
お詫びと訂正 

「休眠担保権に関する登記手続と法律実務」（第 4刷まで） 

 

本書に、下記の誤りがございました。読者の皆様に深くお詫び申し上

げますとともに、謹んで下記のとおり訂正をさせていただきます。 

なお、第 4 刷の正誤表に掲載している誤りは，第 5 刷以降では訂正

しております。また，第 4 刷の正誤表に掲載している誤りは第 1 刷，

第 2 刷，第 3刷にも適用されます。 

日本加除出版株式会社 
 

記 

 

（第 4刷：2020年 2月） 

・目次ⅹⅹⅵ 下から 12行目 

（誤）抹消担保権抹消 ⇒ （正）休眠担保権抹消 

・目次ⅹⅹⅸ 下から 5行目 

（誤）公示催告で訴訟 ⇒ （正）公示送達で訴訟 

・17頁 フローチャート左側二つ目 

（誤）法人があるか ⇒ （正）法人であるか 

・17頁 フローチャート左側四つ目 

（誤）…、仮理事等と共同申請登記担保権者を訴える訴訟  

⇒ （正）…、仮理事等と共同申請（上記下線部分を削除） 

・23頁 下から 2行目，24頁 下から 13行目 

（誤）外国製 ⇒ （正）外国籍 

・103頁 「8  警察官の調査証明書を取得するには」上から 1行目 

105頁 「民生委員の証明書を取得するには」上から 4行目 

（誤） 住居している ⇒ （正） 居住している 

・107頁 「1  行方（所在）が知れないとは」上から 1行目 



・120頁 「3  供託利用の特例～とは」上から 1行目 

（誤）特例設立時 ⇒ （正）特例設定時 

・119頁 「１ 供託とは」１行目 

（誤） 振替国際 ⇒ （正）振替国債 

・146頁 下から 11行目 

（誤） 経過から推及すれば ⇒ （正） 経過から推測すれば 

・157頁 2000年 うるう年の枠 

（誤） （空白） ⇒（正） ★ 

・158頁 「■閏年（うるう年）のルール」箇所の上から 6行目 

（誤） （例）…2400年は平年であり、2月 29日はない 

⇒（正） （例）…2400年はうるう年であり、2月 29日がある。1900

年は平年であり、2月 29日はない。 

・190頁 上から 10行目，191頁 下から 1行目 

（誤） 開け… ⇒ （正） 空け… 

・192頁 上から 6行目・下から 3行目 

（誤） 特例改正時供託説明 ⇒ （正） 特例改正時供託解説 

・277頁 上から 4行目 

（誤） 何十年の前に ⇒ （正） 何十年も前に 

・281頁 上から 2行目 

（誤）債権者もしくは ⇒（正）債務者もしくは 

・339頁 上から 5行目 

（誤）採算人 ⇒（正）清算人 

・344頁 下から 8行目・9行目 

350頁 イの上から 1行目 

（誤）清算員 ⇒ （正） 清算人 

・346頁 「実務のポイント」【回答】上から 2行目 

（誤）採算結了登記 ⇒ （正）清算決了登記 

・346頁 下から 6行目 



（誤）決定代理人 ⇒ （正）法定代理人 

・356頁 下から 1行目 

（誤）清算人候補所 ⇒ （正）清算人候補者 

・361頁・362頁 「受書」記載例中 

（誤）清算人選人 ⇒ （正）清算人選任 

・373頁 「1 対応方法の概要」上から 1行目 

（誤）休眠担保権の設定権者 ⇒ （正）休眠担保権の担保権者 

・374頁 「（1）」上から 3行目 

（誤）で設立された ⇒ （正）に設立された 

・375頁 下から 6行目 

（誤）補償金 ⇒ （正）保証金 

・401頁 上から 4行目  

（誤）抹消担保権抹消 ⇒ （正） 休眠担保権抹消 

・411頁 上から 2行目 

（誤）弁済日の翌日⇒（正）弁済期日の翌日 

・425頁 下から 3行目 

（誤）民生員 ⇒ （正） 民生委員 

・434頁 「（3）休眠担保権の弁済期の調査」上から 7行目 

（誤）135頁参照 ⇒ 137頁参照 

・436頁 Q106 【回答】上から 5行目 

（誤）債権者兼設定者 ⇒ （正）債務者兼設定者 

・440頁 「実務のポイント」Q113 【回答】下から 2行目 

（誤）先例については 498頁 ⇒ （正）先例については 506頁 

・445頁 上から 8行目 

（誤）物件的登記請求権 ⇒ （正）物権的登記請求権 

・448頁 上から 8行目 

（誤）確立 ⇒ （正）確率 

・449頁 （ア）の上から 4行目・（イ）の上から 4行目 



（誤）債権者 ⇒（正）債務者 

・450頁 （4）の上から 11行目 

（誤）弁済日 ⇒（正）弁済期日 

・450頁 下から 5行目 

（誤）詳しくは 448頁参照。 ⇒ （正）詳しくは 437頁参照。 

・452 頁 下から 3 行目，453 頁 上から 10 行目・上から 15 行目，

458 頁 下から 6行目，493頁 下から 3行目 

（誤）公示催告 ⇒ （正）公示送達 

・453頁 「(2) 公示送達と…」 上から 3行目 

 458頁 「イ 代表者の…」 上から 7行目 

（誤）勝利判決 ⇒ （正）勝訴判決 

・454頁 上から 2行目 

（誤）被告は中断する。 ⇒（正）裁判は中断される。 

・454頁 上から 4行目 

（誤）…進行する（民訴 146 条） ⇒（正）…進行する（民訴 124 条） 

・455頁 「(2) 調書判決」 上から 3行目，507頁 上から8 行目・

上から 11行目・下から 10行目 

（誤）調停判決 ⇒ （正）調書判決 

・459頁 下から 5行目 

（誤）集結して ⇒ （正）終結して 

・460頁 上から 3行目 

（誤）実務上訴訟を記載 ⇒ （正）実務上訴状を記載 

・480頁 ≪例 78 訴状訂正の申立書≫ 

（誤）申立に趣旨 ⇒ （正）申立ての趣旨 

・494頁 「(2) 口頭弁論調書判決」 上から 3行目 

（誤）「別件目録」 ⇒ （正）「物件目録」 

 

（1刷～3刷：2016年 5月～2018年 7月） 



・250頁 下から 1行目 

（誤）･･･3／100として計算 ⇒（正）･･･100／3として計算 

・282頁 上から 9行目 

（誤）･･･債権者もしくは ⇒（正）･･･債務者もしくは 

・282頁 上から 10行目 

（誤）･･･20第 1項 5号） ⇒（正）･･･20第 1項 4号）。 

・455頁 （2）見出し・上から 2行目、(3)上から 5・8・10行目 

（誤）調停判決 調停判決書 ⇒（正）調書判決 調書判決書 

・147頁 表中 

昭和 29年 6月 15日～平成 12年 5月 31日    （利息） 

（誤）100円未満 （正）10万円未満 年 20％ 

（誤）100円以上 1000円未満 （正）10万円以上 100万円未満 年 18％ 

（誤）1000円以上 （正）100万円以上 年 15％ 

 

 

 

平成 12年 6月 1日～ （利息） 

（誤）100円未満 （正）10万円未満 年 20％ 

（誤）100円以上 1000円未満 （正）10万円以上 100万円未満 年 18％ 

（誤）1000円以上 （正）100万円以上 年 15％ 

 

 

 

以上 

 


