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株式会社リーガル 

平成28年10月作成 

 

司法書士様向け 

【ファイル形式】電子証明書と 

『登記・供託オンライン申請システム』を利用した 

電子定款オンライン認証嘱託マニュアル 

この資料は平成28年10月現在の法務省からの公開情報に基づいて作成されたものです。 

今後内容や取扱が変更される可能性がございますので、最新の情報をホームページなどでご確認の上、 

ご利用くださいますようお願い申し上げます。 

【ご注意】 
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会社発起人 司法書士 指定公証人 

電子定款原本（CD-R等） 
定款謄本（紙） 

委任状（実印押印） 
印鑑証明書 委任状、印鑑証明書、手数料 

認証済定款保存媒体（CD-R等）持参 

認証済定款（CD-R等） 
定款謄本（紙） 

定款作成（会社設立）依頼 

電子定款認証嘱託 

保存の依頼 

  定款作成 
定款内容事前確認 

  電子署名 

CD-R等持帰り 

  定款作成 
定款内容事前確認 

  電子署名 

【登記・供託オンライン申請システム】 

インターネット 

電子定款作成代理のメリット･･･発起人の負担なく印紙代4万円が不要 

（１）電子定款作成代理の流れ   

１．電子定款オンライン認証嘱託の流れ 



4 

【登記・供託オンライン 
申請システム】 

【司法書士】 

Word形式定款 

PDF形式定款 

電子署名 

【指定公証人】 

インターネット 

④ 署名済電子定款を 

  登記・供託オンライン申請システムで送信 

① 定款文案の作成 

⑥ 認証済定款を受領（CD-R、フラッシュメモリ等持参） 

※ 同一情報の提供（定款謄本）は窓口で請求し受け取ります。 

③ PDF変換と電子署名 

⑦ 認証済定款の公証人署名検証 

（２）電子定款作成代理の流れ   

１．電子定款オンライン認証嘱託の流れ 
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紙定款 電子定款 

嘱託代理 印紙必要 

押印必要 

（発起人） 

印紙不要 

電子署名必要 

（発起人） 

作成代理 印紙必要 

押印必要 

（代理人） 

印紙不要 

電子署名必要 

（代理人） 

法務省ホームページ 
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho2.html 

日公連ホームページ 

http://www.koshonin.gr.jp/de2.html 

●定款作成方式一覧 

嘱託代理・・発起人が定款を作成し、代理人は認証嘱託
を代理する方式 

作成代理・・代理人が定款の作成を代理し、認証嘱託す
る方式 

※ 嘱託代理形式の電子定款を作成すると発起人に電子
証明書を用意していただく必要がありますのでご注意く
ださい。 

※ 代理の内容によって委任状の内容・形式と定款末尾
の文言等が異なりますのでご注意ください。 

●指定公証人 

 電子公証は指定公証人（法務大臣から指定された電子公
証事務を取り扱う公証人）のいる公証役場で可能です。 

 指定公証人については法務省または日公連のホームペー
ジを参照してください。 

（３）定款作成方式一覧、指定公証人   

１．電子定款オンライン認証嘱託の流れ 
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２．事前準備（概要）  

●ハードウェアの準備  
（１）パソコン  Windows Vista （32bit版） 、7 （32bit版、64bit版） 、8 .1（32bit版、64bit版）、10 （32bit版、64bit版） 

（２） インターネット設備 （ADSL、光等） 
 

●電子証明書の取得 
  セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書（セコムトラストシステムズ） 
   ※司法書士法人の場合は、商業登記に基礎を置く電子認証に基づく電子認証登記所の発行する電子証明書を利用 

 

●政府共用認証局電子証明書の登録 
      Windows証明書ストアに政府共用認証局電子証明書の登録（自動登録） 
 

●『登記・供託オンライン申請システム申請用総合ソフト』のインストール 
    法務省の『登記・供託オンライン申請システム』ホームページ 

   （http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）より、ダウンロードし、ご利用のPCにインストールします。 

 

●『登記・供託オンライン申請システム』利用者登録 
    法務省の『登記・供託オンライン申請システム』ホームページ 

  （http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）上で利用者登録が必要 
 

●PDF変換ソフト(Adobe社Acrobatまたは スカイコム社SkyPDF for Legal)の準備 
 ・PDF変換ソフトとは、WORDや一太郎形式の定款をPDF形式(ポータブル・ドキュメント・フォーマット)に変換するソフトウェア
のことです。 

 ・“電子認証キット”のPDFプラグイン機能は、Adobe社のAcrobat(StandardまたはProfessional)及びスカイコム社のSkyPDF 

Professional(2012、2016) for Legal に対応していますのでどちらかが必要です。 

 ・Acrobatの最新バージョンはAcrobat DC、SkyPDFの最新バージョンはSkyPDF 2016 for Legalです。 

登記供託オンライン申請システムでのAcrobat推奨バージョンはX(11)，DCです。 

 アドビ    アクロバット 

【ハードウェア・ソフトウェアの準備】   
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STEP1 仮申込 
「セコムパスポートforG-ID司法書士電子証明書サービス※１」ホームページの「仮申込フォー
ム」を利用して司法書士電子証明書の仮申込を行なってください。 

STEP2 
利用申込書の 
受け取り 

日本司法書士会連合会 登録課より、 司法書士名簿に登録された自宅住所宛に「本人限定

受取郵便（基本型）」の通知書が自宅に送付された後、郵便窓口にて「利用申込書」を受領し
ます。  

STEP3 
利用申込書記入 

及び 
申請書類送付 

1.利用申込書ご記入の前に「CP（証明書ポリシ）」、「CPS（認証局運用規定）」、「加入者利用
規定（司法書士電子証明書）」をよくお読みください。  

2.「利用申込書の記載例」をご確認のうえ、お間違えのないよう利用申込書の必要事項を記
入し、署名押印（認印）します。  
3.申請に必要な書類（振り込み控え等）を添えてお申込ください。  
 ※印鑑登録証明書・住民票の写し・戸籍謄抄本等公的書類の提出は原則不要です。 

STEP4 
司法書士電子証明書 

の受け取り 

1.司法書士電子証明書取得に必要となる書類一式（「識別番号およびPINコード送付のお知
らせ」等）が、 利用申込書に記載のご自宅住所に「本人限定受取郵便（基本型）」 で送付され
ます。  

2.司法書士電子証明書の取得に必要なツール（通常タイプ：「電子証明書ダウンロード専用
ツール」、セキュアタイプ：「電子証明書ダウンロードツール」「電子証明書利用ツール」）をご
利用タイプに応じて下記※１ホームページからダウンロードしてください。  
3.「マニュアル」 の手順に従い、電子証明書ダウンロードツールを利用して司法書士電子証
明書をUSBメモリへ保存してください。  

STEP5 
司法書士電子証明書

確認及び 
受領書返送 

1.ダウンロード後引き続き、「マニュアル」の手順に従い、司法書士電子証明書の記載内容を
ご確認ください。  

2.ダウンロードツール上で電子受領書を送信します。（受領書をホームページよりダウンロー
ドして、STEP3の認印を押印の上、電子証明書を郵送にて返送でも可。） 
※どちらの方法でも、電子証明書発行日から起算して、24日以内にご返送ください。 
3.USBメモリ（原本保存用）と「識別番号およびPINコード送付のお知らせ」を金庫等へ保管しま
す。 

※１ セコムパスポートforG-ID 司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。 

https://ca3.nisshiren.jp/repository/application.html#flow 

（１）取得の流れ   

３．電子証明書の取得 
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                               （電子証明書ダウンロード専用ツール） 
                                     電子証明書を任意のフォルダにダウンロードします。 

 ダウンロードした電子証明書をパソコン内で安全に管理するためのセキュリティ対策は、ご自分で確保していただく必要があります。 

 

                                （電子証明書ダウンロードツール／電子証明書利用ツール） 
                                        安全性を確保し、ご利用いただくツールです。電子証明書を暗号化してパソコン内に保存します。 

  電子証明書利用ツールにより、 復号情報（利用パスワード）を知っている人だけが電子証明書を利用できます 。 

※ ご利用になるPCでは保存された電子証明書は見えなくなっていますので、不正複写を防止することができます。 

 

 『セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書サービスホームページ』  日本司法書士会連合会 より転載加工 

（ https://ca3.nisshiren.jp/repository/doc_and_tools.html#manual_tool ） 

（２）電子証明書のダウンロードツールの設定   

３．電子証明書の取得 

電子証明書のダウンロードには２つのツールが用意されています。２つのタイプからご利用になるツールを選択した上でインストールし、 
電子証明書の取得、電子署名、電子申請等を行ってください。 
 

【注意】 

通常タイプをご利用される場合
は、パスワード付USBメモリや
暗号化保管できるセキュアソフ
トを利用して頂くことをお勧め
いたします。 

A.通常タイプ  

B.セキュアタイプ  
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項 目 
電子証明書ダウンロードツール／電子証明書 

利用ツール（セキュアタイプ） 

電子証明書ダウンロード専用ツール 

（通常タイプ） 

専用ツールインストー
ル後のソフト 

オンライン申請時に
使用するソフト 

セキュリティ機能 

 

 〇あり 

  ・暗号化により外部からの電子証明書への 

   不正アクセス防止 

 ☓なし 
  ・証明書は自己責任で管理 

  ・ＰＩＮコードの厳重管理 

  ・電子証明書のバックアップは各自で行う 

 ＜重要＞ 

 下記のような運用によりセキュアな利用が可能 
  ・パスワード付ＵＳＢメモリの利用 
  ・暗号化保管できるセキュアソフトの利用 

電子証明書ダウン
ロードツールの機能 

  

 ●証明書のダウンロード 

 ●証明書の管理（ＰＩＮコード変更、証明書の表示、 
            証明書の切替、証明書の削除、 
            ニックネームの変更） 
 ●受領書（電子データ）の送信 

 

 ●証明書のダウンロード 

 ●証明書の管理（ＰＩＮコード変更、証明書の表示） 

 ●受領書（電子データ）の送信 

 

電子証明書の保管先 

  

 ・パソコン上のセキュアなフォルダ 

 ・ＵＳＢメモリ 

  

 ・パソコン上の任意のフォルダ 

 （自己操作によるＵＳＢメモリ等へのバックアップ） 

 【「セキュアタイプ」と「通常タイプ」の比較】 
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【電子証明書利用時の流れ】 【電子証明書取得時の流れ】 

【電子証明書取得時の流れ】 
① 電子証明書ダウンロード専用ツールをインストールします。 
   （自己署名証明書もインストールします。） 
② サーバから電子証明書を任意のフォルダにダウンロードします。 
   （証明書内容確認） 
③ 受領書（電子データ）の送信を行います。（書面での郵送も可） 
④ USBメモリへ電子証明書をコピーをし保管します。 
   （確実に保管されているか確認しましょう！） 
⑤ 金庫（鍵付きキャビネット）へPINコードとともに保管します。 
  

【電子証明書利用時の流れ】 
① 申請用総合ソフトをインストールします。 
② USBメモリの原本電子証明書をPCにコピーします。 
③ 申請用総合ソフトを立ち上げ、電子申請を行います。 
ベンダーソフトをご利用の場合は③もしくは①～③が不要な場合があります。 
  

① 

② 

④ 

④ 

【取得時と利用時の流れ（通常タイプの場合）】 

法務省の申請用ソフトをご利用になる場合やベンダー
ソフトをご利用になる場合など、オンライン申請をご利
用になる環境によって電子証明書利用時の作業は異

なりますのでご注意ください。 

どのような環境をご利用の方も必ず行っていただ
く必要がある作業です。 

③ 
① 

② 

A.通常タイプ  

③ 
受領書 

（電子データ） 
の送信 
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【電子証明書利用時の流れ】 【電子証明書取得時の流れ】 

【電子証明書取得時の流れ】 
① 電子証明書ダウンロードツール、電子証明書利用ツールを 
  インストールします。（自己署名証明書もインストールします。） 
② サーバから電子証明書をダウンロードします。 
   （証明書内容確認） 
③ 受領書（電子データ）の送信を行います。（書面での郵送も可） 
④ USBメモリへ原本電子証明書を保管します。 
   （確実に保管されているか確認しましょう！） 
⑤ 金庫（鍵付きキャビネット）へPINコードとともに保管します。 
  

【電子証明書利用時の流れ】 
➊ USBメモリの電子証明書原本を、既定もしくは任意に作成したフォルダに 
  暗号化して取込み保存します。 
➋ 電子証明書利用ツールを起動し任意の作業用フォルダに 
  電子証明書を復号します。 
➌ 申請用総合ソフトを立ち上げ、電子申請を行います。 
➍ 申請後は電子証明書利用ツールで利用停止処理を行います。 
ベンダーソフトをご利用の場合は➊～➍が不要な場合があります。 

① 

② ③ 

⑤ 

➊ 

【取得時と利用時の流れ（セキュアタイプの場合】 

法務省の申請用
ソフトをご利用に
なる場合やベン
ダーソフトをご利
用になる場合な
ど、オンライン申
請をご利用になる
環境によって電
子証明書利用時
の作業は異なり
ますのでご注意く

ださい。 

どのような環境
をご利用の方も
必ず行っていた
だく必要がある
作業です。 

➋ 

➌ 

➍ 

B.セキュアタイプ  

受領書 

（電子データ） 
の送信 

④ 
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【電子証明書ダウンロードツールのセットアップ】 

●この作業は、「通常タイプ」をご利用の方は必ず行っていただく必要があります。 
 セコムトラストシステムズ株式会社から「識別番号及びPINコードのお知らせ」が届いたら作業を行ってください。 

② 電子証明書ダウンロード（専用）ツールをクリックします。 

※ セコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書サービスホームページの「通常タイプ」の項に用意されているマニュアルを参照の上、手順に従っ
て作業を行ってください https://ca3.nisshiren.jp/repository/nomal_tool.html#type_d 

   

① 万が一のトラブルに備え復元ポイントを作成します。 
  ※復元ポイントの作成方法はマイクロソフト社のサポートページをご参照ください。 
    （https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17127/windows-back-up-restore ） 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（通常タイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual_dl.pdf) 

 

A.通常タイプ  

③（デスクトップ等に）名前を 
  付けて保存します。 

④アイコンを右クリックし展開します。 
（すべて展開－「展開」をクリック） 

⑤CertDownloadフォルダ内のファイルを 
  デスクトップ上にコピーします。 

セコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書サービスホームページ通常タイプの
ツール（https://ca3.nisshiren.jp/repository/nomal_tool.html#type_d） 

https://ca3.nisshiren.jp/repository/nomal_tool.html#type_d
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【電子証明書ダウンロードツールのセットアップ】 

② 電子証明書ダウンロードツール／電子証明書利用ツール（セキュアタイプ）をインストールします。 

・セコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書サービスホームページでセキュアタイプの
ツールを選択し、ダウンロードして下さい。 
https://ca3.nisshiren.jp/repository/doc_and_tools.html#manual_tool 
・ダウンロードした「ST_DOWNLOAD_V300_Setup.msi」をダブルクリックして「電子証明書ダウン
ロードツール/電子証明書利用ツール」（セキュアタイプ）をインストールします。 
・「電子証明書ダウンロードツール/電子証明書利用ツール」 （セキュアタイプ）は電子証明書を
利用する全てのパソコンにインストールする必要があります。 

※ セコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書サービスホームページの「セキュアタイプ」の項に用意されているマニュアルを参照の上、手順に
従って作業を行ってください https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf 

① 万が一のトラブルに備え復元ポイントを作成します。 
  ※復元ポイントの作成方法はマイクロソフト社のサポートページをご参照ください。 
    （https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17127/windows-back-up-restore ） 

B.セキュアタイプ  

●この作業は、「セキュアタイプ」をご利用の方は必ず行っていただく必要があります。 
 セコムトラストシステムズ株式会社から「識別番号及びPINコードのお知らせ」が届いたら作業を行ってください。 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) 

 

https://ca3.nisshiren.jp/repository/doc_and_tools.html#manual_tool
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① ダウンロードするツールのタイプに応じて、「電子証明書ダウンロード専用ツール（CertDownload_shiho.exe)」（通常タイプ） 
   または「電子証明書ダウンロードツール」（セキュアタイプ）を起動して、自己署名証明書をインストールします。 

ダブルクリック 

（３）サーバーから電子証明書をダウンロード 

   （自己署名証明書のインストール） 

３．電子証明書の取得 

●セコムトラストシステムズ株式会社から送られてきた「識別番号及びPINコードのお知らせ」とUSBメモリを用意してください。 

ご利用のパソコンに自己署名証明書が未インストー
ルの場合に表示されます。「OK」をクリックします。 

「はい」をクリックします。 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（通常タイプ）』(2016年9月14日) 

(https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual_dl.pdf) 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工  

 

 

通常タイプ 

セキュアタイプ 

A.通常タイプ  

B.セキュアタイプ  
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② 「電子証明書ダウンロード専用ツール」が起動します。「電子証明書の取得」ボタンより電子証明書を取得します。 

※ ダウンロードした電子証明書はUSBメモリ（原本保存用）等に保存しておくことをお勧めします。 

（４）サーバーから電子証明書をダウンロード（通常タイプ）  

３．電子証明書の取得 

次々ページへ 

「識別番号及びPINコードのお知らせ」にある「識別
番号」と「PINコード」（初期PINコード）を入力し、「OK」
ボタンをクリックします。 

電子証明書の保存先として任意のフォルダを指定し、 
「保存」ボタンをクリックします。 
ファイル名は指定がなければ、 
「司法書士電子証明書_20XXXXXX.p12」で保存されます。 
※ファイル名の「20XXXXXX」は証明書の有効期限です。 

※PC破損時に備えてUSBメモリにコ

ピーをとっておかれることをおすすめ
いたします。 

A.通常タイプ  

クリック 

任意のフォルダ
を指定 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（通常タイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual_dl.pdf) 
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（４）サーバーから電子証明書をダウンロード（セキュアタイプ）  

３．電子証明書の取得 

●セコムトラストシステムズ株式会社から送られてきた「識別番号及びPINコードのお知らせ」とUSBメモリを用意してください。 

「識別番号及びPINコードのお知らせ」にある「識別
番号」と「PINコード」（初期PINコード）を入力し、「OK」
ボタンをクリックします。 

 ②「電子証明書ダウンロー用ツール」が起動します。 USBメモリを用意し、電子証明書を取得します。 

B.セキュアタイプ  

クリック 

USBメモリに保存します。 
ファイル名は指定がなければ、 
「司法書士電子証明書_20XXXXXX.p12」で保存されます。 
※ファイル名の「20XXXXXX」は証明書の有効期限です。 

次ページへ 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) 
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（５）電子証明書の内容確認  

３．電子証明書の取得 

① 取得した電子証明書の内容を確認します。 

  誤りがなければ「OK」をクリックします。 

A.通常タイプ  

B.セキュアタイプ  

セキュアタイプのみ 

  次ページへ 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（通常タイプ）』(2016年9月14日) 

(https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual_dl.pdf) 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工  
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B.セキュアタイプ  

電子証明書の取込画面が表示されます。 

以下の項目を入力完了後、「OK」をクリックします。 

（６）電子証明書の取込（セキュアタイプ）  

３．電子証明書の取得 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) 
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B.セキュアタイプ  

（６）電子証明書の取込（セキュアタイプ）  

３．電子証明書の取得 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) 
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B.セキュアタイプ  

（６）電子証明書の取込（セキュアタイプ）  

３．電子証明書の取得 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) 
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A.通常タイプ  

B.セキュアタイプ  

（通常タイプ） （セキュアタイプ） 

受領書送信後、USBメモリ等に
必ずバックアップしてください。 

（セキュアタイプ） （通常タイプ） 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（通常タイプ）』(2016年9月14日) 

(https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual_dl.pdf) 

『セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書ダウンロードツールマニュアルタウンロード編（セキュアタイプ）』(2016年9月14日) 

 (https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/manual.pdf) セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工  

 

 

（７）受領書（電子データ）の送信  

３．電子証明書の取得 
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③ダウンロードツールで指定した、
「利用開始パスワード」を入力し、
「OK」ボタンをクリックします。 

⑤利用が終わりましたら、「利用停止」 
 ボタンをクリックします。 

②「利用開始」ボタンをクリックします。 ①「電子証明書利用ツール」のアイコンを 
ダブルクリックします。 

⑥作業フォルダに復元された電子証明書が 
 削除されます。 

④電子証明書取込の際に指定した 
 「作業フォルダ」に電子証明書が復元 
 され、利用可能になりますので、電子 
 定款に電子署名したり、申請用総合 
 ソフトから電子署名を行ってください。 

 ●セキュアタイプでは電子証明書は暗号化されて保存されているため、他者および各種ソフトウェアから利用できない状態になっています。 
 ●電子証明書を利用開始する場合、下記手順の利用開始を行うことにより、利用可能な電子証明書データを復元してパソコンに保存し、 
   各種ソフトウェアから電子署名することが可能となります。 
 ●電子証明書の利用中は、電子証明書のコピーが可能になります。電子証明書の利用後は、必ず利用停止の操作を行い、 
     電子証明書の不正コピーを防止してください。 
 ●電子証明書の利用を停止する場合、下記手順の利用停止を行うことにより、復元された電子証明書ファイルがパソコンから削除され、 
     他者および各種ソフトウェアから利用できなくなります。 

B.セキュアタイプ  

『セコムパスポートgor G-ID 司法書士電子証明書利用マニュアルオプション機能編（セキュアタイプ） ver.1.01』  2016年09月14日 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工（ https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/d_manual.pdf ） 

※「電子証明書ダウンロードツール/電子証明書利用ツール」 （セキュアタイプ）は電子証明書を利用する全てのパソコンにインストールし、自己署名証明書の 
 インストール（「電子証明書ダウンロードツール」の起動）まで済ませておく必要があります。 

（８）電子証明書利用ツールの利用（セキュアタイプ）  

３．電子証明書の取得 
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【ご注意１】電子証明書を複数台のパソコンでご利用になる場合 

① ご利用になるパソコン全てに電子証明書ダウンロードツールと電子証明書利用ツールをインストールします。 
② ご利用になるパソコン全てにUSBメモリから電子証明書を電子証明書ダウンロードツールを利用してコピーします。 

【ご注意２】複数の電子証明書を1台のパソコンで利用される場合 

① 電子証明書ダウンロードツールをインストールします。 
② 電子証明書ダウンロードツールの「電子証明書の取込」ボタンを利用して、資格者ごとに電子証明書をご利用になるパソコンに 
  複数枚コピーします。 
③ 電子証明書一覧の表示でご利用になる資格者の方の電子証明書を選択し「切替」ボタンを押しPINコードを入力し切替ます。 
④ 以降、ご利用になる証明書が変わる際は同様の手順で電子証明書を切替ながら運用します。 

【ご注意３】パソコンを破棄される場合 

パソコンを破棄される場合は、念のため電子証明書ダウンロードツールを利用して電子証明書を削除しましょう。 

【その他のご注意（セキュアタイプの場合）】 
B.セキュアタイプ  

『セコムパスポートgor G-ID 司法書士電子証明書利用マニュアルオプション機能編（セキュアタイプ） ver.1.01』  2016年09月14日 

セコムトラストシステムズ株式会社より転載加工（ https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/d_manual.pdf ） 
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（１）政府共用認証局電子証明書の登録                       準備STEP 1/3 

『登記・供託オンライン申請システム』と安全なインターネット交信を行うためにWindows証明書ストアに政府共用認証局電子証明書を
インストールする必要がありますが、登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録の際に自動的に登録されます。 

４．申請用総合ソフトの準備及び利用者登録 
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（２）申請用総合ソフトのインストール                          準備STEP 2/3   
法務省の『登記・供託オンライン申請システム』ホームページから申請用総合ソフトをダウンロード、インストールしてください。 

申請用総合ソフトには『本番用』と『体験版』の2種類があり、同一PCに併存することができます。 

『登記・供託オンライン申請システム』ホームページ 

の「申請用総合ソフト」ボタンを押します。 

申請用総合ソフトの「ダウンロード」ボタンを押し、
パソコンにセットアップファイルを保存します。 

（▼名前を付けて保存） 

セットアップファイルの保存場所を指定します。 

登記・供託オンライン申請システムホームページ 

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ 
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（２）申請用総合ソフトのインストール                          準備STEP 2/3   

Setup.exeをダブルクリックして申請用総合ソフトをインストールします。 

インストールが終了すると 

ログイン画面が起動します。 

「キャンセル」を押すとオフ
ライン起動します。 

申請者ID、パスワードを入
力して「OK」を押すとオンラ
イン起動します。 

「申請用総合ソフト」が起動します。前面にはガイドが表示され「？」ボタンを押すと操作
方法についてヘルプを参照することができます。 
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（３）『登記・供託オンライン申請システム』の利用者登録              準備STEP 3/3 

（ご注意） 
法務省の『登記・供託オンライン申請システム』ホームページ上で利用者登録が可能です。 

法務省オンライン申請システムのID、パスワードは登記・供託オンライン申請システムに自動的に移行されませんので、初めてご利用 

になる方は必ず登録していただく必要があります。 

『登記・供託オンライン申請システム』ホームページ 

の「申請者情報登録」ボタンを押し、「利用規約」に 

「同意する」ボタンを押すと登録画面が表示されます。 

申請者情報新規入力画面 メール受信設定画面 
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５．PDF変換ソフトウェアの準備 

PDF･･･って何のこと？ 

PDFはWORDや一太郎などと同じように電子文書の一
形式ですが、違うところは外字情報などがパソコンの
フォントに依存しませんので、どのようなパソコンで
も表示できます。 
 

アクロバット･･･どれを買えばいいの？ 

Acrobat DCのプロフェッショナルかスタンダードが
必要です。 

 

どこで買えばいいの？ 

Adobe 公式サイトからの購入価格 

Proコンプリートプラン       

Standardコンプリートプラン   

 ※月々プランや年間プランもあります。 

※WORDや一太郎形式の定款をPDF形式に変換するソフトウェアです。定款作成をするため必ず必要になります。 

Adobe Acrobat （アクロバット）XI(11)、DCまたは、SkyPDF Professional(2012または2016) for Legal が必要です。 

●Adobe Acrobat DC  
登記・供託オンライン申請システム対応のバージョンは
Acrobat Ⅺ(11), DCです。 
※現在購入可能なバージョンはAcrobat DCとなります。 

● SkyPDF Professional 2016 for Legal   

http://www.legal.co.jp/products/skypdf/skypdf_1.html 

https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pricing.html 

登記・供託オンライン申請システム対応のバージョンはSkyPDF 
Professional 2012（または2016) for Legalです。 
※現在購入可能なバージョンはSkyPDF Professional 2016 for Legalとなります。 Acrobat相当品のご紹介 

株式会社スカイコム社が開発し、株式会社リーガルより販売 

しています。  
「SkyPDF Professional 2016 for Legal」  

                                        ダウンロード版（14,040円 税込) 

                                     FAX注文（15,660円  税・CD-ROM送料込) 

もPDF変換ソフトとしてご利用いただけます。 

54,800円（税別） 

34,800円（税別） 
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６．PDF署名プラグインソフトの準備 

※ 登記・供託オンライン申請システムの添付書類用電子署名を行うための追加ソフトのことです。 

印 

添付書類 

書面 

添付情報 

電子情報 

押印 電子署名 
書面申請 オンライン申請 

署名方式 PDF変換ソフト PDF署名プラグインソフト 

１ 

法務省提供無料プラグインソフトでの署名 

署名後および署名付き文書の検証機能無し
（※１） 

 

Adobe AcrobatXI(11), DC 

無料プラグインソフト 

Acrobatのみ対象 

２ 

民間のプラグインソフトでの署名 

署名後および署名付き文書の検証機能あり 

AcrobatXI(11), DC 

SkyPDF(Professional 2012 

(または2016) for Legal) 

各社（※２）（有料） 

『SkyPDF Professional 2012(または2016) 

for Legal』を利用する場合はリーガルの
『電子認証キットPRO』のみ対応 

※２ 民間のプラグインソフト例 (ダウンロード版） 

【登記・供託オンライン申請システムの添付書類で利用可能な電子署名方式】 

（株）リーガル 『電子認証キットPRO』          15,120円（税込） 

（株）スカイコム『SkyPDF Professional2016 for Legal』  14,040円（税込） 

以下のURLからセット購入ができます。 

https://www.legal.co.jp/store/html/products/list.php?category_id=1 

合計29,160円 

※１  以下のURLからダウンロードできます。 

    http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download.html#PDFPlugin 
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７．電子定款作成のための事前準備 

（１）事前作業（初回のみ：セキュアタイプの場合） 
作業内容 備  考 

①  「電子証明書ダウンロードツール」と「電子証明書利用ツール」をオンライン
申請を行うパソコン全てにインストールします（初回のみ P13参照） 。 

 民間ベンダ向けのAPIドライバソフトも同時にインストールされます。 

② 
 「電子証明書ダウンロードツール」の「電子証明書の取込」ボタンをクリック
し、USBメモリ（保存用原本）に保管してある電子証明書を電子署名及びオン

ライン申請を行うパソコン全てにコピーします（ご利用になる端末全てにコ
ピーする必要があります） （初回のみ P18参照） 。 

 電子証明書ダウンロードツールを利用して電子証明書をコピーした場合
は、電子証明書は暗号化されて保存されており通常の操作では電子証
明書を使用することは出来なくなっています。 

 電子証明書利用ツールで「利用開始ボタン」をクリックして利用開始パス
ワードを入力した時だけ、電子署名が可能となります。 

（２）起動前のご注意（セキュアタイプの場合） 
セキュアタイプの場合は電子署名前に電子証明書利用ツールを起動して電子証明書の利用を開始する必要があります。 

③ダウンロードツールで指定した
「利用開始パスワード」を入力し、 

 「OK」ボタンをクリックします。 

②「利用開始」ボタンをクリックします。 
①デスクトップ上に作成された電子証明書 
 利用ツールのアイコンをダブルクリックし、 
 起動します。 

・セキュアタイプでは電子証明書は暗号化されて保存
されているため、他者および各種ソフトウェアから利
用できない状態になっています。  

・電子証明書の利用開始の操作を行うと、作業フォル
ダに電子証明書が復元され、コピーが可能になります。
電子証明書の利用後は、必ず利用停止の操作を行
い、電子証明書の不正コピーを防止してください。  

・電子証明書の利用停止の操作を行うと、作業フォル
ダに復元された電子証明書が削除され、他者および
各種ソフトウェアから利用できなくなります。 

B.セキュアタイプ  

④電子証明書取込の際に指定した 
 「作業フォルダ」に電子証明書が復元 
 され、利用可能になりますので、電子 
 定款に電子署名したり、申請用総合 
 ソフトから電子署名を行ってください。 
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①「電子認証キットＰＲＯ」を起動します。 

７．電子定款作成のための事前準備 

（３）『電子認証キットＰＲＯ』での事前作業（1回のみ） 

    ●プラグインのインストール 

アイコンをダブルクリック 

②[PDF設定]より、「Acrobatプラグインをインストール」 
または、「SkyPDF プラグインをインストール」をクリックします。 

（インストールしたソフトのプラグインを選択します。） 

③それぞれのソフトの終了を確認する画面が出ます。 ④「ＯＫ」をクリックします。 



 （４） 『AcrobatⅪ(11)、DC』での事前作業（1回のみ） 

   ●プラグインの初期設定 
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①Acrobatを起動して、［編集］-［環境設定］をクリックします。 
②画面左側の[署名]を選択し、作成と表示方法の[詳細]をクリックし
ます。 

③ デフォルトの署名方法を「LegalSign」に変更後「OK」をクリックし
ます。 

７．電子定款作成のための事前準備 
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②［ツール］-［環境設定］をクリックします 。 ①SkyPDF Professionalを起動します。 

③[環境設定]画面の[電子署名]タブを開きます。 

 ア．[作成]のところで[SKYCOM LegalSign Signature]を選択し、  
[常に使用する]にチェックを入れます。 

 イ．[適用]を押します。 

 

ア 

イ 

７．電子定款作成のための事前準備 

 （５） 『SkyPDF Professional 2012、2016 for Legal』での事前作業（1回のみ） 

   ●プラグインの初期設定 
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８．定款の作成（PDF文書の作成） 

（１）定款末尾の記載文例（一例） 

電子定款は電子署名後
の修正ができませんの
で、電子署名を行う前
に定款の内容等を公証
人に確認していただく
必要がありますのでご
注意ください。 

公証人と連絡を取る際、
訪問する日時やオンライ
ン送信する日時、訪問さ
れる方が誰かを打ち合
わせておくことをお勧めし
ます。 

WORDや一太郎などのポピュラーなワープロソフトを利用して、電子定款の原稿を作成してください。 

複数指定公証人がいる
場合は嘱託する指定公
証人が執務する日に訪
問する必要があります。 
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変換 

WORD形式の定款 PDF形式の定款 

WORD文書アイコン  PDF文書アイコン  
（２）PDF文書へ変換 

８．定款の作成（PDF文書の作成） 

電子定款のファイル名は任意ですが、利用可能な文字は「半角英数字」「全角英数字」「全角かな」「全角カ
ナ」「半角記号」「全角記号」「JIS第1・第2水準の漢字」です。また、文字数は「全て半角は31文字以内」「全て
全角は15文字以内」である必要があります。※全角１文字は半角2文字として計算します。 

ただし、以下の文字はファイル名に使えませんのでご注意ください。 

・JIS X 0208-1997の第一水準,第二水準, 非漢字の範囲外の文字 
・半角スペース、全角スペース 

・半角記号 ：  「“」，「#」，「&」，「‘」，「(」，「)」，「=」，「^」，「~」，「¥」，「|」，「`」，「:」，「;」，「*」，「+」，「,」，「<」，「>」，「/」，「 。 」 
・全角記号 ：  「―」 ，「～」，「 ∥」，「－」，「￠」，「￡」，「￢」  

          ※ 「―」：全角ダッシュ・S-JISコード「815C」   「－」：全角マイナス・S-JISコード「817C」 
 

  

注意 

（Word2010、2013、2016） 

① 

② 

① 「プリンター」 （Word2010、2013、2016）を押し、プリンタ一覧から使用
するPDF変換ソフトに応じて、下記のプリンタを選択します。 

 Acrobatの場合→『Adobe PDF』 
 SkyPDF for Legalの場合→『SkyPDF Pro Driver』 
②プリンタ選択後、「印刷」（Word2010、2013、2016）ボタンを押します。  
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③[ドラッグして新規署名 

ボックスを作成]をクリック 

します。 

④印影イメージを表示する領域をマウスでドラッグして選択します。  

①定款のPDFアイコンをダブルクリックします。 

（AcrobatXI(11)の場合） 

（Acrobat DCの場合）  

９． 『AcrobatXI(11), DC』 での電子署名 

②[署名]－[電子署名]－[証明書を使用して署名] を選択します。  

②[ ツール]－[証明書]－[電子署名] を選択します。  

 ③[OK]をクリックします。 

（AcrobatXI(11)の場合） （Acrobat DCの場合） 
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⑤署名プラグインソフト画面の[署名情報選択]をクリックします。 

⑦ファイル選択画面で「PKCS#12形式」を選択し、[参照]を
クリックします。 

⑥[ファイル]を選択します。 

⑧【セキュアタイプの場合】  
  ※利用開始していない場合は電子証明書を選択することは出来ません。 

  ダウンロードツールで指定した「作業用フォルダ」に復元された電子
証明書を選択し、 [開く]をクリックします。 

 【通常タイプの場合】 
  任意で保存された電子証明書を選択し、 [開く]をクリックします。  
 
      （例： 「司法書士電子証明書_20211013.p12」） 
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⑪署名イメージで[印影を作成]（もしくは登録している印影を選択） 
します。 

⑫［電子署名］ボタンをクリックします。  

⑩氏名・署名理由を入力します。（任意） ⑨PINコード（パスワード）を入力します。 
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⑭保存後、署名の検証結果が自動表示されます。  

電子定款の完成です。  

インターネット 

登記・供託オンライン申請システムで 

    指定公証人へ送信 

⑬電子定款に名前をつけて保存します。（上書保存可） 
※変更する場合は「8.(2)PDF変換」の注意事項に従い変更し
ます。   
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③上部メニューの署名アイコンを選択します 

①定款のPDFアイコンをダブルクリックします ②PDF形式の定款が画面表示されます。 

④印影イメージを表示する領域をマウスでドラッグして 

選択します。  

１０． 『SkyPDF Professional          for Legal』 での電子署名 2016 
2012 
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⑤署名プラグインソフト画面の[署名情報選択]をクリックします。 

⑦ファイル選択画面で「PKCS#12形式」を選択し、[参照]を
クリックします。 

⑥[ファイル]を選択します。 

⑧【セキュアタイプの場合】  
  ※利用開始していない場合は電子証明書を選択することは出来ません。 

  ダウンロードツールで指定した「作業用フォルダ」に復元された電子
証明書を選択し、 [開く]をクリックします。 

 【通常タイプの場合】 
  任意で保存された電子証明書を選択し、 [開く]をクリックします。  
 
      （例： 「司法書士電子証明書_20211013.p12」） 
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⑪署名イメージで[印影を作成]（もしくは登録している印影を選択） 
します。 

⑫［電子署名］ボタンをクリックします。  

⑩氏名・署名理由を入力します。（任意） ⑨PINコード（パスワード）を入力します。 
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インターネット 

登記・供託オンライン申請システムで 

    指定公証人へ送信 

⑬電子定款に名前をつけて保存します。（上書保存可） 
※変更する場合は「8.(2)PDF変換」の注意事項に従い変更し
ます。  

電子定款の完成です。 
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１１．定款作成時の注意事項 

 

ところで、契印、捨て印って必要なの？？？ 

紙の定款の場合は複数枚にわたる際に契印をしたり、あとから修正があっても大丈夫なよう
に捨て印を押しますが、電子署名の場合も必要なんでしょうか？ 

電子署名は電子情報全体に対して署名をかけますので、どこに署名したとしても同一人の署
名は一文書に一箇所でOKです。また、電子署名を施すと誰が署名したか、また電子署名以降
電子文書が改ざんされていないかどうかの検出ができます。 

これは同時に言えば、捨て印を押して修正をすると電子的には「改ざん」とみなされます。 

 

つまり、契印は不要、捨て印は不可なのです。 

 

という訳で、電子定款では電子署名後の修正はできないことにご注意ください。 
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１２．委任状の作成 

委任状 

 

 

紙 

定款 

 

 

紙 

委任状 

 

 

紙 

定款 

 

 

紙 

定款 

 

 

紙 
+ 

定款へ契印 委任状へ押印 

合綴して契印 

委任状の記載文例（一例） 

※ 「復代理人選任の許諾」に関する記載が必要な場合もありますので、指定公証人にご確認ください。 

実印 

実印 紙 
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１３．申請用総合ソフトを利用した電子定款オンライン認証嘱託 

（１）事前作業（初回のみ：セキュアタイプの場合） 

※ ここでは法務省の申請用総合ソフトを利用してオンラインによる電子定款認証嘱託申請の方法についてご説明します。 

作業内容 備  考 

①  「電子証明書ダウンロードツール」と「電子証明書利用ツール」をオンライン
申請を行うパソコン全てにインストールします（初回のみ P13参照） 。 

 民間ベンダ向けのAPIドライバソフトも同時にインストールされます。 

② 
 電子証明書ダウンロードツールを利用してUSBメモリ（保存用原本）に保管

してある電子証明書をオンライン申請を行うパソコン全てにコピーします（ご
利用になる端末全てにコピーする必要があります） （初回のみ P18参照） 。 

 電子証明書ダウンロードツールを利用して電子証明書をコピーした場合
は、電子証明書は暗号化されて保存されており通常の操作では電子証
明書を使用することは出来なくなっています。 

 電子証明書利用ツールで「利用開始ボタン」をクリックして利用開始パス
ワードを入力した時だけ、電子署名が可能となります。 

（２）起動前のご注意（セキュアタイプの場合） 
セキュアタイプの場合は申請用総合ソフトの起動前に電子証明書利用ツールを起動して電子証明書の利用を開始する必要があります。 

②「利用開始」ボタンをクリックします。 ①デスクトップ上に作成された電子証明書 
 利用ツールのアイコンをダブルクリックし、 
 起動します。 

・セキュアタイプでは電子証明書は暗号化されて保存
されているため、他者および各種ソフトウェアから利
用できない状態になっています。  

・電子証明書の利用開始の操作を行うと、作業フォル
ダに電子証明書が復元され、コピーが可能になります。
電子証明書の利用後は、必ず利用停止の操作を行
い、電子証明書の不正コピーを防止してください。  

・電子証明書の利用停止の操作を行うと、作業フォル
ダに復元された電子証明書が削除され、他者および
各種ソフトウェアから利用できなくなります。 

④電子証明書取込の際に指定した 
 「作業フォルダ」に電子証明書が復元 
 され、利用可能になりますので、電子 
 定款に電子署名したり、申請用総合 
 ソフトから電子署名を行ってください。 

※電子定款への電子署名時に作業済の場合は不要です。 

③ダウンロードツールで指定した
「利用開始パスワード」を入力し、 

 「OK」ボタンをクリックします。 
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④ 「電子公証」タブを選択します。 

① 申請用総合ソフトを起動します。 

③申請者ＩＤ及びパスワードを入力し，「OK」ボタンをクリックします。 
※送信の必要がない場合は、「キャンセル」をクリックしてオフライ
ンで起動することも可能です。 
 

 （３）申請用総合ソフトの操作方法 

② 新しいバージョンの申請用総合ソフトが利用
可能なメッセージが表示された場合、メッセー
ジに従いバージョンアップを行います。 
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⑤ 「申請書作成」を押し、書式一覧から「電磁的記録の認証 
  の嘱託」を選択します。 

⑥ 件名、嘱託人氏名、指定公証人情報を入力・指定します。 

⑧ 「完了」ボタンを押して情報を保存します。 ⑦ 「公証役場で文書を保存」のチェックははずさないでくだ 
 さい（書面謄本が取れなくなるため）。 
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⑨ 「ファイル添付」→「ファイル追加」ボタンを押します。 ⑩ 署名済の電子定款を選択します。 

⑫ ファイルが添付されると行の頭部にクリップマークが表示 
  されます。 

⑪ 「保存」を押して、電子定款を添付します。 
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⑬ 「署名付与」→「ファイルで署名」を選択します。 ⑭【セキュアタイプの場合】  
  ※利用開始していない場合は電子証明書を選択することは出来ません。 

ダウンロードツールで指定した「作業用フォルダ」に復元された電
子証明書を選択します。 

 【通常フォルダ利用タイプの場合】 
   任意で保存された電子証明書を選択します。 
 
 （例：司法書士電子証明書_20211013.p12） 

⑯ 申請情報のセットに署名が完了しました。 ⑮ PINコード（アクセスパスワード）を入力し、確定を押します。 
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⑰ 署名が完了すると行の頭部に赤い「署」のマークが表示 
  されます。 

⑱ 「申請データ送信」を押し、送信対象情報にチェックを 
  入れ、「送信」ボタンを押します。 

⑳ 登記・供託オンライン申請システムに到達すると「到達」 
  ボタンを押して申請番号等を確認します。 

⑲ 送信が完了！ 



委任状 

 

 

紙 

定款 

 

 

紙 

印鑑証明書 

印鑑証明書 

指定公証人 

￥ 
      受け取り用媒体 

（CD-R、CD-RW、USBメモリ） 手数料 

委任状 印鑑証明書 

公証役場訪問 
自認認証 

同一の情報の請求（書面） 

公証人認証済定款 

 

定款（謄本） 
 

 

紙 

電子定款の認証と同時に紙の同一の情報の提供を請求する場合「のみ」、公証役場で謄本の請求が可能です。 

認証と同時で無い場合はオンラインで請求します。 
同一の情報の提供（紙の謄本）の請求については公証役場備え付けの申請書を利用できる場合もあります。 

作成される際は請求本文のほか設立予定会社名（もしくは登簿管理番号）、部数、請求者の記名・（押印）が必要です。 

定款（コピー） 
 

 

紙 

定款のコピー 
（紙の謄本用 

不要な場合有） 

１４．公証役場へ訪問 
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定款印紙 
 

 

      ０円 

 

定款認証手数料 
 

 

 ５０，０００円 

 

電磁的記録の保存 
 

 

    ３００円 

 

同一の情報の提供 
謄本（紙ベース） 

 

    ７００円＋（２０円×紙枚数） 

電子定款では紙の定款に必要な印紙税４０，０００円は必要ありません。 

１５．手数料 
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認証済定款 

（電子公文書） 
フォルダの中には３つのファイルがあります 

ダブルクリック 

鑑文書 スタイルシート 定款本文 

１６．認証済定款の内容確認と署名検証 

公証人認証済定款 

（１）内容確認 

XXXXXXXXXXXXXX。XML 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XX 
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Adobe Reader で内容確認できます 

定款本文（嘱託時の定款） 

ダブルクリック 
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鑑文書（認証文） 

IE（インターネットエクスプローラー）で内容確認できます 

ダブルクリック 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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鑑文書（認証文+公証人電子署名） 

（２）電子署名検証と電子証明書検証 

①申請用総合ソフトを起動します。 

【注意】 
公文書の検証が行えるのは、登記・供
託オンライン申請システムが利用可能
な時間帯のみです。（利用時間：月曜日
から金曜日までの８時３０分から ２１時
まで。国民の祝日・休日，１２月２９日か
ら１月３日までの年末年始を除く。） 

③「ツール」→「電子公文書の検証」をクリックします。 ④「参照」をクリックします。 

②申請者ＩＤ及びパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 
※公文書の検証はオンラインで起動する必要があります。（オフライ
ン不可） 
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⑦電子署名検証結果と電子証明書検証結果が表示されます。 

「印刷」をクリックするとプリントアウトできます。 

⑤「認証済定款」のフォルダを選択後、OKをク
リックします 

⑥「電子公文書検証」をクリックします 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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１７．登記申請への利用と引き渡し 

会社発起人 司法書士 

公証人認証済定款 

定款（謄本） 

 

 

紙 

会社謄本 

 

 

紙 

ア、紙申請に利用 

  電子定款認証後、紙で設立登記の申請を行う場合は、定款の謄本（同一情報の提供）を添付します。定款の謄本には公 

 証人の証明文が付与されていますので原本と同等に取り扱いされます。 

  CD-Rでの申請や紙申請の一部にCD-Rを添付する場合は、電子公文書のフォルダをコピーしたCD-Rを添付できます 

 （提出したCD-Rは返却されませんので、必ず原本をコピーしてご利用ください）。 
 

イ、オンライン申請に利用 

  電子定款認証後、オンライン申請で設立登記を行う場合は、電子公文書として申請書情報にフォルダ単位で添付して送 

 信してください。 

（１）設立登記への利用 

（２）顧客への引渡し 

 お客様へ電子定款をお
渡しする際は、原本のフ
ァイルが格納されたFDの
他、定款の謄本、会社謄
本、定款検証結果（プリ
ントアウト）などをお渡
しします。 

 お客様において電子定
款の保管に不安がある場
合は、司法書士事務所で
保管を受託することも可
能です。 

定款 

検証結果 

 

 

紙 



59 

会社設立オンライン申請情報への認証済電子定款添付方法 

① 申請用総合ソフトで申請情報を登録後、事  

 件を選択して「ファイル添付」をクリックします。 

② 「公文書フォルダ追加」をクリックします。 

③ 認証済定款をフォルダ単位で選択して 

  「ＯＫ」をクリックします。 

④ 認証済定款はフォルダ単位で「公文書」とし 

  て添付されます。 
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【電子金庫を利用するメリット】 

電子金庫には各種管理機能が装備されています。 

利用者一覧 

先生は電子証明書の利用権限を利用者ごとに設定
することができます（例：電子署名のみ許可）。 

電子証明書の利用履歴が全て記録されます 

（例：誰がいつなにをしたか）。 

１８．電子金庫を利用した電子署名（ご参考） 
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メリット 
電子認証
キット 

司法書士システム 

“権” 

１ 電子証明書を暗号化して保存します。 ○ ○ 

２ 
電子金庫利用者を登録し、電子証明書の利用権限を
制限できます。 ○ ○ 

３ 電子証明書を利用した記録が全て残ります。 ○ ○ 

４ 
複数資格者の電子証明書も同一金庫で管理し、使用
時に切り替えてご利用いただけます。 ○ ○ 

５ ネットワークで利用できます。 × ○ 

６ 
定款への電子署名のほか登記・供託オンライン申請
システムでも電子金庫が利用できます。 × ○ 
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電子金庫を利用した電子署名手順 

【事前作業（初回のみ）】 

① 電子認証キットのメインメニューで電子金庫ボタンを押します。  

⑤ 管理者権限のある利用者のユーザー名とパ 

  スワードを設定します。  
④ 適宜の場所に保存します。USBメモリなどに 

  保存することもできます。  

③ 適宜金庫の名称を付けて、保存場所を決め 

  ます。  

② 初めての場合は新規作成ボタンを押します。  
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⑥ 電子金庫が作成されましたので、引き続き「鍵追加」 
  ボタンを押して、電子証明書を金庫に入れます。  

⑪ 以上で電子金庫に電子証明書が暗号化して格納され 

  ました。  

⑦ 「ファイル」を選択
します。  

⑧ 続いてPKCS#12 

 形式を選択します。  

⑨ ダウンロードした 

 電子証明書を選択 

 します。  

⑩ PINコード（パス 

 ワード）を入力しま 

 す。  



       ①「署名情報選択」ボタンを押します。 ②電子金庫を選択します。 

【電子金庫を利用したPDF署名の手順】 

③ 金庫利用者（ユーザー名）とパス
ワードを入力します。 

④ フォルダを選択します。 
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⑥ 署名情報が選択されました。 

⑤ 電子証明書を選択します。 
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