他（政府調達） 特恵関税
特恵関税に関する特定特恵鉱工業産品等の輸
入額等の公告

その他会計 その他（官庁公告・会計検査院） 実務補習団 実務補習団体認定

日本学術会 日本学術会議会員選挙有権者名簿の縦覧 公認会公告 公認会計士懲戒処分公告

特定非営利
特定非営利活動促進法第10条第2項の規定に
よる公告

ダイヤ公告 ダイヤモンド売払公告

その他内閣 その他（官庁公告・内閣府） 投資顧仮配
投資顧問業者の営業保証金に係る仮配当表公
示

職員の免職 職員の免職（懲戒）処分 投資顧意見
投資顧問業者の営業保証金に係る権利の実行
に関する意見聴取会公示

その他公取 その他（官庁公告・公正取引委員会） 投資顧確知
投資顧問業者の営業所の所在地の確知等に係
る公告

その他警察 その他（官庁公告・警察庁） 証券会公告 証券会社に対する行政処分の公告

入札公防衛 入札公告 保険仲立人 保険仲立人保証金取戻し公告

無縁墳墓等 無縁墳墓等改葬公告 証票無財務 証票無効（財務省）

接収不動産 接収不動産関係 製造たばこ 製造たばこ小売定価公告

日本国とア
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約六条関係告示

貸金業者に 貸金業者に対する業務停止処分の公告

住宅防音区
住宅防音区域及び移転補償区域の指定等に関
する公告

外国為替及
外国為替及び外国貿易法第５５条の３第３項に
規定する届出者に関する事項の公告

指導公認会 指導公認会計士指定取消公告 投資顧問業 投資顧問業者営業保証金取戻し公告

実務補習団 実務補習団体認定取消公告 投資顧行政 投資顧問業者に対する行政処分の公告

公認会計士 公認会計士懲戒処分公告 投資顧取消 投資顧問業者の取消処分の公告

外国証券会 外国証券会社に対する行政処分の公告 投資顧権利 投資顧問業者の営業保証金に係る権利の実行

その他郵事 その他（官庁公告・郵事庁） その他財務 その他（官庁公告・財務省）

証券会社に 証券会社に対する行政処分の公告 前払式債権
前払式証票発行者の発行保証金に係る債権の
申出についての公示

その他金融 その他（官庁公告・金融庁） 前払式仮配
前払式証票発行者の発行保証金に係る仮配当
公示

その他総務 その他（官庁公告・総務省） 前払式配当
前払式証票発行者の発行保証金に係る配当表
公示

押収物還付 押収物還付公告 前払式意見
前払式証票発行者の発行保証金に係る権利実
行に関する意見聴取会公示

第三者所有 第三者所有物の没収関係 所在不明の 所在不明の貸金業者の公告

工場財団 工場財団 半期報告書
半期報告書等の提出を要しない者を指定する公
示

鉱業財団 鉱業財団 前払式取消 前払式証票発行者の登録の取消し

漁業財団 漁業財団 貨幣セット 貨幣セット販売価格公告

道路交財団 道路交通事財団 税理士公告 税理士に対する懲戒処分公告

自動車財団 自動車交通事業財団 物品税公告 物品税の販売業者証明書の無効公告

港湾運財団 港湾運送事業財団 証票無国税 証票無効（国税庁）

観光施財団 観光施設財団 公示送国税 公示送達（国税庁）
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

納税証明書 納税証明書の無効公告 その他農林 その他（官庁公告・農林水産省）

税理士法第
税理士法第８条第１項第１０号に規定する研修
の指定する公告

その他林野 その他（官庁公告・林野庁）

税理士７条
税理士法第７条第２項及び第３項に規定する認
定についての基準の公告

割賦第七条
割賦販売法施行令第七条第一項の規定に基づ
く公示

その他国税 その他（官庁公告・国税庁） 割賦営業廃
割賦販売法に基づく同法第３５条３の２の許可を
受けた者の営業廃止に関する公示

著作権不明 著作権不明の著作物の使用に関する裁定 割賦施債権
割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債
権の申出に関する公示

観測ロケッ 観測ロケット実験実施 割賦販債権
割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関す
る公示

法人設立許 法人設立許可取消処分公告 割賦販あっ
割賦販売法に基づく登録割賦購入あっせん業者
の営業廃止に関する公示

審査事由説 審査事由説明書 割賦販公告 割賦販売法第４３条第１項の規定に基づく公告

その他文科 その他（官庁公告・文科省） 割賦施公告
割賦販売法施行令第９条第１項の規定に基づく
公告

証書無文化 証書無効（文化庁） 割賦二六条 割賦販売法第二十六条の規定に係る公示

出品預証書 出品預証書無効 行政手続法 行政手続法第１５条第３項の規定による公告

協同組合日
協同組合日本放送作家組合著作物使用料規程
の一部変更要領

前払式特定
前払式特定取引業者の営業保証金及び前受業
務保証金の還付に係る権利の調査についての
意見聴取会の開催

社団法人日
社団法人日本文芸著作権保護同盟著作物使用
規程の一部変更

許可割賦販
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する
規則第４条の規定に基づく仮配当表の公示

その他文化 その他（官庁公告・文化庁） 新エネルギ
新エネルギー・産業技術総合開発機構の販売す
るアルコールの価格の認可公告

ＪＩＳ厚労 JIS表示許可工場（厚労省） ＪＩＳ経産 ＪＩＳ表示許可工場（経産省）

法人の所在 法人の所在不明理事への申出の催告 その他経産 その他（官庁公告・経産省）

土木建築工
土木建築工事等の一般競争参加資格審査につ
いて

鉱業１８９ 鉱業法第１８９条の規定による公告

証票無厚労 証票無効（厚生労働省） その他資源 その他（官庁公告・資源エネルギー庁）

公示送厚労 公示送達（厚生労働省） 公示送特許 公示送達（特許庁）

その他厚労 その他（官庁公告・厚労省） その他特許 その他（官庁公告・特許庁）

現物給与の 現物給与の価格を定める公示 建設業の営 建設業の営業の停止命令の公告

保険医療機
保険医療機関若しくは保険薬局の指定又は特
定承認保険医療機関の承認の取消し

建設業の許 建設業の許可の取消処分の公告

保険医又は 保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 不動産鑑定 不動産鑑定士に対する懲戒処分公告

国土調査法
国土調査法に基づく国土調査の成果の認証に
準ずる指定の公告

審理報告書 審理報告書提出の公示

土地改良事 土地改良事業計画の公告 ＪＩＳ国交 JIS表示許可工場（国交省）

土地改変更 土地改良事業計画の変更の公告 自動車の移 自動車の移転登録の登録抹消に関する公告

土地改完了 土地改良事業の工事完了の公告 自動車の登 自動車の登録の抹消に関する公告

土地改良役 土地改良区役員の退任及び就任の公告 自動車登無 自動車の登録番号の無効に関する公告

土地改連役 土地改良区連合役員の退任及び就任の公告 回送運転許 回送運転許可番号標の無効公告

土地改清就 土地改良区連合清算人の就任の公告 臨時運転許 臨時運転許可番号標の無効公告

土地改清退 土地改良区連合清算人の退任の公告 宅地建物取 宅地建物取引業法第６７条に基づく公告

土地改定款 土地改良区の定款変更認可の公告 積立式２９
積立式宅地建物販売業法第２９条の規定に基
づく公告

土地改連定 土地改良区連合の定款変更の公告 積立式３１
積立式宅地建物販売業法第３１条第１項の規定
に基づく公告

土地改解散 土地改良区の解散に係る公告 鉄道財成立 鉄道財団成立

土地改合弁 土地改良区の合弁認可公告 鉄道財催告 鉄道財団（催告）

土地改良区 土地改良区関係 鉄道財拡張 鉄道財団拡張

農用地工事 農用地整備事業の工事完了の公告 鉄道財用紙 鉄道財団用紙閉鎖

農用地変更 農用地整備事業実施計画の変更の公告 軌道財団催 軌道財団（催告）

農用地整備 農用地整備事業の公告 軌道財団拡 軌道財団拡張公告

農用地保全 農用地保全事業の工事完了の公告 軌道財団設 軌道財団設定公告

農用地換地 農用地整備事業における換地処分の公告 軌道財団用 軌道財団用紙閉鎖

農用地換計 農用地整備事業における換地計画の公告 軌道財団関 軌道財団関係

農地法施行 農地法施行令関係 基本測公告 基本測量関係事項公告

農地の買収
農地の買収前の所有者等への売払通知に代え
る公告

公共測量成 公共測量成果

換地計画の 換地計画の公告 解散命国交 解散命令

解散命農水 解散命令 公示送達 公示送達

建設事業の 建設事業の工事完了の公告 共同研究公 共同研究公募課題

直轄災害復 直轄災害復旧事業の工事完了公告 その他国交 その他（官庁公告・国交省）

国有財産売 国有財産売払公告 自動車検査
自動車の自動車検査証及び登録番号標の無効
に関する公告
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

証票無海上 証票無効（海上保安庁） その他除権 その他（除権判決関係）

その他海上 その他（官庁公告・海上保安庁） 破産包括禁 破産手続による包括的禁止命令

海難審判庁 海難審判庁公告 その他包禁 その他（破産手続包括的禁止命令関係）

その他海難 その他（官庁公告・海難審判庁公告） 破産保全管 破産手続による保全管理命令

環境省が実 環境省が実施するダイオキシン類関係 その他保管 その他（破産手続保全管理命令関係）

その他郵政 その他（官庁公告・郵政省） 破産宣告 破産宣告

証票無労働 証票無効（労働省） 破産宣告２ 破産宣告

公示送労働 公示送達（労働省） 破産宣告３ 破産宣告

その他建設 その他（官庁公告・建設省） 破産宣告４ 破産宣告

経済企画庁 経済企画庁 破産宣告５ 破産宣告

証票無効 証票無効 破産宣告及 破産宣告及び破産廃止

ＪＩＳ表示 ＪＩＳ表示許可工場 破産・審尋
破産宣告・破産廃止及び免責申立てに関する破
産者審尋期日

土地収用 土地収用 破産手開１ 破産手続開始

公判期日召 公判期日召喚の公示送達 破産手開２ 破産手続開始

その他環境 その他（官庁公告・環境省） 破産手開３ 破産手続開始

隊員の免職 隊員の免職（懲戒）処分 破産手開４ 破産手続開始

その他防衛 その他（官庁公告・防衛省） 破産手開５ 破産手続開始

その他防施 その他（官庁公告・防衛施設庁） 破産手開６ 破産手続開始

意思表示の 意思表示の公示送達 破産手開７ 破産手続開始

その他最裁 その他（官庁公告・最高裁判所） 破産手開８ 破産手続開始

その他送達 その他（公示送達関係） 破産手開９ 破産手続開始

相続財産管 相続財産管理人の選任 破産手開Ａ 破産手続開始

その他相１ その他（相続関係１） 破手開免１
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

相清及相主 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 破手開免２
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

その他相清 その他（相続清算） 破手開免３
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

相続権主張 相続権主張の催告 破手開免４
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

その他相続 その他（相続関係） 破手開免５
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

その他相２ その他（相続関係２） 破手開免６
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

産宣告禁治 禁治産宣告 破手開免７
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

産取消準禁 禁治産宣告取消 破手開免８
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

治産宣準禁 準禁治産宣告 破手開免９
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

治取消その 準禁治産宣告取消 破手開免Ａ
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

他禁治 その他（禁治産関係） 破手開免Ｂ
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意
見申述期間

公示催告 公示催告 破産手開廃 破産手続開始及び破産手続廃止

公示催告２ 公示催告 破開廃免１
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申
立てに関する意見申述期間

公示旧体裁 公示催告（旧体裁） 破開廃免２
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申
立てに関する意見申述期間

公示旧体２ 公示催告（旧体裁） 破産廃止 破産廃止

公示中更生 公示催告中更正 その他開始 その他（破産手続開始関係）

その他公示 その他（公示催告関係） 破産手廃止 破産手続廃止

失踪届出の 失踪に関する届出の催告 破産宣告並 破産宣告並びに同時廃止

失踪届出戦 失踪に関する届出の催告 破産取消 破産取消

失踪宣告 失踪宣告 破産手廃免 破産手続廃止及び免責許可決定

失踪宣戦 失踪宣告 破開取決確 破産手続開始の取消決定確定

失踪宣告取 失踪宣告取消 破産申立て 破産廃止の申立て

失踪宣戦取 失踪宣告取消 破産手廃申 破産手続廃止の申立て

その他失踪 その他（失踪関係） 破廃取決確 破産手続廃止の取消決定確定

除権判決 除権判決 その他破廃 その他（破産手続廃止関係）

除権決定 除権決定 破産終結 破産終結

除権旧体裁 除権判決（旧体裁） 破産手終１ 破産手続終結

除権旧体２ 除権決定（旧体裁） 破産手終２ 破産手続終結

除権中更生 除権判決中更正 破手終免１ 破産手続終結及び免責許可決定
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

破手終免２ 破産手続終結及び免責許可決定 強制和議認 強制和議認可

その他終結 その他（破産手続終結関係） その他和議 その他（和議関係）

小破産宣告 小破産宣告 特別清算開 特別清算開始

届一般期日 破産債権の届出期間及び一般調査期日 特別清算終 特別清算終結

届一般期間 破産債権の届出期間及び一般調査期間 特別清算協 特別清算協定認可

破債特期日 破産債権の特別調査期日 その他清算 その他（特別清算関係）

破債特期間 破産債権の特別調査期間 会社整理開 会社整理開始

その他調査 その他（破産債権調査関係） 会社整理終 会社整理終結

破産管選任 破産管財人選任 その他整理 その他（会社整理関係）

破産管変更 破産管財人変更 更生計画認 更生計画認可

破管財人変 破産管財人変更 更生計画変 更生計画変更認可

破管氏名変 破産管財人氏名変更 更生手続開 更生手続開始

その他破管 その他（破産管財人関係） 更生手続終 更生手続終結

破産管住所 破産管財人住所変更 更生手続廃 更生手続廃止

破産管事務 破産管財人事務所変更 その他更１ その他（更生関係１）

その他破１ その他（破産関係１） 関係人招集 関係人集会招集

債権者審尋
債権者集会招集及び免責申立てに関する破産
者審尋期日

関係人期日 関係人集会期日

最後配当に 最後配当に関する除斥期間 管財人選任 管財人選任

債権者招集 債権者集会招集 管財人辞任 管財人辞任

債権集会１ 債権者集会招集 管財人変更 管財人変更

債権集会２ 債権者集会招集 管財人死亡 管財人の死亡

債集招免１
債権者集会招集及び免責許可申立てに関する
意見申述期間

保全管選任 保全管財人選任

債集招免２
債権者集会招集及び免責許可申立てに関する
意見申述期間

保全管取消 保全管財人による管理人処分取消

その他債集 その他（債権者集会招集関係） 保全管命令 保全管財人による管理命令

債権者期日 債権者集会期日 その他更２ その他（更生関係２）

書面計算報 書面による計算報告 更生計認可 更生計画認可

書面計報免
書面による計算報告及び免責許可申立てに関
する意見申述期間

更生計不認 更生計画不認可

その他書面 その他（書面計算関係） 更生手開始 更生手続開始

債権者決議 債権者集会の決議に代わる決定 更生手開等 更生手続開始等

強制和議の 強制和議のための債権者集会期日 更手開取確 更生手続開始の取消決定確定

債権調特別 債権調査の特別期日 更生手廃止 更生手続廃止

債権調一般 債権調査の一般期日 更手廃取確 更生手続廃止の取消決定確定

その他破２ その他（破産関係２） 更生手終結 更生手続終結

免責申審尋 免責申立てに関する破産者審尋期日 更生包禁命 更生手続における包括的禁止命令

免責許可申 免責許可申立てに関する意見申述期間 更生包禁変 更生手続における包括的禁止命令変更

免責決定 免責決定 更生包禁取 更生手続における包括的禁止命令取消

免責許決定 免責許可決定 更生保管命 更生手続における保全管理命令

その他免許 その他（免責許可関係） 更生保管変 更生手続における保全管理命令変更

免責取消 免責取消 更生保管取 更生手続における保全管理命令取消

その他免取 その他（免責取消関係） 更生監命１ 更生手続における監督命令

免責決確定 免責決定確定 更生監命２ 更生手続における監督命令

免確・廃止 免責決定確定・破産廃止 更生監命変 更生手続における監督命令変更

免確・終結 免責決定確定・破産終結 更生監命取 更生手続における監督命令取消

免責許可 免責許可 更生権回復 更生会社の機関の権限回復

その他免責 その他（免責関係） 更生権回取 更生会社の機関の権限回復の取消

復権申立 復権申立 更生関集期 関係人集会期日

復権申立て 復権申立て 更生一般調 更生債権等の一般調査期間変更

その他復申 その他（復権申立て関係） 更生特別調 更生債権等の特別調査期間

復権決定 復権決定 更生関集等 関係人集会期日等

その他復権 その他（復権関係） その他企業 その他（企業担保関係）

復権許可 復権許可 その他船舶 その他（船舶関係）

その他復決 その他（復権決定関係） その他油損 その他（油濁損害関係）

和議認可 和議認可 包括的禁止 包括的禁止命令

和議開始 和議開始 包括禁命変 包括的禁止命令変更

免責決・確 免責決定及び免責決定確定 包括禁命取 包括的禁止命令取消

和議廃止 和議廃止 保全包括禁 保全管理命令及び包括的禁止命令

強制和議集 強制和議集会期日 保全管命変 保全管理命令
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

保全管命取 保全管理命令取消 再生手続廃 再生手続廃止

監督命令１ 監督命令 再生手取確 再生手続廃止の取消決定確定

監督命令２ 監督命令 再生計画取 再生計画取消

監督命令変 監督命令変更 その他再２ その他（再生関係２）

監督命令取 監督命令取消 監督再生認 監督命令変更及び再生計画認可

再生手開始 再生手続開始 再生計画１ 再生計画変更

再生開管理 再生手続開始及び管理命令 再生計画２ 再生計画変更決定

再生開債権 再生手続開始及び債権者集会招集 再生計画３ 変更再生計画認可

再生開取消 再生手続開始の取消決定確定 再生計画４ 再生計画変更計画認可

管理命令 管理命令 再生計画５ 再生計画変更認可

管理命令変 管理命令変更 再生廃止１ 再生手続廃止及び包括的禁止命令

管理命令取 管理命令取消 再生廃止２ 再生手続廃止及び保全管理命令

簡易再生 簡易再生 再生廃止３ 再生手続廃止及び保全管理命令の取消決定

同意再生 同意再生 再生廃止４
再生手続廃止・保全管理命令及び包括的禁止
命令

営業譲渡許
営業譲渡に関する株主総会の決議に代わる許
可

再生廃止５ 再生手続廃止及び監督命令変更

資減少再生
資本の減少等を定めた再生計画案の提出の許
可

再生廃止６ 再生手続廃止及び監督命令取消

再生債特別 再生債権の特別調査期間 再生棄却 再生手続棄却

再生債一般 再生債権の一般調査期間変更 小再手開始 小規模個人再生による再生手続開始

再生手債権 再生手続による債権者集会招集 小再開取確
小規模個人再生による再生手続開始の取消決
定確定

書面決議決 書面による決議に付する決定 小再債届変
小規模個人再生による再生債権の届出期間変
更

その他再１ その他（再生関係１） 小再債一般
小規模個人再生による再生債権の一般異議申
述期間変更

監査委員１ 監督委員事務所変更 小再債特別
小規模個人再生による再生債権の特別異議申
述期間

監査委員２ 監督委員の解任及び選任 小書決議決 小規模個人再生による書面決議に付する決定

監査委員３ 監督委員の辞任及び選任 小書決議２ 小規模個人再生による書面決議に付する決定

監査委員４ 監督委員変更 その他小１ その他（小規模再生関係１）

再生手監督 再生手続開始及び監督命令 小再計認可 小規模個人再生による再生計画認可

再生債務１
再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画
案の提出の許可

小再計不認 小規模個人再生による再生計画不認可

再生債務２
再生債務者の株式の取得等及び資本金の額の
減少等並びに募集株式を引き受ける者の募集
を定めた再生計画案の提出の許可

小再計取消 小規模個人再生による再生計画取消

再生債務３
再生債務者の資本金の額の減少等を定めた再
生計画案の提出の許可

小再手廃止 小規模個人再生による再生手続廃止

新株発行 新株発行を定めた再生計画案の提出の許可 小再手取確
小規模個人再生による再生手続廃止の取消決
定確定

資本減少３
資本の減少等を定めた再生計画変更計画案の
提出の許可

小再手免決 小規模個人再生による免責決定

事業譲渡
事業譲渡に関する株主総会の決議による承認
に代わる許可

その他小２ その他（小規模再生関係２）

募集株式１
募集株式を引き受ける者の募集を定めた再生
計画案の提出の許可

給再手開始 給与所得者等再生による再生手続開始

募集株式２
募集株式を引き受ける者の募集を定めた再生
計画案の提出の許可取消

給再開取確
給与所得者等再生による再生手続開始の取消
決定確定

再生計画案 再生計画案の一般調査期間 給再債届変
給与所得者等再生による再生債権の届出期間
変更

決議決定１ 決議に付する決定 給再債一般
給与所得者等再生による再生債権の一般異議
申述期間変更

決議決定２
再生計画の変更計画案を書面による決議に付
する決定

給再債特別
給与所得者等再生による再生債権の特別異議
申述期間

決議決定３ 決議に付する決定の取消決定 給再計意見
給与所得者等再生による再生計画案について
の意見聴取

決議決定４ 決議に付する決定及び債権者集会招集 その他給１ その他（給与再生関係１）

議決権行使
議決権行使の方法に関する定めの取消し及び
債権者集会招集

給再計認可 給与所得者等再生による再生計画認可

再生計画認 再生計画認可 給再計不認 給与所得者等再生による再生計画不認可

再生計画不 再生計画不認可 給再計取消 給与所得者等再生による再生計画取消

再生手続終 再生手続終結 給再手廃止 給与所得者等再生による再生手続廃止

再生廃意見 再生手続廃止のための意見聴取期日招集 給再手取確
給与所得者等再生による再生手続廃止の取消
決定確定

再生廃書面 再生手続廃止のための書面による意見聴取 給再手免決 給与所得者等再生による免責決定
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

その他給２ その他（給与再生関係２） 違法放置物 違法放置物件保管公示

外倒の承認 外国倒産処理手続の承認 職員免職処 職員の免職処分

外承取確定 外国倒産処理手続の承認決定の取消決定確定 教育職失効 教育職員免許状失効公告

外強執禁止 強制執行等禁止命令 教職取上げ 教育職員免許状取上げ処分公告

外承認管理 承認援助手続による管理命令 各種公社 各種公社

外承認保全 承認援助手続による保全管理命令 法人所在不 法人の所在不明理事への申出の催告

外承強制禁
外国倒産処理手続の承認及び強制執行等禁止
命令

行旅死亡人 行旅死亡人

外承管理命 外国倒産処理手続の承認及び管理命令 拾得物 拾得物

外強執管理
外国倒産処理手続の承認・強制執行等禁止命
令及び管理命令

換地計縦覧 換地計画の縦覧

外承の取消 外国倒産処理手続の承認の取消し 旅行申立て
旅行業者営業保証金の権利実行申立てに係る
公告

外承取取確
外国倒産処理手続の承認の取消しの取消決定
確定

旅行権利調
旅行業者営業保証金の権利調査のための意見
聴取会及び仮配当表に係る公告

その他外国 その他（外国倒産関係） 旅行権利実
旅行業者営業保証金の権利実行のための配当
表に係る公告

特殊法人等 特殊法人等 旅行配当実 旅行業者営業保証金の配当実施に係る公告

簡確手開１
簡易確定手続開始（当事者及び共通義務が単
数の場合）

その他地方 その他（地方公共団体公告）

簡確手開２ 簡易確定手続開始（共通義務が複数の場合） 合併公告１ 合併公告１

対届認期伸
対象債権の届出期間及び届出債権の認否期間
の伸長

合併公告２ 合併公告２

届債認期伸 届出債権の認否期間の伸長 合併公告 合併公告

簡確住名変 簡易確定手続申立団体の住所及び名称の変更 合併資本１ 合併並びに資本減少公告１

簡確団名変 簡易確定手続申立団体の名称の変更 合併資本２ 合併並びに資本減少公告２

簡確団住変 簡易確定手続申立団体の住所の変更 合併並資本 合併並びに資本減少公告

その他簡確 その他（簡易確定関係） 合併伴資本 合併に伴なう資本減少公告

共変裁異催 共有物の変更に係る裁判に関する異議の催告 合併株券提 合併につき株券等提出公告

共管裁異催 共有物の管理に係る裁判に関する異議の催告 新設分異議 新設分割に伴う異議申述の公告

所共持取裁
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関す
る異議の催告

吸収分異議 吸収分割に伴う異議申述の公告

所共持譲付
所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付
与の裁判に関する異議の催告

会社分株提 会社分割につき株券提出公告

所土建管催
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異
議の催告

吸収分割公 吸収分割公告

所土管異催 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 新設分割公 新設分割公告

所建管異催 所有者不明建物管理命令に関する異議の催告 営業譲受公 営業譲受公告

所有その他 その他 資本減少１
資本の減少等及び新株発行を定めた再生計画
案の提出の許可

共済組合 共済組合 資本減少２
資本の減少等及び募集株式の発行を定めた再
生計画案の提出の許可

その他共済 その他（共済組合） 資本減少 資本減少公告

独立理事就 独立行政法人理事就任関係 資減株券提 資本減少につき株券提出公告

独法財務表 独立行政法人財務諸表 資本準備金 資本準備金をもってする株式の消却公告

その他独法 その他（独立行政法人） 資本準備減 資本金及び準備金の額の減少公告

国大財務表 国立大学財務諸表 利益準備減 利益準備金減少公告

大共財務表 大学共同利用機関法人財務諸表 資本利益減 資本準備金及び利益準備金減少公告

その他大学 その他（国立大学・大学共同利用機関法人） 共同新設分 共同新設分割公告

その他特殊 その他特殊法人 組織変更公 組織変更公告

裁決の公告 裁決の公告 組織資本減 組織変更並びに資本減少公告

高速工事開 高速道路工事開始公告 効力発生変 効力発生日変更公告

その他 その他 株式併合提 株式併合につき株券提出公告

都道府県抽 都道府県公債抽せん公告 株分提出 株式分割につき株券提出公告

都道府県償 都道府県公債償還公告 株分割当日 株式分割による株式割当日公告

市公債抽せ 市公債抽せん公告 定款株券提 定款変更につき株券提出公告

市公債償還 市公債償還公告 株交換株提 株式交換につき株券提出公告

区公債抽せ 東京都区交付公債抽せん公告 株移転株提 株式移転につき株券提出公告

区公債償還 東京都区交付公債償還公告 株式交換公 株式交換公告

解散命令 解散命令 新株株券提 新株券発行につき株券提出公告

違駐車警察 違法駐車車両保管公示（警察） 合併資本減 （合併・資本減少）無効の提訴の公告

違駐車交安 違法駐車車両保管公示（交通安全協会） 解合名合資 解散公告（合名、合資会社）

違駐車公示 違法駐車車両保管公示 解散公告 解散公告（１回のみ）

積載物保管 積載物保管公示 解散公告１ 解散公告（１）
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掲載項目 詳細 掲載項目 詳細

解散公告２ 解散公告（２） 株式売渡提 株式等売渡請求につき株券等提出公告

解散公告３ 解散公告（３） 株主総会決 株主総会決議（取消・無効）の訴提起の公告

清算公告 清算公告 新株券交付 新株券交付請求に関する公告

破産宣告申 破産宣告申立の公告 農林商工債 （農林・商工）債権売出公告

資本金減少 資本金の額の減少公告 社債募集公 社債募集公告

準備金減少 準備金の額の減少公告 社債総額減 社債総額減額契約締結公告

配当公告 配当公告 担保変更追 担保変更・追加・追加変更公告

相続債権者 相続債権者受遺者への請求申出の催告 取締役関係 取締役会決議公告関係

所不土地供 所有者不明土地管理命令供託公告 社債権関係 社債権者集会召集公告関係

所不建物供 所有者不明建物管理命令供託公告 外国会社退
外国会社の全ての日本における代表者の退任
公告

所不土建供 所有者不明土地及び建物管理命令供託公告 訴提起関係 合併・資本減少等に係る訴提起の公告関係

管不土地供 管理不全土地管理命令供託公告 社債償還公 社債償還公告

管不建物供 管理不全建物管理命令供託公告 転換価格調 転換価格調整公告

管不土建供 管理不全土地及び建物管理命令供託公告 商標権の一 商標権の一部移転公告

不財産管供 不在者財産の管理命令供託公告 防災業務計 防災業務計画の修正要旨の公表について

相財産管供 相続財産管理人による供託公告 受託業務保 受託業務保証金取戻し公告

その他供託 その他供託公告 商工組合中 商工組合中央金庫公告

限定承認公 限定承認公告 防災業関係 防災業務

営業船舶譲 （営業・船舶）譲渡に関する異議申述公告 受託業関係 受託業務保証金取戻し公告関係

貸付金の借 貸付金の借入れに関する公告（電力会社） 家畜商営業 家畜商営業保証金取戻し公告

協定の変更 協定の変更等に関する公告（酒造組合） 割賦販売業 割賦販売業者営業保証金取戻し公告

日本におけ 日本における代表者変更公告 内航運送取 内航運送取扱業者営業保証金取戻し公告

株券提出不 株券提出不能に対する異議申述公告 旅行業者営 旅行業者営業保証金取戻し公告

所在不明株
所在不明株主の株式の競売又は売却に伴う異
議申述の公告

旅行営業共 旅行業者営業保証金取戻し公告（共同）

基準日設定 基準日設定につき通知公告 旅行業協会 旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

新株式取締 新株式発行に関する取締役会決議公告 割賦販関係 割賦販売業者営業保証金取戻し公告関係

第三者割当
第三者割当による新株式発行に関する取締役
会決

前払式関係
前払式特定取引業者営業保証金取戻し公告関
係

一単元決議
一単元の株式数の変更に関する取締役会決議
公告

信託業関係 信託受益権販売業者営業保証金取戻し公告

自己株処分 自己株式の処分に関する取締役会決議公告 投資業関係 投資顧問業者営業保証金取戻し公告

新株予約権 新株予約権発行に関する取締役会決議公告 旅行業者単 旅行業者営業保証金取戻し公告（単独）

新株発行公 新株式発行公告 旅行業者共 旅行業者営業保証金取戻し公告（共用）

新株割公１ 新株式割当日公告１ 旅行弁済共 旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告（共用）

新株割公２ 新株式割当日公告２ 旅行その他 旅行業その他公告

新株割公告 新株式割当日公告 有料職業紹 有料職業紹介事業保証金取戻し公告

株式名義書 株式名義書換停止公告 有料職業共 有料職業紹介事業保証金取戻し公告

定款変更通 定款変更につき通知公告 有料職業単 有料職業紹介事業保証金取戻し公告（単独）

株式併合通 株式併合につき通知公告 宅地建物単
宅地建物取引業者営業保証金取戻し公告（単
独）

株式分割通 株式分割につき通知公告 宅地建物共
宅地建物取引業者営業保証金取戻し公告（共
用）

株式無償通 株式等無償割当てにつき通知公告 宅地弁不動
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取戻
し公告（不動産保証協会）

株主割当通 株主割当ての株式等募集につき通知公告 宅地弁全国
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取戻
し公告（全国宅地建物取引業保証協会）

株式募集通 株式募集事項につき通知公告 その他公告 その他公告（その他）

株式交換通 株式交換につき通知公告 宅地建営業 宅地建物取引業者営業保証金取戻し公告

株式移転通 株式移転につき通知公告 宅地建営共 宅地建物取引業者営業保証金取戻し公告

事業譲受通 事業譲受けにつき通知公告 宅地建弁済
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取戻
し公告

譲渡制限提 株式譲渡制限設定につき株券提出公告 宅地建協会
宅地建物取引業（全国宅地建物取引業保証協
会）

全部取得提
全部取得条項付種類株式取得につき株券提出
公告

枠及行決算 決算公告（行）

取得条項提 取得条項付株式取得につき株券提出公告 その他枠付 その他の枠付公告

組織変更株 組織変更につき株券等提出公告 枠付公告公 枠付公告（公）

株式交換提 株式交換につき株券等提出公告 枠付公告併 枠付公告（決算とその他の併せ）

株式移転提 株式移転につき株券等提出公告 法人枠付公 法人枠付公告（決算とその他の併せ）
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掲載項目 詳細

枠付広告広 枠付広告（広）

公益法人決 公益法人決算公告

訂正公告 訂正公告

訂正公告会 訂正公告（会社用）

訂正扱店 訂正公告（扱店用）

訂正公告特 訂正公告（特殊法人用）

訂正特扱 訂正公告（特殊法人扱店用）

取消公告 取消公告

取消公告会 取消公告（会社用）

取消公告特 取消公告（特殊法人用）

広告 広告

決算公告枠 決算公告（枠）

決算法人枠 決算公告（法人枠）

その他会社 その他（会社等公・広告）

その他金商 その他公告（金融商品取引法）

その他法人 その他公告（法人法）

正誤１ 正誤１

正誤２ 正誤２（会社用）

正誤 正誤

記事正誤 記事正誤

お知らせ お知らせ

その他記事 その他の記事

その他宣伝 その他の宣伝

資料版 資料版記事

目録 目録記事
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