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1 セコムパスポート for G-ID の概要 

セコムトラストシステムズ株式会社（以下、弊社とします）の特定認証業務「セコムパスポ

ート for G-ID」について、概要事項を以下に記載します。 

 

 電子署名及び認証業務に関する法律にもとづく特定認証業務の認定を取得した認証業務 
 政府認証基盤（GPKI）におけるブリッジ認証機関（BCA）との相互認証接続を実施した認証

局 
 ブリッジ認証機関（BCA）との相互認証により、行政機関への電子申請・届出等へ利用可能 
 個人に対して電子証明書を発行するサービス 
 電子証明書の有効期限は発行時より 2 年、3 年 
 電子証明書 ダウンロードタイプの提供価格（税抜）は、2 年：14,000 円、3 年：21,000 円 
 電子証明書は PKCS#12 形式の鍵ペアと電子証明書をインターネット経由にて配布 
 電子署名にて利用が可能であり、法的効力（推定効）を有する 

 

 

図 1-1 

なお、弊社のサービスの詳細につきましては、以下の URL のホームページをご確認くだ

さい。 

・弊社のホームページ 
https://www.secomtrust.net/index.html 

・セコムパスポート for G-ID のページ 
https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html 
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2 お申し込みの手続き 

セコムパスポート for G-ID の電子証明書を取得するための、申込手順を記載します。 

 

2.1 手続きの概要 

電子証明書のお申し込みのステップ（図 2-1）を以下に記載いたします。手続きの詳細

については、次節より記載いたします。 

 

図 2-1 

  

証明書申し込みは、弊社のホームページから申込手順に従い行っていただきます。 
必要書類（申込書、住民票、印鑑登録証明書 等）を準備し郵送していただきます。 １ 

電子署名法に基づき、お申込内容の審査を行います。 
２ 

証明書発行登録、秘密鍵（鍵ペア）の生成および証明書の発行を 
弊社施設内で行います。 ３ 

申込 

証明書発行 

送付 

審査 

４ 
「電子証明書ダウンロード URL のお知らせ」を登録の電子メールアドレスへ送信します。 
鍵ペアおよび電子証明書を使用するための「PIN コード送付のお知らせ」、電子証明書をダウン 
ロードするための「パスワード送付のお知らせ」を本人限定受取郵便にて郵送します。 
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2.2 お申し込み 

 

2.2.1 必要書類の準備 

お申し込みに必要となる下記の公的書類(弊社に到着した時点で発行日が 3 か月以

内のもの）を準備してください。 

【「基本型」「組織代表」「組織社員」「個人事業主」共通】 

① 住民票（本人のみのもので構いません） 

住民票は個人番号（マイナンバー）の記載のないものを提出してください。 

② 印鑑登録証明書 

③ 振込み控え（コピー可） 

+ 
【組織代表・組織社員】をお申し込みの場合 

④ 登記簿謄本または抄本、登記事項証明書（現在事項全部証明書または履歴事項

全部証明書）厚生局が発行する企業年金基金等の公法人証明書 

⑤ 所属組織の印鑑証明書、厚生局が発行する企業年金基金等の印鑑証明書 

同一組織からの複数申込の場合、④と⑤の書類は 1 枚で構いません。 

 

【個人事業主】をお申し込みの場合 

④ 以下の要件を満たす書類の原本 （もしくは控え） のコピー 

書類の具体例は、お申し込み時にご覧いただく弊社 HP よりご確認ください。 

(1) 公的機関、行政機関および認可法人等に提出された、または送られた書類  

(2) 公的機関、行政機関および認可法人等の印、または受領印がある  

(3) 申請事業所等の代表者名、事業所名および所在地が記載されているもの 

 

また、電子証明書の受け取りに『代理受取人』を指定する場合 

● 代理受取人の印鑑証明書 
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2.2.2 利用申込書の作成 

 

2.2.2.1 サービスのページへアクセス 

インターネットにて弊社のセコムパスポート for G-ID のページ（図 2-2）へアクセスし

てください。続いて、｢一般向けお申込み専用ページ｣ボタンをクリックします。（図 2-2） 

https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html 

 

図 2-2 
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2.2.2.2 お申し込み開始 

サービスのお申し込みページ（図 2-3）にて「ダウンロードシリーズ」の「お申し込み」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

図 2-3 
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2.2.2.3 証明書の種類を選択 

別のウィンドウに「タイプ B（一般向け）のお申し込み ダウンロードシリーズ」の画面

（図 2-4）が開きます。証明書の種類は「基本型証明書」「属性型証明書」いずれも 

ご選択いただけますが、本書では「属性型証明書（組織社員）」を例にご案内いた 

します。 
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図 2-4 
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2.2.2.4 規定類への同意 

「ご登録準備」画面に記載された必要書類のご確認をお願いいたします。 

ご確認後、「Next」ボタンをクリックします。 

 

図 2-5 
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「1.各規定類への同意」画面（図 2-6）にて「加入者利用規定への同意ページはこち

ら」を選択します。 

 

 

図 2-6 
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別のウィンドウに加入者利用規定書類（図 2-7）が表示されますので、記載内容をご

確認のうえ、画面最下部の「加入者利用規定の内容に同意する。」にチェックを入力し

てください。※チェックが入力されるとウィンドウが自動的に終了します。 

 

図 2-7 
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次に「収集した個人情報の利用目的」（図 2-8）の記載内容をご確認のうえ、「収集し

た個人情報の利用目的へ同意する」にチェックを入力してください。 

 

図 2-8 

次に「同意確認」（図 2-9）の記載内容をご確認のうえ、「確認」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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図 2-9 

 

上記 2 点(｢各規定類｣、｢収集した個人情報の利用目的｣)のチェックが完了すると、

｢お申し込み画面へ｣ボタンが有効となります（図 2-10）。 

続いて、｢◆証明書に記載する属性の種類｣を選択していただき、「お申し込み 

画面へ」ボタンをクリックしてください。 
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図 2-10 
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2.2.2.5 入力・確認および印刷 

「2.利用申込書の入力・確認および印刷」画面（図 2-11）にて、各項目の必要事項

を入力してください。氏名および住所の入力は、住民票の記載のとおり入力をしてい

ただく必要があります。 

各項目を入力後に、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。 

※画面は「組織社員」の入力例となります。 

 

図 2-11 

すべて全角入力 
住民票の記載のとおり入力 

すべて全角入力 
登記簿謄本等の記載のとおり入力 
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入力内容を確認し、問題がなければ「利用申込書印刷画面へ」ボタン（図 2-12）をク

リックしてください。 

※ 入力内容が住民票および確認書類に記載されている内容と一致しているか、 

再度ご確認ください。 

 

図 2-12 
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ポップアップ（図 2-13）が表示されますので、メッセージをご確認のうえ、「OK」ボタン

をクリックしてください。 

 

図 2-13 

 

入力した情報が記載された利用申込書（図 2-14）のページが表示されます。 

｢印刷｣ボタンをクリックします。 

 

図 2-14 
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ポップアップ（図 2-15）が表示されますので、メッセージをご確認のうえ｢OK｣ボタン

をクリックしてください。（利用申込書は同一内容のものが 2 枚印刷されます。1 枚は弊

社へ送付いただき、1 枚はお客様控えとして保管ください） 

 

図 2-15 

 

｢印刷プロパティ｣が表示されますので、利用申込書(図 2-14)を印刷し、画面を終了

してください。｢印刷プロパティ｣が表示されない場合は、以下の操作にて｢印刷プロパ

ティ｣を表示させ印刷を行ってください。 

・印刷方法：｢Alt｣キー － メニューバー － ｢ファイル｣ － ｢印刷｣ 

 

 

2.2.3 利用申込書への捺印 

作成した利用申込書（図 2-16）の「お申し込み者氏名」の欄に自筆にて署名いただき、

「実印」と表示された部分にお申込者様の実印（印鑑登録証明書に表記されている印鑑）

を捺印してください。複数枚になる場合は、各ページ間に、お申込者様の実印にて割印

をお願いします。 

 

図 2-16 
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2.2.4 所属証明書への捺印（【組織社員】でお申し込みの場合のみ） 

作成した所属証明書（図 2-17）の「代表者印」と表示された部分に、所属組織の代表

者印（所属組織の印鑑証明書に表記されている印鑑）を捺印してください。 

 

 

図 2-17 

 

 

2.2.5 サービス料金のお振込み 

下記の振込口座にサービス料金をお振込みいただき、振込み控えをお取り置きくださ

い。 

振込口座 

銀行名 ： 三井住友銀行（銀行コード：0009） 

支店名 ： なでしこ支店（支店コード：971） 

預金種別 ： 普通預金 

口座番号 ： 1621000 

口座名義 ： セコムトラストシステムズ株式会社 

 

  

印 
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2.2.6 必要書類の郵送 

下記書類を弊社まで送付してください。 

利用申込書 

 所属証明書(【組織社員】でお申し込みの場合のみ) 

 振込み控え（コピー可） 

 住民票 

 印鑑登録証明書 

 お申し込みに沿った確認書類 

 

送付先 

 

 

2.3 審査 

弊社にて受領した必要書類をもとに審査を実施いたします。必要書類の到着を確認 

後、電子メール（図 2-18）を送信させていただきます。 

 

 

図 2-18 

  

〒181-8528 
東京都三鷹市下連雀 8-10-16 セコム SC センター 
セコムトラストシステムズ株式会社 CA サポートセンター宛 

×× ×× 様(お申し込み時のメールアドレス) 
お申し込みコード：××××× 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」 

        ダウンロードシリーズ 審査開始のご案内 

 

 この度は「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」を 

お申し込みいただき、誠にありがとうございます。 

 

申込書類が到着いたしましたので、本日より審査を開始させていただきま

す。 

審査が完了いたしましたら「審査完了のご案内」を電子メールにて連絡させ

て 

いただきます。 

電子証明書の発行まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたしま
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審査完了後、電子メール（図 2-19）を送信させていただきます。 

 

 

図 2-19 

 

2.4 証明書の発行 

審査完了後に弊社の認証局設備にて、電子証明書の発行作業を行います。 

※電子証明書の発行日が、電子証明書の有効期間開始日となります。 

  

×× ×× 様(お申し込み時のメールアドレス) 
お申し込みコード：××××× 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」 

        ダウンロードシリーズ 審査完了のご案内 

 

この度は「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」を 

お申し込みいただき、誠にありがとうございます。 

 

審査が完了しましたのでお知らせいたします。 

電子証明書の発行が完了しましたら、弊社より 

「電子証明書ダウンロード URLのお知らせ」を電子メールにて連絡させてい 

ただきます。 

また、電子証明書ダウンロードに必要な書類の受け取りについては下記
のとおりです。 
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2.5 送付 

証明書発行後、電子証明書のダウンロードに必要な URL が記載された電子メール（図

2-20）を送信させていただきます。※代理受取人を指定しない場合として記載します。 

 

 

図 2-20 

 

同時に、鍵ペアおよび電子証明書を使用するための「PINコード送付のお知らせ」、電子

証明書をダウンロードするための「パスワード送付のお知らせ」を、「はじめにお読みくださ

い（ダウンロードシリーズ）」とともに本人限定受取郵便にて郵送いたします。 

 

 

×× ×× 様(お申し込み時のメールアドレス) 
お申し込みコード：××××× 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」 

        電子証明書ダウンロード URLのお知らせ 

 

 この度は「セコムパスポート for G-ID タイプ B(一般向け)電子証明書」

を 

お申し込みいただき、誠にありがとうございます。 

 

電子証明書の発行が完了しましたのでお知らせいたします。 

弊社より電子証明書ダウンロードに必要な書類を送付しておりますので、 

書類を受け取られましたら下記のお手続きを行っていただきますよう 

お願い申し上げます。 

●電子証明書受領のお手続き 

 1.手順書の取得 

  下記 URLより手順書「証明書使用の手引き(ダウンロードシリーズ)」

を 

  取得してください。 
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3 証明書のダウンロード 

証明書のダウンロード手順詳細につきましては、別紙「証明書使用の手引き（ダウンロード

シリーズ） 4 証明書のダウンロード」を参照ください。下記 URL より入手可能です。 

【https://repository.secomtrust.net/PassportFor/G-ID/manual/download.pdf】 

 
お客様の証明書（秘密鍵を含む）をご利用のパソコンにダウンロードする方法について記

載します。 

※ 証明書の発行日から 30 日経過すると、電子メールに記載された証明書ダウンロード

URL から、証明書ファイルのダウンロードはできなくなりますのでご注意ください。 

 

3.1 準備 

証明書のダウンロード操作では、以下の送付物を使用します。 

 

 パスワード送付のお知らせ（本人限定受取郵便） 

 電子証明書ダウンロード URL のお知らせ（電子メール） 

 

3.2 証明書のダウンロードサイトへのアクセス 

証明書ダウンロード URL のお知らせ（電子メール）（図 2-20）をひらき、Web サイトに 

アクセスします。 

 

※ ご利用の電子メールによっては、メール本文に記載される証明書ダウンロード URL のリ

ンクが一部切れてしまい、証明書のダウンロードサイトへうまくアクセスができないことが

あります。その場合、お手数ですが、「https」から「gid」まで文字列をコピーして、ブラウ

ザのアドレスバーに貼り付けて、アクセスしてください。 
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3.3 パスワードの入力 

パスワード入力画面（図 3-1）が表示されますので、「パスワード送付のお知らせ」に記載

された 8 桁のパスワードを入力して、「送信」ボタンをクリックします。 

 

 

図 3-1 

 

3.4 証明書ファイルのダウンロード 

入力したパスワードが正しければ、証明書のダウンロード実行画面（図 3-2）が表示され

ますので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

 

 

図 3-2 

※ 初回の証明書ファイルの｢ダウンロード｣ボタンクリック後から 1 時間経過すると、証明書

ダウンロード画面から証明書ファイルをダウンロードすることはできなくなります。ダウン

ロード後は、すみやかにご利用になるパソコンへの証明書インポート操作および内容確

認をお願いいたします。 

 

以下の画面（図 3-3）が表示されたことを確認します。 
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図 3-3 

エクスプローラーを開き、ダウンロードフォルダ内に証明書(「cert.p12」)が保存されてい

ることを確認し（図 3-4）、証明書のダウンロードサイトの画面を｢×｣ボタンで閉じます。 

     

 

図 3-4 

 

3.5 証明書ファイルのバックアップ 

ダウンロードした証明書ファイルは、USB メモリや CD-R 等の外部媒体へのバックアップ

をお願いします。 

 

※故障などによりパソコンを新しくした場合、必要になります。 
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4 証明書の確認 

証明書の確認手順につきましては、別紙「証明書使用の手引き（ダウンロードシリーズ）   

5.証明書のインポート」を参照ください。下記 URL より入手可能です。 

【https://repository.secomtrust.net/PassportFor/G-ID/manual/download.pdf】 
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5 受領書の返送 

電子証明書のインストール完了後、「PIN コード送付のお知らせ」、「パスワード送付のお知

らせ」とともに送付した「セコムパスポート for G-ID 送付のお知らせ兼受領書」（図 5-1）の受

領書に、提出いただいたお申し込み者様の実印（印鑑登録証明書に登録されている印鑑）

で捺印のうえ、同封の返信用封筒にて受領書送付期限日までに弊社サポートセンターへ返

送してください。電子証明書の発行日より、30 日を経過しても捺印した受領書が得られない

場合は、該当の電子証明書の失効を行う場合がございます。 

 

 

図 5-1 
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6 更新のご案内 

電子証明書の有効期限が終了するおよそ 45 日前に「電子証明書有効期限のお知らせ」

を電子メールにて送信をいたします。 

更新時の手続きについても、新規に電子証明書を取得される場合と同じ申込手順となりま

す。 

 

 

×× ×× 様(お申し込み時のメールアドレス) 
お申し込みコード：××××× 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書」 

有効期限 45日前のご案内 

 平素は、「セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書」を 

ご利用いただき、誠にありがとうございます。 

現在ご利用の電子証明書の有効期間の終了日が近づきましたので、 

以下にお知らせいたします。 

------------------------------------------------------------- 

お申込者名   ×× ×× 様 

証明書発行日   YYYY年 MM月 DD日 

有効期限日時    YYYY年 MM月 DD日 23:59:59 

------------------------------------------------------------- 

 

上記の有効期限日時を過ぎると、現在の電子証明書はご利用いただけません。 
有効期間の終了日後も電子証明書をご利用いただくには、新しく電子証明書を 
発行するお手続きが必要となります。 
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7 登録情報変更の手続き 

 
7.1 登録情報変更申請書の送付 

申請時の情報が変更となった場合は、「登録情報変更申請書」を下記の URL よりダウン

ロードした後、必要事項を記入・捺印し、弊社まで送付してください。（送付先は、「2.2.6 

必要書類の郵送」参照） 

「登録情報変更申請書」で変更が可能な情報は、電子メールアドレス(証明書に記載しな

い場合)、受取代理人の氏名、受取代理人の住所です。 

（https://entry.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid/pdf/change.pdf） 

なお、証明書記載内容が変更になる場合は、一旦、証明書失効の手続きを行い、その

後、新たに電子証明書を取得する手続きを行う必要があります。 

 
7.2 登録情報変更処理 

弊社にて登録情報変更申請書の内容を確認後、登録情報を変更いたします。 

登録情報変更後に、「登録内容変更完了のご連絡」を電子メール（図 7-1）にて送信いたし

ます。 

 

 

図 7-1 

 

×× ×× 様 
お申し込みコード：（×××××） 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID」 

         登録内容変更完了のご連絡 

 

 

この度は「セコムパスポート for G-ID」を 

ご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

お送りいただきました登録情報変更申請書の審査が問題なく完了し、 

変更が完了しましたのでご連絡申し上げます。 

 

お申し込みコード：××××× 
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8 失効時の手続き 

使用している電子証明書の不正利用が確認された場合、電子証明書の利用を止める場

合、証明書記載内容に変更があった場合は、電子証明書の失効申請をしていただきます。 

 

8.1 失効申請書の作成・送付 

「電子証明書失効申請書」を下記の URL よりダウンロードした後、必要事項を記入し、電

子証明書のお申し込み時に使用したお客様の実印で捺印のうえ、弊社へ送付、もしくは 

電子署名を付した電子メールにて送付してください。（送付先は、「2.2.6 必要書類の郵送」

参照） 

https://entry.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid/pdf/revoke.pdf 

 

8.2 失効審査 

受領した失効申請書にて弊社にて失効審査を実施します。審査完了後に「失効作業実

施のご連絡」を電子メール（図 8-1）にて送信いたします。 

 

 

図 8-1 

  

×× ×× 様 
お申し込みコード：（×××××） 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID」 

         失効作業実施のご連絡 

 

 拝啓 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 平素は、「セコムパスポート for G-ID」をご利用いただき厚く 

  お礼申し上げます。 

 

 さて、【YYYY/MM/DD発行（お申込番号：×××××）】の電子証明書 

につきまして、電子証明書失効申請書の受領および審査が完了いたしました。 

弊社「証明書ポリシ（Certificate Policy）」4.6加入者証明書の失効に基づ
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8.3 失効処理 

審査完了後に弊社にて電子証明書の失効処理を行います。失効処理が終了後に、「失

効完了のご連絡」を電子メール（図 8-2）にて送信いたします。 

 

 

図 8-2 

 

×× ×× 様 
 

セコムトラストシステムズ株式会社 
 

「セコムパスポート for G-ID」 

           失効完了のご連絡 

 

 

 

 平素は「セコムパスポート for G-ID」をご利用いただき、 

誠にありがとうございます。 

 

お客様証明書の失効作業が完了しましたので、ご報告申し上げます。 
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9 サポートデスク 

「セコムパスポート for G-ID」のお問い合わせにつきましては、弊社サポートデスクへご連

絡ください。 

 

9.1  サポートデスクの連絡先 

 

サービス窓口 ：名称 セコムトラストシステムズ株式会社 CA サポートセンター 

：住所 〒181-8528 東京都三鷹市下連雀 8-10-16 セコム SC センター 

受付時間 ：9:00～12:00 13:00～17:00（土日・祝日および年末年始を除く） 

電話 ：0570-020-213 

             ※ナビダイヤルへ発信できない電話をご利用の場合、050-3786-2782 または、E-mail を 

ご利用ください。 

E-mail アドレス ：gid-support@secom.co.jp 

 

 

9.2  お問い合わせの際のお願い 

サポートデスクへのお問い合わせの際には、ご使用の弊社サービス名 (セコムパスポー

ト for G-ID)、ご使用環境（OS、ブラウザ）のバージョン、また出力されたメッセージ等があ

れば、併せてお知らせください。 
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