
提携電子証明書の割引販売制度について
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全国商工会連合会

別添１



電子証明書を取得することで、ご自宅や職場などのパソコンからさまざまな行政手続き等
を迅速かつ安全・確実に行うことが可能になります。行政手続きをオンラインで行える電子
証明書は商工会会員のメリットになります。全国商工会連合会では商工会会員に特別のメ
リットが提供できる事業者と提携しサービスを提供します。

一例として以下の業務にご利用いただけます。

・国税電子申告・納税システム（e-Tax）
主な対象手続
●国税申告手続（所得税、法人税等）
●給与所得の源泉徴収票（及び同合計表）
●国税納付手続（すべての国税）

・登記・供託オンライン申請システム
主な対象手続
●登記申請
（不動産登記、商業・法人登記、動産・債権譲渡登記、成年後見登記）

又、商工会で労働保険事務組合を組織して対応している場合には以下の業務にもご利用いただけます。

・社会保険・労働保険関係手続
主な対象手続
●健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
●雇用保険被保険者資格取得・喪失届
●労働保険の年度更新
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電子証明書（電子認証サービス）について
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■電子証明書とは
電子証明書は、書面での手続における「印鑑証明書」に相当するものです。行政手続をオ

ンライン申請で行うときなどに、申請人の本人確認等をオンラインで行うために用いられる
証明書です。

電子証明書は、公的個人認証制度における IC カードに搭載されたり、ファイル形式で提供
されます。

参照：法務省 商業登記電子証明書はじめてガイド

電子証明書（電子認証サービス）について



■電子証明書を利用することのメリット
・申請のための往復交通費や移動時間、窓口での待ち時間の節約

・申請窓口の対応時間外でも申請できます。
例）供託の申請で資格証明書添付省略が可能。

・手数料が安くなったり、添付書類を省力できる場合があります。
例）会社代表者等の印鑑証明書の請求の場合

窓口・郵送請求 450円 →オンライン請求・送付 410円
→オンライン請求・窓口交付 390円
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参照：法務省 商業登記電子証明書はじめてガイド

電子証明書（電子認証サービス）について
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■電子証明書の種類
電子証明書には、IC カード形式とファイル形式の２種類があります。

種類 ICカード形式 ファイル形式（ダウンロード）

メリット
・セキュリティ面で安全

※不特定のひとが同じパソコンを使用しても
カードがなければ申請できない

・パソコンへのインストールで利用可能
※カード、カードリーダー等は必要なし

・複数のパソコンにインストールすることが可能

デメリット
・カードが必須

※各種手続きはカードがなければ行えない

・カードリーダが必要

・複数のパソコンで利用できるので、どのパソ
コンで利用しているか管理する必要がある

参照：厚生労働省 電子申請の事前準備ガイドBOOK

電子証明書（電子認証サービス）について
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全国商工会連合会では、株式会社帝国データバンク、セコムトラストシステムズ株式会社
と提携し、電子証明書を通常料金より割安な料金（商工会特別価格）で、ご提供する制度を、
2020年11月より開始いたします。会員事業者、商工会、県連から申し込み可能です。
■取扱証明書の種類、割引対象等に関して

(株)帝国データバンク セコムトラストシステムズ(株)

電子証明書
の種類 TDB電子認証サービスTypeA ・セコムパスポート for G-ID 一般向け証明書

・セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書

タイプ ICカードタイプ ダウンロードタイプ

主な対応
システム

・e-Gov電子申請システム
・国税電子申告・納税システム（e-Tax）
・地方税ポータルシステム（eLTAX）
・民間企業間「電子契約」,「e文書法」

【詳細】
URL:https://www.tdb.co.jp/typeA/typeA/03.html

・e-Gov電子申請システム
・国税電子申告・納税システム（e-Tax）
・地方税ポータルシステム（eLTAX）
・民間企業間「電子契約」,「e文書法」

【詳細】
一般向け証明書:
https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgidtsys.html
行政書士電子証明書:
https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei/gyosei-forgidtsys.html

メリット

特別販売価格 通常料金より2,000円引

ICカードリーダを１台無償提供
※商工会、県連として導入する場合。

商工会会員は通常購入となります。

2年版:通常料金から2,000円割引
3年版:通常料金から3,000円割引

割引対象 商工会の会員、商工会、県連 商工会の会員、商工会、県連

割引条件
以下、１、２を満たし場合
１．商工会の会員又は商工会、県連からの申込であること
２．割引制度適用票を準備

以下、１、２を満たし場合
１．商工会の会員又は商工会、県連からの申込であること
２．割引制度適用票を準備

提携する電子証明書（電子認証サービス）について
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１．TDB電子認証サービスTypeA

２． ICカードリーダー

商工会、県連として導入する場合にはICカードリーダを1台無償提供
※商工会会員は通常購入となります。

販売価格に関して 株式会社帝国データバンク

有効期間 2年 3年 4年 5年

価格種別 通常価格 特別価格 通常価格 特別価格 通常価格 特別価格 通常価格 特別価格

1枚目料金 28,000 26,000 33,000 31,000 42,000 40,000 48,000 46,000

2枚目以降
料金 26,000 24,000 30,000 28,000 38,000 36,000 43,000 41,000

10枚以上
料金 20,000 18,000 28,000 26,000 36,000 34,000 41,000 39,000

USBタイプ 6,500

（金額:税抜）

（金額:税抜）

更 新 ：新規お申込時と同様のお手続を実施。 「電子証明書有効期限切れのご案内」が電子証明書有効期限の2ヶ月前に
郵便物、1ヶ月前に電子メールで通知されます。

途中解約 ：電子証明書を利用する際のソフト（PCにインストール）にて失効申請をします。
残存期間があっても、料金の返金はございません。
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１．セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書（ファイルタイプ電子証明書）

２．セコムパスポート for G-ID 一般向け電子証明書（ファイルタイプ電子証明書）特別価格

有効期間 ２年 ３年

価格種別 通常価格 特別価格 通常価格 特別価格

１枚あたり料金 14,000 12,000 21,000 18,000

（金額:税抜）

有効期間 ２年 ３年

価格種別 通常価格 特別価格 通常価格 特別価格

１枚あたり料金 14,000 12,000 21,000 18,000

（金額:税抜）

販売価格に関して セコムトラストシステムズ株式会社

更 新 ：新規お申込時と同様の手続を実施。「電子証明書有効期限切れのご案内」が電子証明書有効期限の
30日以上前までに電子メールで通知されます。

途中解約 ：「取消申請書」をダウンロード後、必要事項を記入・捺印後にセコムトラストシステムズ株式会社に送付
残存期間があっても、料金の返金はございません。



• 電子証明書価格、申込手続き詳細
株式会社帝国データバンク
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１．全国連 ・サービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票※１、チラシを周知
２．都道府県連 ・商工会にサービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票、チラシを周知
３．商工会 ・商工会会員にサービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票、チラシを周知

・商工会会員に割引制度適用票の発行（割引制度適用票に押印）

運営体制(全体)

会 員

県 連

商 工 会

全 国 連

商工会への
周知 会員周知～証明書発行 利用

開始

周知 割引制度適
用票※1
の押印依頼

T D B

証明書の
申込手続

※2

発信者

受信者

受信⇒発信者

割引制度
適用票へ
の押印

証明書
の発行

■周知および申込までの流れ

※1 割引制度適用票の詳細はP11参照
※2 申込手順の詳細はP13参照 10
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商工会会員限定特別料金割引制度適用票に関して
１．ホームページよりダウンロードし印刷

URL: http://www.shokokai.or.jp/?page_id=8635
２．事業所の会社名、住所等必要事項を記入
３．商工会コード（県連コード2桁＋商工会コード4桁）の記入
４．会員確認書類の準備又は商工会からの押印を受ける
５．各種申込書類と一緒に同封して郵送

提携電子証明書に関して

割引制度適用票イメージ

商工会コード（県連コード2桁＋商工会コード4桁）の記入 商工会の確認印

イメージ イメージ
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申込手続き詳細 株式会社帝国データバンク
1.必要書類

必要書類
①法人の場合

（商業登記あり）

②個人事業主の場合

（商業登記なし）

住民票(個人番号/マイナンバーの記載のないもの)※1 ○ ○

外国籍の場合は、以下書類が必要な場合があります。

パスポートの氏名英字記載部分のコピーまたは

特別永住者証明書、在留カード表裏コピー※2

△ △

印鑑登録証明書 ○ ○

商業登記簿謄本(登記事項証明書) ○ -

代表印の印鑑証明 ○ -

代表者個人の印鑑登録証明書（名義人＝代表者の場合は不要） - ○

個人事業主確認書類※3 - ○

割引制度適用票 〇 〇

公的書類については、帝国データバンクに書類到着時点で発行日が3か月以内のものが必要です。

※1  外国籍の場合、在留期間が満了していないものに限ります。
※2  電子証明書記載氏名（英字）をパスポート、特別永住者証明書、在留カードと同じ記載にする場合のみ必要です。
※3 行政機関に提出された、行政機関の受領印がある、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書類です。



2.申し込みの流れ
申込に際して、加入者ご本人の実在および真偽の確認を行います。
又、住民票、印鑑証明書等の書類が必要なります。

3.申し込みホームページ
URL:https://www.tdb.co.jp/typeA/application/03.html
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申込手続き詳細 株式会社帝国データバンク

1 各規定類への同意 2 利用申込書の
入力・確認・印刷

3 利用申込書への
署名捺印

9 サービス料金の
お振込み

4 申込必要書類
の郵送

5 書類審査 6 結果通知 7 電子証明書発行
証明書の郵送

8 電子証明書の
受け取り

申込WEBページを開き、
各種規程類と個人情報利目
的に同意

Webより利用申込書作
成フォームに入力、確認

の上、印刷
印刷した利用申込書に

直筆で署名、実印で捺印

商工会特別価格
にてお振込

住民票、印鑑証
明等を郵送。

必ず割引制度適用票を同封

審査開始のご連絡、審査
基準に沿った確認

審査結果をメールにて
ご報告

証明書を発行、ダウンロー
ド用パスワードを送付 電子証明書の確認

申込者 TDB



３.申し込み流れ詳細
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申込手続き詳細 株式会社帝国データバンク

1 各規定類への同意 2 利用申込書の
入力・確認・印刷

申込WEBページを開き、
各種規程類と個人情報利目的に同意

Webより利用申込書作成フォームに
入力、確認の上、印刷

申込者 TDB

参照:TDB申込ホームページ 参照:TDB申込ホームページ



３.申し込み流れ詳細
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申込手続き詳細 株式会社帝国データバンク

2 利用申込書の
入力・確認・印刷

3 利用申込書への
署名捺印

4 申込必要書類
の郵送

印刷した利用申込書に
直筆で署名、実印で捺印

住民票、印鑑証明等を郵送。
※必ず割引制度適用票を同封

申込者 TDB

送付先

〒107-8680 東京都港区南青山2-5-20
株式会社帝国データバンク
TDB電子認証局TypeA 宛

「2」で作成した利用申込書を印刷し、内容
を確認のうえ、直筆で署名、実印で捺印をおこ
なう。

必要書類を同封して、郵送。※必ず割引制度適用票
を同封

・利用申込書※署名、捺印済
・住民票
・印鑑証明
・割引制度適用票

必要書類



３.申し込み流れ詳細
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申込手続き詳細 株式会社帝国データバンク

9 サービス料金の
お振込み

5 書類審査 6 結果通知 7 電子証明書発行
証明書の郵送

8 電子証明書の
受け取り

商工会特別価格にてお振込

審査開始のご連絡、審査
基準に沿った確認

審査結果をメールにてご報告 証明書を発行、ダウンロード用
パスワードを送付

電子証明書の確認

申込者 TDB

審査開始の連絡および、書類の確認を実施。
審査結果について、メールにて連絡。

ICカードは「本人限定受取郵便（特例型）」、
PINは「書留郵便」にて電子認証局から発送さ
れるので受領。

請求書が送られてくるので、指定の口座に振込
を実施。



• 電子証明書価格、申込手続き詳細
セコムトラストシステムズ株式会社
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１．全国連 ・サービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票※１、チラシを周知
２．都道府県連 ・商工会にサービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票、チラシを周知
３．商工会 ・商工会会員にサービス内容、申し込み手続き、割引制度適用票、チラシを周知

・商工会会員に割引制度適用票の発行（割引制度適用票に押印）

運営体制(全体)

会 員

県 連

商 工 会

全 国 連

商工会への
周知 会員周知～証明書発行 利用

開始

周知 割引制度適
用票※1
の押印依頼

セ コ ム

証明書の
申込手続

※2

発信者

受信者

受信⇒発信者

割引制度
適用票へ
の押印

証明書
の発行

■周知および申込までの流れ

※1 割引制度適用票の詳細はP19参照
※2 申込手順の詳細はP21参照
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提携電子証明書に関して

割引制度適用票イメージ

商工会会員限定特別料金割引制度適用票に関して
１．ホームページよりダウンロードし印刷

URL: http://www.shokokai.or.jp/?page_id=8635
２．商工会コード（県連コード2桁＋商工会コード4桁）の記入
３．会員確認書類の準備又は商工会からの押印を受ける
４．各種申込書類と一緒に同封して郵送

イメージ イメージ

商工会の確認印商工会コード（県連コード2桁＋商工会コード4桁）の記入
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申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社
1.必要書類

必要書類
①基本型

証明書

属性型証明書

②個人用 ③個人事業主用 ④組織代表者用 ⑤組織社員用

住民票(個人番号/マイナンバーの記載のないもの)※1 ○ ○ ○ ○ ○

外国籍の場合は、以下書類が必要な場合があります。

パスポートの氏名英字記載部分のコピーまたは

特別永住者証明書、在留カード表裏コピー※2

△
△ △ △ △

印鑑登録証明書 ○ ○ ○ ○ ○

振込控え、もしくは振込控えのコピー ○ ○ ○ ○ ○

戸籍（全部/個人）事項証明書※3 △ △ △ △ △

代理受取人の印鑑登録証明書 ※4 △ △ △ △ △

個人事業主確認書類※5 - - ○ - -

所属組織の登記事項証明書（登記簿謄本）、もしくは

厚生局が発行する企業年金基金等の公法人証明書※6※7
- - - ○ ○

所属組織の印鑑証明書 、もしくは

厚生局が発行する企業年金基金等の印鑑証明書※6
- - -

○ ○

割引制度適用票 〇 〇 〇 〇 〇

公的書類については、セコムトラストシステムズに書類到着時点で発行日が3か月以内のものが必要です。
※1  外国籍の場合、在留期間が満了していないものに限ります。
※2  電子証明書記載氏名（英字）をパスポート、特別永住者証明書、在留カードと同じ記載にする場合のみ必要です。
※3  電子証明書に記載する氏名に旧姓を用いる場合のみ必要です。
※4  電子証明書の受け取り（本人限定郵便）に代理受取人を指定する場合のみ必要です。
※5 行政機関に提出された、行政機関の受領印がある、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書類です。
※6 複数名の同時申込の場合は、1通で構いません。
※7 組織代表者名の記載のあるものとします。



2.申し込みの流れ
申込に際して、加入者ご本人の実在および真偽の確認を行います。
又、住民票、印鑑証明書等の書類が必要なります。

3.申し込みホームページ
URL:https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html
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申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社

1 各規定類への同意 2 利用申込書の
入力・確認・印刷

3 利用申込書への
署名捺印

4 サービス料金の
お振込み

5 申込必要書類
の郵送

6 書類審査 7 結果通知 8 電子証明書発行
証明書の郵送

9 電子証明書の
受け取り

10 受領書の返信

申込WEBページを開き、
各種規程類と個人情報利目
的に同意

Webより利用申込書作
成フォームに入力、確認

の上、印刷
印刷した利用申込書に

直筆で署名、実印で捺印
商工会特別価格

にてお振込

住民票、印鑑証
明等を郵送。

必ず割引制度適用票を同封

審査開始のご連絡、審査
基準に沿った確認

審査結果をメールにて
ご報告

証明書を発行、ダウンロー
ド用パスワードを送付 電子証明書の確認 返信用封筒にてご返信

※受取後30日以内

申込者 セコム
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申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社

1 各規定類への同意

申込WEBページを開き、
各種規程類と個人情報利目的に同意

申込者 セコム
３.申し込み流れ詳細

参照:セコムトラストシステムズ申込ホームページ
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申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社

3 利用申込書への
署名捺印

4 サービス料金の
お振込み

印刷した利用申込書に直筆で署名、
実印で捺印

商工会特別価格にてお振込

申込者 セコム

３.申し込み流れ詳細

「2」で作成した利用申込書を印
刷し、内容を確認のうえ、直筆で署
名、実印で捺印をおこなう。

請求書が送られてくるので、指定の口座に振込
む。

2 利用申込書の
入力・確認・印刷

Webより利用申込書作成
フォームに入力、確認の上、印刷

参照:セコムトラストシステムズ申込ホームページ
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申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社

5 申込必要書類
の郵送

住民票、印鑑証明等を郵送。
必ず割引制度適用票を同封

申込者 セコム
３.申し込み流れ詳細

送付先

〒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

必要書類を同封して、郵送。※必ず割引制度適用票を同封

・利用申込書※署名、捺印済
・住民票
・印鑑証明
・割引制度適用票

必要書類



25

申込手続き詳細 セコムトラストシステムズ株式会社

6 書類審査 7 結果通知 8 電子証明書発行
証明書の郵送

9 電子証明書の
受け取り

10 受領書の返信

審査開始のご連絡、審査
基準に沿った確認

審査結果をメールにてご報告 証明書を発行、ダウンロード用
パスワードを送付

電子証明書の確認 返信用封筒にてご返信
※受取後30日以内

申込者 セコム
３.申し込み流れ詳細

審査開始の連絡および、書類の確認を実施。
審査結果について、メールにて連絡。

電子証明書をダウンロードする為に必要な
「パスワード送付のお知らせ」と、電子証明書
を利用する際に必要な「PINコード送付のお知
らせ」を受領。

PCへ電子証明書のインポートをした後、
電子証明書の内容を確認。確認後、受領の報告。
※「9」で受領した電子証明書に同封されている封筒を利用。
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FAQ、問い合わせ窓口

電子証明書のサービスの詳細やお申し込み手続きの問い合わせ

(1)株式会社帝国データバンク

FAQ: https://www.tdb.co.jp/typeA/support/01.html

問い合わせ窓口: 0570-011-999

(2)セコムトラストシステム株式会社

FAQ: https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gfaq.html

問い合わせ窓口: 0570-020-213

※県連・商工会からの問い合わせも可能です。


