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更新履歴 

Ver 更新日付 内容 

1.00 2019/11/27 初版。 

お客様専用マイページ開設に伴い、申請方法の記述を変更。 

また、従来の申請マニュアル（Onestep 方式）、申請マニュアル（CSR 方

式）を統合。 

1.01 2020/9/16 EINS/PKI 事務局の問合せ E-mail アドレスを変更。 

1.02 2020/11/20 対象分野の拡大（全銀 TCP/IP 手順・広域 IP 網）。 

1.03 2021/6/8 ・申請方法判断チャートを追加 

・申請書類に関する説明を修正 

・審査開始のタイミングについて説明を追加 

・マイページから修正できる項目を拡大 

1.04 2022/12/1 ・申請の流れを修正 

・請求書送付先の選択項目を追加 

1.05 2023/3/22 ・請求書送付先などの文言修正 

1.06 2023/4/24 ・訂正依頼および問い合わせが多い箇所の強調 
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はじめに 

 

EINS/PKI for EDI とは、株式会社インテックが運営し経済産業省・流通システム標準化事業にて規定されたセキュリ

ティ規格（共通認証局 証明書ポリシー）に準拠する認証局（以下、本認証局）による証明書発行サービスです。 

 

本書では、EINS/PKI for EDIでの法人向け証明書の各種申請手順について説明いたします。申請者が個人事業主

の場合は申請方法が異なりますので、EINS/PKI 事務局までお問い合わせください。 

 

なお、EINS/PKI for EDI のご利用に当たりましては事前に 

・ EINS/PKI for EDI 認証局運用規程(CPS) 

・ EINS/PKI for EDI 利用者規約 

への同意が必要となります。 

上記の規程および規約は、EINS/PKI for EDI リポジトリ（以下の URL）にて公開しておりますのでご一読ください。 

・EINS/PKI for EDI リポジトリ：https://www.einspki.jp/site_repository/repository_edi/ 

 

また、本書で必要となる申請書等の各種帳票およびマニュアル等は EINS/PKI for EDI ユーザーサポートに公開して

おりますので必要に応じてダウンロードしご利用ください。 

・EINS/PKI for EDI ユーザーサポート：https://www.einspki.jp/support/manual_e/ 

 

本サービスのご利用に必要なブラウザにつきましては、以下の EINS/PKI 公式サイトをご確認ください。 

 ・EINS/PKI 公式サイト > よくある質問 > 「EINS/PKI サービスでサポートしている環境を教えてください。」 

 ： https://www.einspki.jp/new_faq/ 

 

 

  

https://www.einspki.jp/site_repository/repository_edi/
https://www.einspki.jp/support/manual_e/
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1 新規申請 

 

EINS/PKI for EDI で一度も証明書を発行したことがない場合、この章の手順で証明書申請を実施します。 

 なお、2019/11/27 以降に EINS/PKI for EDI にて証明書を発行している場合は、既にお客様専用マイページが構

築されております。5 章の各項目に従って証明書申請を行ってください。 

 

＜申請方法判断チャート＞ 
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1.1 申請の流れ 

1） サーバ証明書 

  申請組織 
株式会社インテック  

EINS/PKI 事務局・認証局 

CSR作成 

CSR送信 
Web申請受理 

※書類送付が必要な場合 
申請書（PDF） 

印刷 

申請書送付 

Web申請受理メール送信 

証明書 
インストール 

 

審査 

お電話にて申請内容の
確認をさせていただき
ます。 

メールにて証明書データ
を送信いたします。 

サーバ証明書 
発行、受信確認 

証明書受け取り 
（メール） 

 

※2022年 12月 1日より見積書・発注書の対応は
廃止となりましたので、Web 申請をもってご発注
と代えさせていただきます。 
Web申請があり次第、審査を開始いたします。 

Web申請実施 

書類送付

の有無 
必要あり 

必要なし 

本
書
に
て
説
明
し
て
お
り
ま
す 

受電 

申請書類受理 
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2） クライアント証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メールにて 
証明書発行用データ（利用者 ID 
および PIN）を送信いたします。 

お電話にて申請内容の
確認をさせていただき
ます。 

申請組織 

株式会社インテック  

EINS/PKI 事務局・認証局 

本
書
に
て
説
明
し
て
お
り
ま
す 

発
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
照
下
さ
い 

利用者証明書 
生成 

指定の URL にアクセス
し ID・パスワード入力 

利用者証明書の 
ダウンロード・確認 

 

利用者証明書 
発行 

サーバまたは PCへ
証明書をインストール 

 

証明書発行用 
データの送付 

受け取り 
（メール） 

 

※書類送付が必要な場合 申請書（PDF） 
印刷 

申請書送付 

Web申請実施 Web申請受理 

 

書類送付

の有無 

審査 

必要あり 

必要なし 

※2022年 12月 1日より見積書・発注書の対応は
廃止となりましたので、Web 申請をもってご発注
と代えさせていただきます。 
Web申請があり次第、審査を開始いたします。 

Web申請受理メール送信 

申請書類受理 

受電 

利用者証明書の
発行操作 
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1.2 証明書用途の確認 

法人向けの利用者証明書は 2種類ございますので、用途をご確認のうえお選びください。 

証明書の種類 用途 

サーバ証明書 

・ SSL サーバ認証・暗号化 

・ SSL クライアント認証 

・ メッセージ署名・暗号化 

ebXML/MS、EDIINT AS2 の各サーバ・クラ

イアント及び JX手順（SOAP-RPC)、全銀

TCP/IP 手順・広域 IP網サーバ 

クライアント証明書 

・ SSL クライアント認証 

・ メッセージ署名・暗号化 
JX手順（SOAP-RPC)、全銀 TCP/IP 手順・

広域 IP網クライアント 

 

1.3 組織種別と審査方法の確認 

1.3.1 組織種別 

組織種別 内容 

1.上場企業 申請時、日本国内の各証券取引所へ上場している企業 

2. TDB 登録企業 1.にあてはまらないが、申請時帝国データバンク（以下 TDB）に登録のある企業・法人。 

3.その他の組織 1.、2.のいずれも当てはまらない企業・法人。 

・ 証券コード検索     ： https://shikiho.jp 

 （東洋経済新報社様 四季報 ONLINE を利用しております） 

・ TDB 企業コード検索     ： https://www.tdb.co.jp/service/u/1000.jsp 

（帝国データバンク様 TDB 企業サーチ を利用しております） 

※どの組織種別に該当するか判別がつかない場合は EINS/PKI 事務局までお問い合わせください。 

 

1.3.2 審査方法 

Web 申請を実施する際、電話審査、公印審査のいずれかご希望の方式をご選択ください。 

審査方法の種類 審査内容 

電話審査 

申請組織に申請担当者が在籍していることを、お電話で確認させていただく審査方式で

す。 

・ 申請担当者と申請責任者を登録していただきます。 

・ 審査において、申請責任者様には、 

・ 「申請担当者様が申請組織に在籍していること」、 

・ 「申請担当者様が申請組織より権限を委譲された利用者証明書に関する連

絡窓口であること」 

を電話で確認させていただきます。 

・ Web申請のみで、登録申請書（原本）を作成いただく必要はありません。 

公印審査 

申請組織に申請担当者が在籍していることを、登録申請書（原本）で確認させていただく

審査方式です。 

・ 申請責任者をたてていただく必要はありません。 

・ Web 申請と併せて申請組織の公印を押印した登録申請書（原本）を作成、提出して

いただきます。 

※「その他の組織」は公印審査のみ選択可となっております。 

 

https://shikiho.jp/
https://www.tdb.co.jp/service/u/1000.jsp
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1.4 WEB申請手順 

1) ＜サーバ証明書のみ＞ 

サーバ証明書の申請には、事前にご使用になる WEB サーバ上での CSR 作成が必要です。CSR の作成方

法はサーバの種類によって異なりますので、作成手順はご使用になる各サーバのマニュアルをご参照ください。 

例として主要なサーバでの CSR ファイルの作成方法を下記 URLに掲載しております。 

・ Web サーバ証明書・CSR の生成 ： https://www.einspki.jp/support/manual_s/ 

ご利用中の環境で CSR が作成できない場合は、EINS/PKI 事務局までご連絡ください。 

 

作成時は以下の点にご注意ください。 

項目 内容 入力例 

設定項目 以下の項目をご入力ください。（*）は必須項目です 

・ FQDN（CN）（*） 

・ 組織名英字（0）（*） 

・ 部署名英字（OU） 

・ 都道府県英字（ST） 

・ 市区町村英字（L） 

・ 国英字（C）（*）（JP固定） 

 

・ （CN）：www.intec.co.jp 

・ （0）：INTEC I n c .  

・ （OU）：PKI Division 

・ （ST）：Tokyo 

・ （L）：Koto-ku 

・ （C）：JP 

使用可能文字 ・ 以下の文字種のみ使用可能です。 

・ FQDN（CN） 半角英数字(0～9,A～Z,a～z)、半角記号(ﾋﾟﾘｵ

ﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)) 

・ 組織名英字（0） 半角英数字(0～9,A～Z,a～z)、半角記号

(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｽﾍﾟｰｽ( )、ｺﾝﾏ(,)、ｼﾝｸﾞﾙｸｫｰﾃｰｼｮﾝ(')、

ｺﾛﾝ(:)、イコール(=) 

・ 部署名英字（OU）  同上 

・ 都道府県英字（ST） 同上 

・ 市区町村英字（L） 同上 

※ &、@ 等の記号は使用しないでください。ただし、CSR に反

映されない項目では使用可能です。 

＆はandに替えて入力して

ください。 

※E-mail アドレスは@が含

まれていますので、

CSR に反映される項目

には入力しないでくださ

い。 

鍵長 EINS/PKI for EDI では、鍵長は 2048bit 以上にする必要があり

ます。 

 

 

※ 作成された CSR ファイルおよび秘密鍵ファイルは、必ずバックアップファイルを作成し別の媒体にて保存し

てください。また、秘密鍵ファイルはセキュリティ上最も重要な情報が含まれていますので、メールで送付するな

ど、外部へ流出することがないように充分にご注意ください。 

https://www.einspki.jp/support/manual_s/
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2)  以下の URLへアクセスし、WEB 申請を行ってください。 

EINS/PKI forEDI 新規申請：https://www.einspki.jp/edi_apply/ediRegCertAdd/ 

 

3)  認証局運用規程・利用者規約同意画面が表示されます。 

 

クーポンを利用する場合はクーポン番号を入力してください。 

EINS/PKI for EDI 認証局運用規程（CPS）ならびに EINS/PKI for EDI 利用者規約の内容を確認し、「認証局

運用規程ならびに利用者規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「証明書情報を入力する」をクリックしてください。 

  

https://www.einspki.jp/edi_apply/ediRegCertAdd/
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4) 証明書情報入力画面が表示されます。 

＜サーバ証明書の場合＞ 

「サーバ証明書」を選択のうえ、1） で作成いただいた CSR を貼り付けてください。 

申請するサーバ証明書の FQDN（CN）の所有者を確認し、自社所有ドメインか他社所有ドメインかを選択して

ください。 

 

 

他社所有ドメインを選択した場合は、ドメイン所有者情報を入力し、「組織情報を入力する」をクリックしてくだ

さい。 

その際、下記の表の点にご注意ください。 
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項目名 内容 入力例 

FQDN（*） サーバ証明書の CN に記載する FQDN www.einspki.co.jp 

組織名（*） ドメイン名所有組織名 株式会社インテック HD 

組織代表者名（*） ドメイン名所有組織の代表者様のご氏名 

組織種別が「その他の組織」の場合 ： 

印鑑証明書および登記簿謄本記載の代表者様ご

氏名 

証明 次郎 

組織種別（*） 「1.3.1. 組織種別の確認」を参照し必ずいずれか 1

つを選択 
― 

証券コード 組織種別が「上場企業」の場合に入力 0000(4桁) 

TDB コード 組織種別が「TDB 登録企業」の場合に入力 000000000 (9桁) 

郵便番号（*）(半角数

字) 

ドメイン所有組織本店住所の郵便番号(半角数字)  136-8637 

本店住所（*） ドメイン名所有組織本店の住所 

組織種別が「その他の組織」の場合  ： 

登記簿謄本記載の本店住所 

富山県富山市牛島新町 5-5-3 

代表電話番号（*） ドメイン名所有組織の代表電話番号 076-444-8008 

 

http://www.einspki.co.jp/
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＜クライアント証明書の場合＞ 

「クライアント証明書」を選択のうえ、証明書情報を入力してください。その際、下記の表の点にご注意くださ

い。 

           

 

項目名 内容 入力例 

利用者名・英字（*）（CN） 

または組織名・英字（CN）

（*） 

証明書の「CN」に記載 

証明書利用者名・英字、または組織名・英字 

※組織名・英字にて登録する場合は、後続の 

「組織名英字（O）」と同一の情報をご入力ください。 

※利用者名・英字にて登録する場合は、「利用者

名・英字(CN)」「証明書利用者名」「証明書利用者

名かな」に同じ利用者の情報をご入力ください。 

 

※組織名・英字にて登録する場合 

Intec inc. 

※利用者名・英字にて登録する場合 

Shinsei Taro 
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◆使用可能文字：半角英数字(0～9,A～Z,a～z)、

半角記号(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｽﾍﾟｰｽ( )、ｺﾝﾏ(,)、ｽﾗ

ｯｼｭ(/)、丸括弧( () )、ｼﾝｸﾞﾙｸｫｰﾃｰｼｮﾝ(')、ｺﾛﾝ(:)  

64 文字まで 

利用者名・英字はヘボン式ローマ字にて入力 

部署名・英字（OU） 

証明書の「OU」に記載 

証明書に記載する利用者の所属部署名および部

署名・英字 

◆使用可能文字：同上 64 文字まで 

PKI Division 

組織名英字（O）（*） 

証明書の「O」に記載 

申請組織の商号・英字 

◆使用可能文字：同上 64 文字まで 

※新規申請時に設定後、変更はできません。ご注

意ください。 

Intec inc. 

都道府県・英字（ST） 

証明書の「ST」に記載 

証明書に記載する都道府県名・英字 

◆使用可能文字：同上 128 字まで 

Tokyo 

市区町村・英字（L） 

証明書の「L」に記載 

証明書に記載する市区町村名・英字 

◆使用可能文字：同上 128 文字まで 

Koto-ku 

国名英字(C) 

証明書の「C」に記載 

証明書に記載する国名・英字 JP(固定) 

利用者の E-mail アドレス

（E）（*）または 

申請組織のメーリングアド

レス（E）（*） 

証明書の「E」に記載 

証明書に記載する利用者 E-mail アドレスまたは法

人代表者の E-mail アドレス 

◆使用可能文字：半角英数字(0～9,A～Z,a～z)、

半角記号(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｱｯﾄﾏｰｸ(@)、ｱﾝﾀﾞｰｽ

ｺｱ(_)) 128 文字まで 

shinseitaro@intec.co.jp  

または pki@intec.cojp 

 

項目名 内容 入力例 

証明書利用者名（*） 証明書利用者の氏名または申請組織の商号 

◆全角で 20 文字まで 

 

申請 太郎 

または 

株式会社インテック 

証明書利用者名かな（*） 証明書利用者の氏名・かな、または申請組織の

商号・かな 

◆全角で 40 文字まで 

しんせい たろう 

または 

かぶしきがいしゃいんてっく 

※証明書利用者の氏名にて登録する場合は、「利用者名・英字(CN)」 「証明書利用者名」 「証明書利用者名かな」 に 

同じ利用者の情報をご入力ください。 
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5) ＜以下、サーバ・クライアント共通＞ 

組織情報入力画面が表示されます。 

CSR 作成時にご入力されたサーバ情報に誤りがないかご確認ください。 

※誤りがある場合、「修正」ボタンをクリックすると 4）の画面に戻ります。サーバ証明書の場合は正しい CSR

ファイルを再度作成していただき、貼り付けてください。 
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「1.3.1. 組織種別の確認」を参照し、組織種別を選択してください。 

各項目を入力のうえ、「申請担当者情報を入力する」をクリックしてください。 

その際、以下の点にご注意ください。 

 

  



                   EINS/PKI for EDI 証明書申請マニュアル（法人向け） 

 

 17 

 

項目名 内容 入力例 

組織名（*）（全角） 申請組織の商号 株式会社インテック 

証券コード(半角数字) 組織種別が「上場企業」の場合に入力 1234 (4 桁) 

TDB企業コード(半角数字) 組織種別が「TDB 登録企業」の場合に入力 123456789 (9 桁) 

組織代表者名（*）（全角） 申請組織の代表者様ご氏名 

【組織種別が「その他の組織」の場合】  

印鑑証明書および登記簿謄本記載の代表者様ご氏名 

代表一郎 

 

組織代表者名かな（*） 

（全角かな） 

申請組織の代表者様ご氏名・かな 

【組織種別が「その他の組織」の場合】  

印鑑証明書および登記簿謄本記載の代表者様ご氏名 

だいひょういちろう 

 

郵便番号（*）(半角数字) 申請組織本店住所の郵便番号(半角数字)  136-8637 

本店住所（*）（全角） 申請組織本店の住所（都道府県からご入力ください） 

【組織種別が「上場企業」の場合】  

 四季報に掲載の本店住所 

【組織種別が「TDB登録企業」の場合】  

 帝国データバンク(TDB)に掲載の本店住所 

【組織種別が「その他の組織」の場合】  

 印鑑証明書および登記簿謄本記載の本店住所 

東京都江東区新砂 1-3-3 

代表電話番号（*） 申請組織の代表電話番号 

【組織種別が「上場企業」の場合】  

 四季報に掲載の代表電話番号 

【組織種別が「TDB登録企業」の場合】  

 帝国データバンク(TDB)に掲載の代表電話番号 

【組織種別が「その他の組織」の場合】  

 印鑑証明書および登記簿謄本記載の代表電話番号 

03-3649-1111 
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6) 申請担当者情報入力画面が表示されます。 

 

 

申請担当者様は「申請組織に所属し、申請組織より権限を委譲され、証明書の取得申請、および取得後に

おける連絡窓口となる方」をご登録ください。 

※後の審査で、申請担当者様にはお電話にて証明書情報の確認をさせていただきます。 

各項目を入力してください。その際、以下の点にご注意ください。 
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項目名 内容 入力例 

申請担当者名（*）（全角） 申請担当者様ご氏名 申請太郎 

申請担当者名かな（*） 

（全角かな） 

申請担当者様ご氏名・かな しんせいたろう 

所属部署（*）（全角） 申請担当者様の所属部署名 PKI サポート部 

郵便番号（半角数字） 申請担当者様の勤務先郵便番号 221-8520 

勤務先住所（全角） 申請担当者様の勤務先住所 

（都道府県からご入力ください） 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町

１－１－２５テクノウェイブ１００ 

E-mail アドレス（*） 

（半角数字） 

申請担当者様への証明書データの送付およ

びご連絡用 E-mail アドレス 

◆使用可能文字：半角英数字(0～9,A～Z,a

～z)、半角記号(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｱｯﾄﾏｰｸ

(@)、ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ( _ )) 

※メーリングリスト等も設定いただけます。 

shinsei_taro@intec.co.jp 

発行通知 E-mail アドレス 

（サーバ証明書のみ） 

(半角英数字) 

上記 E-mail アドレスと、発行通知を受信した

い E-mail アドレスが違う場合に入力してくだ

さい 

◆使用可能文字：半角英数字(0～9,A～Z,a

～z)、半角記号(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ(.)、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｱｯﾄﾏｰｸ

(@)、ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ( _ )) 

einspki@support.eins.ne.jp 

 

 

項目名 内容 入力例 

申請担当者様確認用電話番号 

（*） 

申請担当者様につながる電話番号 

（審査の過程でお電話いたします） 

03-5665-5100 
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7) 証明書料金請求先の情報を入力してください。 

 

   

※「証明書料金の支払いは、申請組織とは別の組織が行います」を選択した場合の入力項目 

 
 

各項目を入力してください。その際、以下の点にご注意ください。 

項目名 内容 入力例 

証明書料金請求先について（*） インテックへ証明書料金の支払いを行う組

織をご選択ください。 
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   ※「証明書料金の支払いは、申請組織とは別の組織が行います」を選択した場合のみ 

項目名 内容 入力例 

組織名（*） 証明書料金請求先の組織名 株式会社インテック 

部署名（*） 証明書料金請求先の部署名 システム部 

担当者氏名 証明書料金請求先の担当者氏名 インテック次郎 

証明書料金請求先郵便番号（*） 証明書料金請求先の郵便番号 136-8637 

証明書料金請求先住所(番地ま

で) （*） 

証明書料金請求先の住所 

※番地までご入力ください。 

東京都江東区 1-3-3 

E-mail アドレス（*） 証明書料金請求先担当者の E-mail アドレ

ス 

※本項目は申請受付メールを送付する際

の送信先アドレスとなり、請求書の送付は

原本の郵送となります。 

jirou-i@intec.co.jp 

電話番号（*） 証明書料金請求先の電話番号 03-5665-5110 

 

 

8)  EDI 通信ソフトウェア名を入力し、「審査方法を選択する」をクリックしてください。 

   

 

項目名 内容 入力例 

EDI 通信ソフトウェア名 ご利用予定の EDI通信ソフトウェア名  
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9) 審査方法選択画面が表示されます。 

 
審査方法を選択してください。詳細は「1.3.2. 審査方法の確認」をご参照ください。 

電話審査を選択された場合は、申請責任者情報を入力してください。申請責任者様は「申請組織に在籍する、

申請担当者とは別の方」をご登録ください。 

「入力した情報を確認する」をクリックしてください。 

 



                   EINS/PKI for EDI 証明書申請マニュアル（法人向け） 

 

 23 

 

10)  入力情報確認画面が表示されます。 

訂正される場合は各項目の「修正」ボタンをクリックし修正を行ってください。 

各項目を確認のうえ、「上記内容で申請を実施する」をクリックしてください。 

 

11) 申請完了画面が表示されます。 

 

＜上記画像はサーバ証明書/ 他社ドメイン（その他組織）/ 申請組織（その他組織）/ 公印審査を選択した場合＞ 
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「申請方法で公印審査を選択した」、または「サーバ証明書申請時に他社所有のドメインを使用した」場合、

書類の送付が必要になります。画面の案内に従って申請書の PDF ファイルをダウンロードし、EINS/PKI 事務

局までお送りください。詳細は以下「1.5」 ～「1.8」をご参照ください。 

※申請書類はこのページのほか、マイページからもダウンロードいただけます。 

 申請担当者登録申請書：トップ＞「申請担当者情報」＞申請担当者名をクリック 

 ドメイン使用許諾証明書：トップ＞「サーバ証明書」＞申請番号をクリック 

 

マイページへのログイン方法は「3.お客様専用マイページについて」をご参照ください。 

案内が表示されなかった場合、書類送付の必要はありません。 

 

12)  申請担当者様宛に申請受付メールが送信されますので、ご確認ください。 
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1.5 （電話審査の場合）申請責任者について 

電話審査を選択された場合、申請担当者様に加え、申請責任者様にもお電話をさせていただきます。お電話での確

認が取れませんと審査を完了することができませんのでご注意願います。 

申請責任者様への確認事項は以下の二つとなります。 

・ 申請担当者様が申請組織に在籍していること 

・ 申請担当者様が申請組織より権限を委譲された、利用者証明書に関する連絡窓口であること 

※申請担当者様への確認事項は「2.1.お電話での確認」をご参照ください。 

※申請責任者への電話確認は、証明書新規申請時のほか、証明書更新申請時および申請担当者の変更時等に

実施いたします。 

 

1.6 申請書類について 

公印審査を選択された場合、申請組織の組織種別に応じて申請書類を送付してください。 

 

＜サーバ証明書、自社所有ドメイン＞ 

 

＜サーバ証明書、他社所有ドメイン＞ 

*1印鑑証明書・登記簿謄本は、ドメイン所有組織のものを提出する。 

*2印鑑証明書・登記簿謄本は、申請組織のものを提出する。 

*3印鑑証明書・登記簿謄本は、申請組織のものとドメイン所有組織のもの、2 組を提出する。 

  

組織種別 審査方式 申請担当者登録申請書 印鑑証明書・登記簿謄本*1 

上場・TDB 登録 電話 － － 

上場・TDB 登録 公印 ○ － 

その他 公印 ○ ○ 

組織種別 審査方式 
ドメイン所有組織

の種別 

申請担当者登録

申請書 

印鑑証明書・登記簿謄

本*1 

ドメイン使用許諾証明

書 

上場・TDB 登録 電話 上場・TDB 登録 － － ○ 

上場・TDB 登録 電話 その他 － ○*1 ○ 

上場・TDB 登録 公印 上場・TDB 登録 ○ － ○ 

上場・TDB 登録 公印 その他 ○ ○*1 ○ 

その他 公印 上場・TDB 登録 ○ ○*2 ○ 

その他 公印 その他 ○ ○*3 ○ 
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＜クライアント証明書＞ 

 

1.6.1 申請担当者登録申請書 

審査方式「公印審査」を選択されたとき、提出いただく書類です。 

web 申請完了後、マイページより申請担当者登録申請書をダウンロードし、内容をご確認ください。出力内容が適

切でない場合はマイページからデータを修正し、再度申請書をダウンロードしてください。データの修正方法は「5.7. 

申請担当者情報の確認・修正」をご参照ください。 

内容に問題が無ければ、下記の項目を入力・捺印の上送付先住所までご送付ください。 

項目名 内容 入力例 

社印（社名入り）（*） 社名入りの印鑑または実印 

組織種別が「その他の組織」の場合 ： 登記印 

二重押し、ぶれ、かすれ、にじみなどにより印影の判別に

支障をきたすことがないように捺印ください。 

― 

申請担当者印（*） 申請担当者様の個人印 

※浸透印（シャチハタ等）、ゴム印不可 

二重押し、ぶれ、かすれ、にじみなどにより印影の判別に

支障をきたすことがないように捺印ください。 

― 

旧契約コード 旧申請システムの契約コード 

※申請方法変更前に証明書を発行いただいている場合 
9000000001 

 

1.6.2 印鑑証明書・登記簿謄本 

組織種別「その他の組織」の実在性を確認するため提出いただく書類です。 

送付いただく封筒の消印日付より 3 ヶ月以内（同日日付を含む）に発行された原本をご提出ください。 

ドメイン所有組織が「その他の組織」の場合もご提出いただきます。また、組織種別「TDB 登録企業」の場合でも、

組織情報詳細が検索できない等の理由により、「その他の組織」としてドメイン使用許諾証明書の再提出および登

記簿謄本・印鑑証明書のご提出をあらためてご依頼させていただく場合があります。 

 

  

組織種別 審査方式 申請担当者登録申請書 印鑑証明書・登記簿謄本*1 

上場・TDB 登録 電話 － － 

上場・TDB 登録 公印 ○ － 

その他 公印 ○ ○ 
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1.6.3 ドメイン使用許諾証明書 

web 申請完了後、マイページよりドメイン使用許諾証明書をダウンロードし、内容をご確認ください。出力内容が適

切でない場合はマイページからデータを修正し、再度申請書をダウンロードしてください。データの修正方法は「5.1. 

申請内容の確認・変更」をご参照ください。 

内容に問題が無ければ、下記の項目を入力・捺印の上送付先住所までご送付ください。 

項目名 内容 入力例 

社印押印日（*） ドメイン使用許諾証明書に社印を押印した年月日 

※作成日付が送付いただく封筒の消印日付より 3 ヶ月以

内のドメイン使用許諾証明書をご提出ください 

2018年 10月 1 日 

社印（社名入り）（*） 社名入りの印鑑または実印 

組織種別が「その他の組織」の場合 ： 登記印 

二重押し、ぶれ、かすれ、にじみなどにより印影の判別に

支障をきたすことがないように捺印ください。 

― 

 

1.7 申請書の送付 

申請書への捺印および必要書類の準備ができましたら、全ての書類を同封し申請組織より EINS/PKI 事務局まで

送付ください。重要書類の送付となりますので配達状況を追跡確認できる簡易書留または宅配便のご利用を推奨い

たします。 

なお、申請書類は審査が完了しましても返却いたしませんのでご注意ください。 

また、今後の内容確認のため、送付前に必ず申請書類の控えを取り保管してください。 

 

申請書の送付先 

    

  

〒221-8520 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1-1-25 テクノウェイブ 100  

(株)インテック EINS/PKI 事務局行 

TEL: 050-5828-7035 
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2 審査の実施 

2.1 審査開始について 

 EINS/PKI 事務局にて以下 2項目の完了を確認次第、審査を開始いたします。 

 必要事項の記入・押印済の申請書類が EINS/PKI 事務局まで到着している 

 web 申請が実施されている 

 

2.2 お電話での確認 

申請内容について、本認証局にて審査を行います。 

審査では電話審査・公印審査いずれの場合でも申請担当者様へお電話にて申請内容等の確認をさせていただきま

すのでご対応をお願いいたします。 

確認事項は以下となります。 

・ 申請を行った担当者様ご本人であること 

・ 申請担当者印がゴム印・浸透印（シャチハタ等）でないこと 

・ EDI 用の電子証明書の申請で間違いないこと 

・ （サーバ証明書のみ）申請した FQDN に間違いがないこと 

・ （サーバ証明書のみ）秘密鍵のバックアップを実行していること 

・ 今後の手順のご説明 

【注意】 

・ お電話での確認が取れませんと審査を完了することができませんのでご注意願います。 

詳しくは下記の EINS/PKI 事務局までお問い合わせください。 

       

 

2.3 （サーバ証明書のみ）ドメインの確認 

申請されたドメインの所有者について、Whois（IP アドレスやドメイン名の登録者に関する情報を参照できるサービ

ス）を利用して確認を行います。 

所有者情報が非開示に設定されておりますと、ドメイン所有者の確認が取れず、審査を完了することができませ

ん。あらかじめ Whois の情報を開示いただきますよう、お願いいたします。 

開示が困難な場合は、EINS/PKI 事務局までお問い合わせください。 

 

EINS/PKI 事務局 

E-mail Address ： einspki_foredi_support@intec.co.jp 

TEL ： 050-5828-7035 （平日 ＜土・日、祝祭日以外＞ 9:00～17:00）  
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2.4 申請内容の確認 

 Web 申請の内容、また送付書類がある場合は書類の内容について、審査を行います。 

※審査にて不備が発見された場合は、申請内容の訂正、申請書類の再提出等をご依頼しますのでご了承くだ

さい。 

 

2.5 審査結果通知と証明書の発行・インストール 

2.5.1 サーバ証明書 

審査完了後、本認証局より、メール（件名 ： EINS/PKI for EDI 証明書発行のお知らせ）にて証明書データを送

付し、また、お電話にて証明書データの送付をご連絡させていただきます。 

証明書データをお受け取りになりましたら、証明書のインストールを行って下さい。詳細は下記 URL をご参照くだ

さい。 

Web サーバ証明書・インストール手順：https://www.einspki.jp/support/manual_s/ 

 

2.5.2 クライアント証明書 

審査完了後、本認証局より、メールを 2 通送付いたします（件名 ：EINS/PKI for EDI 証明書発行用 URL および

証明書発行用データ送付のお知らせ、EINS/PKI for EDI 送付ファイル パスワードのお知らせ）。 

添付ファイルの ID とパスワードを使用し、所定のページにて証明書を発行してください。 

証明書データをお受け取りになりましたら、証明書のインストールを行って下さい。詳細は「証明書発行マニュアル」

をご参照ください。 

発行申請マニュアル：https://www.einspki.jp/repository_files/PN-E304.pdf 

  

https://www.einspki.jp/support/manual_s/
https://www.einspki.jp/repository_files/PN-E304.pdf
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3 お客様専用マイページについて 

 

マイページにて可能な操作 

新規申請（アカウント作成）を実施いただいた後は、お客様専用マイページにログインいただけます。 

お客さま専用画面では以下の確認・申請作業などを実施できます。 

 

・サーバ証明書 / クライアント証明書 

・申請内容の確認・修正 

・追加申請 

・更新申請 

・再発行申請 

・失効申請 

・組織情報 

・組織情報の確認・修正 

・申請担当者情報 

・申請担当者情報の確認・修正 

 ・申請担当者の変更 
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4 ワンタイムパスワードについて 

 

お客様専用のマイページにログインするには、ID とパスワードが必要になります。 

一度使用されたワンタイムパスワードは無効となるため、マイページにログイン実施の都度取得が必要となりま

す。またワンタイムパスワードは取得後 24 時間お使いにならないと無効となります。 

 

以下の URLへアクセスし、ワンタイムパスワードを取得してください。 

https://www.einspki.jp/edi_mypage/ediMyPagePassGet/ 

 

1) 「ログイン ID」「申請担当者のメールアドレス」をご入力のうえ、「ワンタイムパスワード取得」をクリックしてくださ

い。 

※「ログイン ID」は初回申請完了時に、メールにて通知しております。 

       

 

2) 申請担当者様のメールアドレス宛に、ワンタイムパスワードが通知されます。 

 

※ログイン ID、もしくはメールアドレスをお忘れの方は「ログイン ID もしくはメールアドレスを確認する」をクリック

し、お問い合わせフォームからご確認ください 

  

https://www.einspki.jp/edi_mypage/ediMyPagePassGet/
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5 各種申請手続き 

 

所定の URLからマイページにアクセスして下さい。 

 

1)  「ログイン ID」「ワンタイムパスワードパスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

※マイページにログイン実施の都度、取得が必要となります。詳細は「4．ワンタイムパスワードについて」を

ご参照ください。 

2)  マイページのトップ画面が表示されます。 

 
 「TOP」   トップ画面に戻ります。 

「サーバ証明書」 サーバ証明書の各種申請、申請内容の確認・修正ができます。 

「クライアント証明書」 クライアント証明書の各種申請、申請内容の確認・修正ができます。 

「組織情報」   組織情報の確認・修正ができます。 

「申請担当者情報」  申請担当者情報の確認・修正ができます。 

「マニュアル」  各マニュアルを参照できます。 

「お問い合わせ」  お問い合わせフォームを表示します。 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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5.1 申請内容の確認・修正 

登録された申請データの修正が必要となった場合に実施してください。 

※申請完了後、証明書のステータスが“発行申請受理”の場合にのみ情報の修正ができます。（審査開始後の申

請内容修正はできません。） 

 

1)  トップ画面から内容の確認・修正をしたい証明書に応じて「サーバ証明書」もしくは「クライアント証明書」を

クリックしてください。 

2)  証明書一覧画面が表示されます。 

画面上部の検索欄では、各項目の値で証明書が検索できます。 

内容を確認・修正したい証明書の「申請番号」をクリックしてください。 

 

＜サーバ証明書＞ 

 

「申請番号」  証明書ごとの番号です。前半 10 桁は企業ごとの契約コード、後半 5 桁は証明

書ごとの番号になります。 

「FQDN（CN）」 CNに設定した FQDN が表示されます。 

「ステータス」 証明書の申請状況が確認できます。 

「発行申請日」  証明書の申請を行った日が表示されます。 

「有効期限開始日」  証明書が発行された日が表示されます。 

「有効期限終了日」  証明書の有効期限日が表示されます。 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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＜クライアント証明書＞ 

 

サーバ証明書一覧画面の「FQDN（CN）」の代わりに、以下の 3 項目が表示されます。 

「CN 属性」 証明書の CN が表示されます。 

「利用者名」 証明書の利用者名が表示されます。 

「利用者 Email アドレス」  利用者のメールアドレスが表示されます。証明書情報の E にあたります。 
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3)  証明書詳細画面が表示されます。 

申請内容を修正したい場合は「証明書情報修正」をクリックしてください。 
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4)  証明書修正画面が表示されます。 

修正したい情報を入力したのち、「証明書情報確定」をクリックしてください。 

＜サーバ証明書＞ 
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＜クライアント証明書＞ 
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5)  ダイアログボックスが表示されるので、「OK」をクリックしてください。 

 

6)  4）の画面に戻ります。修正した項目が正しく修正できているかご確認ください。 
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5.2 追加申請 

利用中の証明書とは違う内容の証明書が必要になった場合に実施してください。 

 

1) ＜サーバ証明書のみ＞ 

サーバ証明書の申請には、事前にご使用になる WEB サーバ上での CSR 作成が必要です。詳細は「1.4．

WEB 申請手順 1）」をご参照ください。 

2)  トップ画面から用途に応じて「サーバ証明書」もしくは「クライアント証明書」をクリックしてください。 

3)  証明書一覧画面が表示されます。左下の「追加申請」をクリックしてください。 

 

 

 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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4) 組織情報を確認し、「申請担当者情報の確認」をクリックしてください。組織情報に変更がある場合は、先に

「5.6.組織情報の確認・修正」をお願いします。 

 

 

    ※「申請担当者情報の確認」をクリック後、以下エラーが表示された場合は、 

      「5.8.申請担当者の変更」より「証明書料金請求先情報」をご登録いただいたのち、 

再度「追加申請」をお願いします。 
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5)  申請担当者情報を確認し、「CPS ならびに利用規約への同意」をクリックしてください。 

申請担当者情報に変更がある場合は、先に「5.7.申請担当者情報の確認・修正」、もしくは「5.8.申請担当

者の変更」をお願いします。 
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6) EINS/PKI for EDI 認証局運用規程（CPS）ならびに EINS/PKI for EDI 利用者規約の内容を確認

し、「認証局運用規程ならびに利用者規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「証明書の申請」をクリックしてください。 
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7)  証明書情報を入力のうえ、「入力内容の確認」をクリックしてください。 

入力する上での注意点は「1.4.WEB 申請手順 4）」をご参照ください。 

＜サーバ証明書＞ 
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＜クライアント証明書＞ 
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8)  入力項目を再度確認のうえ、「上記の内容で証明書を申請」をクリックしてください。 
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9)  申請完了画面が表示されます。 

 

＜上記画像は申請組織（その他組織）/ サーバ証明書/ 他社ドメイン（その他組織）を選択した場合＞ 

 

画面の案内に従って申請書の PDF ファイルをダウンロードし、EINS/PKI 事務局までお送りください。詳細

は「1.5」 ～「1.8」をご参照ください。 

※この画面で申請書をダウンロードしなかった、または失敗した場合はマイページ内の以下のページから

ダウンロードいただけます。 

 申請担当者登録申請書：トップ＞「申請担当者情報」＞申請担当者名をクリック 

 ドメイン使用許諾証明書：トップ＞「サーバ証明書」＞証明書の申請番号をクリック 

 

10)  申請担当者様宛に申請受付メールが送信されますので、ご確認ください。 

 

11) 以降の審査および証明書のインストールについては、「2.審査の実施」と同様となります。 

  



                   EINS/PKI for EDI 証明書申請マニュアル（法人向け） 

 

 47 

 

5.3 更新申請 

有効期限満了間近になった証明書を更新します。事務局から更新のお知らせメールが届いた場合に実施してくだ

さい。 

※有効期限終了日 60 日前から更新可能です。 

※更新対象と同じサブジェクトで申請を行えます。しかし、一度利用した CSR は使えません。証明書のサブジェク

トに変更がない場合も、CSR の再作成をお願いします。 

 

1)  ＜サーバ証明書のみ＞ 

サーバ証明書の申請には、事前にご使用になる WEB サーバ上での CSR 作成が必要です。詳細は「1.4．

WEB 申請手順 1）」をご参照ください。 

2) トップ画面から用途に応じて「サーバ証明書」もしくは「クライアント証明書」をクリックしてください。 

3)  証明書一覧画面が表示されます。対象証明書の「更新」をクリックしてください。 

 

4)  以降の操作は「5.2.追加申請 3）」以降と同様となります。 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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5.4 再発行申請 

一度発行した証明書を失効させ、同一内容の証明書を新たに発行します。証明書の発行やインストールに失敗し

てしまった場合などに実施してください。 

※発行から 25 日以内まで無償で再発行可能です。それ以降は有償での追加申請扱いとなります。 

※一度利用した CSR は使えません。証明書情報が同一であっても、CSR の再作成をお願いします。 

 

1)  ＜サーバ証明書のみ＞ 

サーバ証明書の申請には、事前にご使用になる WEB サーバ上での CSR 作成が必要です。詳細は「1.4．

WEB 申請手順 1）」をご参照ください。 

2) トップ画面から用途に応じて「サーバ証明書」もしくは「クライアント証明書」をクリックしてください。 

3)  証明書一覧画面が表示されます。対象証明書の「再発行」をクリックしてください。 

 

4)  以降の操作は「5.2.追加申請 3）」以降と同様となります。  

intec_taro@intec.co.jp 
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5.5 失効申請 

一度発行した証明書を失効させるときに使用します。証明書の秘密鍵を破損・紛失してしまった場合や、有効期

限終了日前に使わなくなった場合等に実施してください。 

 

1)  トップ画面から用途に応じて「サーバ証明書」もしくは「クライアント証明書」をクリックしてください。 

2)  証明書一覧画面が表示されます。対象証明書の「失効」をクリックしてください。 

 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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3)  失効理由を選択してください。 

※失効理由の詳細は下記の表をご確認ください。また、失効理由は CRL に掲載させていただきます。予

めご了承ください。 

 

 

失効理由名 失効理由解説 

秘密鍵危殆化（ひみつかぎきたいか） 秘密鍵が盗難などにより漏洩した場合に選択 

属性変更 証明書の記載内容（DN の項目等）に変更が生じた場合に選択 

使用中止 証明書の必要性が無くなり利用を中止する場合に選択 

該当なし 下記の理由に当てはまらない場合に選択 

 

EINS/PKI for EDI 認証局運用規程（CPS）ならびに EINS/PKI for EDI 利用者規約の内容を確認し、「認証

局運用規程ならびに利用者規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「失効申請内容を確認」をクリックしてください。 
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4)  申請内容を確認のうえ、「失効申請を実行」をクリックしてください。 
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5)  申請完了画面が表示されます。書類送付の必要はありません。 

 

 

6)  申請担当者様宛に申請受付メールが送信されますので、ご確認ください。 

7)  審査の際、申請担当者様に確認のお電話をさせていただきます。審査完了後、メールにて失効をお知らせ

いたします。 
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5.6 組織情報の確認・修正 

新規申請時に登録した申請組織情報を確認・修正できます。組織種別や本店住所が変更になった場合に実施し

てください。 

 

1)  トップ画面から「組織情報」をクリックしてください。 

2)  組織情報詳細画面が表示されます。こちらで組織情報がご確認いただけます。 

 

3)  組織情報を修正する場合は、「組織情報の一部修正」をクリックしてください。 

※組織名が変更になった場合は、新規申請を行い新しいアカウントを作成する必要があります。「1.新規

申請」に従って再度登録をお願いします。 
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4)  組織情報修正画面が表示されます。修正したい内容を入力したのち、「確認」をクリックしてください。 

 

 

5)  確認画面が表示されます。内容を確認し、「送信」をクリックしてください。 

「修正」をクリックすると、4）の画面に戻ります。 

 

  



                   EINS/PKI for EDI 証明書申請マニュアル（法人向け） 

 

 55 

 

6)  2）の画面に戻ります。画面中ほどに緑のメッセージが表示されていれば修正完了です。正しく修正できて

いるかご確認ください。 

 

 ※組織種別を上場企業・TDB 登録企業からその他の組織に変更した場合、次回の証明書申請の際に申

請組織様の登記簿謄本、印鑑証明書を EINS/PKI 事務局までご送付ください。 
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5.7 申請担当者情報の確認・修正 

既存の申請担当者情報を確認・修正できます。申請担当者様のメールアドレスや電話番号が変更になった場合に

実施してください。 

 

1)  トップ画面から「申請担当者情報」をクリックしてください。 

2)  申請担当者情報一覧画面が表示されます。確認・修正したい申請担当者の申請担当者名をクリックしてく

ださい。 

 

  

intec_taro@intec.co.jp 
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3)  申請担当者情報詳細画面が表示されます。こちらで申請担当者情報がご確認いただけます。 

 

4)  申請担当者情報を修正する場合は、「申請担当者情報 修正」をクリックしてください。 

※申請担当者様が変更になった場合は「5.8.申請担当者の変更」を行ってください。  
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5)  申請担当者情報修正画面が表示されます。修正したい内容を入力したのち、「修正内容確認」をクリックし

てください。 
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6)  確認画面が表示されます。内容を確認し、「修正内容を送信」をクリックしてください。 

「修正画面に戻る」をクリックすると、5）の画面に戻ります。 

 

 

7)  2）の画面に戻ります。画面上部に緑のメッセージが表示されていれば修正完了です。正しく修正できてい

るかご確認ください。 
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5.8 申請担当者の変更 

現在の申請担当者を解任し、新たに申請担当者を登録します。退職や異動等で申請担当者様が変わった場合に

実施してください。 

1)  トップ画面から「申請担当者情報」をクリックしてください。 

2)  申請担当者情報一覧画面が表示されます。「新しい申請担当者を登録」をクリックしてください。 

 

3)  EINS/PKI for EDI 認証局運用規程（CPS）ならびに EINS/PKI for EDI 利用者規約の内容を確認し、「認証

局運用規程ならびに利用者規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「申請担当者情報の変更申請」をクリックしてください。 

 

 

intec_taro@intec.co.jp 
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4)  申請担当者登録申請画面が表示されます。申請担当者情報を登録してください。入力する上での注意点

は「1.4.WEB 申請手順 6）」をご参照ください。 
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5) 審査方法を選択してください。詳細は「1.3.2 審査方法の確認」をご参照ください。 

「確認」をクリックしてください。 
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6)  確認画面が表示されます。内容を確認し、「申請担当者の変更送信」をクリックしてください。 

「申請担当者情報を修正」をクリックすると、4）の画面に戻ります。 
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7)  申請担当者情報詳細画面が表示されます。画面上部に緑のメッセージが表示されていれば修正完了です。

正しく修正できているかご確認ください。 

 

 

8) ＜公印審査を選択した場合＞ 

 緑のメッセージに従って申請書をダウンロードし、EINS/PKI 事務局までお送りください。審査では申請担当

者様にお電話での確認をさせていただきます。 

＜電話審査を選択した場合＞ 

電話審査を選択された場合は、書類送付の必要はありません。審査では申請担当者様に加え、申請責任者

様宛にもお電話をさせていただきます。 

 

9)  審査完了後、メールにて新しい申請担当者様にログイン ID を送付いたします。 

※申請担当者変更申請中は旧担当者のログイン IDでマイページにログイン、証明書申請等が行えます。 

※申請担当者変更申請が完了すると、旧担当者の ID ではログインできなくなります。 
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6 エラーメッセージ別 トラブルシューティング 

6.1 新規申請 

 

表示されるメッセージ 想定される原因 対応策 

申請いただいた○○は、すでに証明

書として発行済みか、申請処理が完

了しています。申請対象となる○○が

正しいものかご確認のうえ、再度送付

を行ってください。 

・現在有効な証明書と同一 DN の証明

書を申請しようとしている 

現在有効な証明書と同一DNの証明書は発

行できません。DN を変更して、再度申請し

てください。 

Ex. ST ： Kanagawa → Kanagawa-ken 

○○のダウンロードに失敗しました。

弊社 EINS/PKI 事務局へ連絡してくだ

さい。 

・申請書のダウンロード時に表示される

ダイアログボックスの「キャンセル」をク

リックした 

再度ダウンロードしていただき、ダイアログ

ボックスの「保存」か「名前を付けて保存」を

クリックしてください。 

それでも同じメッセージが出る場合は、

EINS/PKI 事務局へご連絡ください。 

システムエラーが発生しました。再度

お試しください。 

・複数の申請担当者が同時に申請を行

った 

しばらく時間をおいてから、再度申請を行っ

てください。 

処理を続行できません。最初から処

理を行ってください。 

・長時間無操作状態だった 

・ブラウザの「戻る」ボタンを使用した 

お手数ですが、最初から申請を行ってくださ

い。 

システム障害が発生しました。管理者

へ連絡してください。 

・システムエラーが発生した お問い合わせフォームより EINS/PKI 事務

局へご連絡ください。その際、エラーメッセ

ージをお伝えいただけると幸いです。 

システム障害が発生しました。弊社

EINS/PKI 事務局へ連絡してください。 

・システムエラーが発生した お問い合わせフォームより EINS/PKI 事務

局へご連絡ください。その際、エラーメッセ

ージをお伝えいただけると幸いです。 
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6.2 お客様専用マイページ 

 

表示されるメッセージ 想定される原因 対応策 

クーポン番号の種別が不正です。○

○のクーポン番号を指定してくださ

い。 

・証明書と異なる種別のクーポンを利用

しようとしている 

証明書の種類に応じて、以下の文字から 

始まるクーポンを利用してください。 

サーバ証明書：「SRV～」 

クライアント証明書：「CLI～」 

修正対象のクーポン番号の有効期限

が切れているため修正できません。 

・設定されているクーポンの有効期限

が切れている 

お問い合わせフォームより EINS/PKI 事務

局へご連絡ください。その際、エラーメッセ

ージをお伝えいただけると幸いです。 

他のユーザーがログインしています。

再度ワンタイムパスワードを取得して

からログインして下さい。 

・他の申請担当者が同時にログインし

た 

再度ワンタイムパスワードを発行し、もう一

度ログインしてください。 

パスワードが無効のためログインでき

ません。有効なパスワードを要求して

ください。 

・一度利用したワンタイムパスワードで

ログインしようとしている 

ワンタイムパスワードは一度利用すると無

効になります。新しいワンタイムパスワード

を発行してください。 

パスワードは生成済みです。パスワ

ード通知メールをご確認ください。 

・ワンタイムパスワード生成中に他の申

請担当者が同じ操作を行った 

最新のパスワード通知メールをご確認くださ

い。届いていないようでしたら、再度ワンタ

イムパスワード生成を行ってください。 

パスワードの有効期限が切れていま

す。再度ワンタイムパスワードを取得

してからログインして下さい。 

・発行から 24 時間経過したワンタイム

パスワードでログインしようとしている 

ワンタイムパスワードの有効期限は発行か

ら 24時間です。新しワンタイムパスワードを

発行してください。 

対象の○○情報は他のユーザーに更

新されています。 

・操作中に他の申請担当者が同じ操作

を行った 

最新の情報を確認し、必要に応じて再度操

作を行ってください。 

申請いただいた○○は、すでに証明

書として発行済みか、申請処理が完

了しています。申請対象となる○○が

正しいものかご確認のうえ、再度送付

を行ってください。 

・現在有効な証明書と同一 DN の証明

書を申請しようとしている 

現在有効な証明書と同一DNの証明書は発

行できません。DN を変更して、再度申請し

てください。 

Ex. ST ： Kanagawa → Kanagawa-ken 

○○のダウンロードに失敗しました。

弊社 EINS/PKI 事務局へ連絡してくだ

さい。 

・申請書のダウンロード時に表示される

ダイアログボックスの「キャンセル」をク

リックした 

再度ダウンロードしていただき、ダイアログ

ボックスの「保存」か「名前を付けて保存」を

クリックしてください。 

それでも同じメッセージが出る場合は、

EINS/PKI 事務局へご連絡ください。 
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表示されるメッセージ 想定される原因 対応策 

システムエラーが発生しました。しば

らく時間をおいてから再度お試しくだ

さい。 

・複数の申請担当者が同時に申請を行

った 

しばらく時間をおいてから、再度申請を行っ

てください。 

処理を続行できません。最初から処

理を行ってください。 

・長時間無操作状態だった 

・ブラウザの「戻る」ボタンを使用した 

お手数ですが、最初から申請を行ってくださ

い。 

システム障害が発生しました。管理者

へ連絡してください。 

・システムエラーが発生した お問い合わせフォームより EINS/PKI 事務

局へご連絡ください。その際、エラーメッセ

ージをお伝えいただけると幸いです。 

システム障害が発生しました。弊社

EINS/PKI 事務局へ連絡してください。 

・システムエラーが発生した お問い合わせフォームより EINS/PKI 事務

局へご連絡ください。その際、エラーメッセ

ージをお伝えいただけると幸いです。 

 

 

上記対応策を試しても改善されない場合は、EINS/PKI 事務局までお問い合わせください。 
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本マニュアルにおけるご不明な点につきましては、下記窓口までご連絡ください。 

 

 
〒221-8520 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1-1-25 テクノウェイブ 100  

株式会社インテック EINS/PKI事務局 

 

TEL：   050-5828-7035（受付：平日<土・日、祝祭日以外> 9：00～17：00） 

URL：   https://www.einspki.jp/ 

E-mail：  einspki_foredi_support@intec.co.jp 

 

 

 

 

 

 


