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1 法人認証カードサービスについて 
 

（１）法人認証カードサービスの概要 

このサービスは、認定認証業務*1 である「AOSign サービス」で培ったノウハウ

と高度なセキュリティ施設を利用して、「商業登記電子証明書」（「商業登記に基

づく電子認証制度」により、法人の登記情報に基づいて発行される電子証明書）

を耐タンパ性*2の高い IC カードに格納するセキュリティサービスです。 
 

① 鍵ペアおよび発行申請書類等の作成 

鍵ペア（公開鍵・秘密鍵）は、認定認証業務のノウハウと堅牢なセキュリ

ティ施設を利用して生成されます。このほか、電子証明書を取得するため

の「電子証明書発行申請書」および「申請用光ディスク」も同様に作成い

たします。 

② 商業登記電子証明書と秘密鍵を IC カードに格納 

商業登記電子証明書を電子認証登記所からダウンロードして、秘密鍵とと

もに IC カードに格納します。この作業もセキュリティ施設内で認定認証業

務のノウハウを用いて行われます。 

③ 秘密鍵（電子署名鍵）の唯一性の担保 

セキュリティ施設内の秘密鍵（電子署名を行う鍵）は、IC カードに格納後、

対となる公開鍵なども含めて直ちに完全消去されます。格納された商業登

記電子証明書のシリアル番号は、「格納リスト」として公開され、電子署名

データを受信した検証者は、任意に署名検証できます。 

 

（２）ご利用イメージ 

 

                                                   
*1 電子署名及び認証業務に関する法律に基づき国の認定を取得した特定認証業務 
*2 データの不正読み出しや使用、改ざん、または故意に誤動作させること等に対する防止能力 

ステップ ①
管轄法務局への申請準備

ステップ ②
管轄法務局への申請

ステップ ③
電子証明書のダウンロード 

ステップ ④
ＩＣカードへの電子証明書格納

申込は簡単!任せて 安心! わかりやすい「ご案内」 リスクを排除 ICカードは安全・安心 

● 法人認証カードサービス申込書、

印鑑証明書(登記事項証明書も可)

のコピーを当社に郵送してくだ 

さい。 

●申込受付後、当社は法務局への 

申請書類一式をお客様にご提供 

します。 
●作業施設は、全工程を通じて高 

 度なセキュリティ環境を実現し 

 ております。 

● お客様の電子証明書と秘密鍵 

は、格納する IC カード内のみ

に存在する状態になります。 

●IC カードは、貸出管理簿など 

 による「目に見える管理」が 

 行えるため、簡単確実な管理 

 が可能になります。 

● 法務局でのお手続きをわ 

かりやすくご案内します。

●お客様の手続きは、次の

 ２点です。 
1.申請書類を法務局に提出
2.「電子証明書発行確認票」 

 を当社に送付 

● 電子証明書のダウンロード 

は、当社が厳格な作業手順 

に基づいて行います。 

 ●電子証明書は電子署名法の 

 基準に準拠した専用の施設 

 内でダウンロードします。 
●ダウンロードした電子証 

 明書、秘密鍵などの機密 

 情報を当社業務用設備か 

 ら消去します。 
  

秘密鍵、公開鍵のほか、 

発行申請書類は当社が作成します

お客様 

管轄法務局

電子証明書

●コピーは不可能 

●IC が不正利用を阻止 

●破損に強く管理も簡単

ICカードの特⾧

申請書類一式 
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2 商業登記電子証明書の注意事項 
 

（１）利用可能なシステムについて 

① 商業登記電子証明書は、申請者本人が電子認証登記所からダウンロードし、

電子証明書の公開鍵と対になる秘密鍵を USB メモリやハードディスクに保

存して使用するファイル形式(PKCS#12 形式)です。 

このファイル形式の商業登記電子証明書は、｢代表者実印＋印鑑証明書｣と

同等の法的効果が認められているため、さまざまな行政庁等の電子申請シ

ステムで利用できます。 

② 法人認証カードは①と同じ商業登記電子証明書を格納しているものの、IC

カードとのインターフェイスが用意されていない行政庁システムでは使用

できません。 

③ 当社のホームページなどで利用可能なシステムの最新情報をご確認のうえ、

お申込みください。 
 

（２）発行申請方法、発行手数料支払について 

① 商業登記電子証明書の発行申請方法については、当社から文書でご案内い

たします。なお、管轄法務局へお問い合わせの場合は、商業・法人登記係

または電子認証係が担当部署となります。 

② 法務局への電子証明書発行手数料は、当社へお支払いただく法人認証カー

ドサービスの料金とは別となります。証明期間に応じた収入印紙を電子証

明書発行申請書に貼付し、管轄法務局へ納付します。なお、法人認証カー

ドは、法務局による「電子証明書の再発行請求制度」の対象となりません。 

 

＊商業登記電子証明書発行手数料  

証明期間が３ヶ月のときは 1,300 円。それを超える場合は、超える期間 

３ヶ月ごとに 1,000 円を加算した額。（最長２７ヶ月まで） 

（例）証明期間２年３ヶ月（２７ヶ月）の場合⇒ 9,300 円 

 

法務省ホームページ「商業登記に基づく電子認証制度」 

https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/ 

 

（３）使用廃止方法について 

① 法人認証カードを使用しなくなった場合や紛失、破損、盗難などの場合は、

速やかに商業登記電子証明書を失効（使用廃止）する必要があります。 

② この場合は、法務局へ「電子証明書使用廃止届」を提出し、廃止手続きを

行ってください。 

 

（４）使用休止方法について 

① 使用廃止の手続きに先だって、電子証明書の一時使用休止が可能です。 
② この場合は、専用のソフトウェア「電子認証キット」と「休止用暗証コー

ド」を使って、ご利用者自身でインターネットから電子認証登記所へ手続

きを行ってください。 
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３ 法人認証カードサービスの提供製品 

 

 

法人認証カードサービスが提供するものは以下のとおりです。 
 

 

 

*1 IC カードスタートキットは、IC カードリーダとソフトウェアライセンスを合わせたものです。 

 

*2 電子認証キットは、法人認証カードの内容確認、有効性確認やカード盗難・紛失時のオンライ

ン休止処理を行う際に必要です。 
 

詳細は下記へお問合せください。 

 

------【電子認証キット製造・販売元】---------------------------------------------------- 
  

株式会社リーガル 
 

〒791-2112 

愛媛県伊予郡砥部町重光２４８番地３ 

TEL  089-957-0494  FAX  089-957-0471 
 

https://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_1.html 

 

必要な製品 

 

法人認証カード 
IC カード 

スタートキット*1 

電子認証キット 

STD*2 

 

 

 

 

 
 
 

 

初めてのお申込 ○ ○  ○ 

2 回目以降の 

お申込 
○   

 

購入パターン 
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４ 法人認証カードサービスお申込の手続き 

 

当社ホームページに掲載の「法人認証カードサービス運用規程」、「法人認証カードサ

ービス利用約款」に同意のうえ、お申込みください。 

 

【法人認証カードサービスの申込手続きの流れ】 

申込書および添付書類をご郵送ください 

A. 法人認証カードサービス申込書 
B. 印鑑証明書のコピー または 登記事項証明書のコピー 

＊商号の英字表記を電子証明書に記録して申請する場合は、 

会社定款（商号の英字表記のある部分のコピー）をご用意ください。 

当社から発行申請に必要な書類等をお送りします 

C. 電子証明書発行申請書

D. 申請用光ディスク 
E. 法人認証カードサービス請求書 

管轄法務局へ必要書類をご提出ください 

C. 電子証明書発行申請書 （所定の収入印紙を貼付） 
D. 申請用光ディスク 

＊ 申込時に商号の英字表記を記録して申請することを希望された場合は、 

上記に加えて原本証明をした会社定款が必要になります。 

発行 申請後に書類が交付されます

F. 電子証明書発行確認票

当社へＦＡＸ、電子メール、郵便等で送付してください 
F. 電子証明書発行確認票

当社にて電子証明書と秘密鍵をＩＣカードに格納します。 

当社内のデータは、認定認証局のノウハウを生かして完全に消去いたします。

本人限定受取郵便 (特例型)という安全な方法でお送りします 
G. 法人認証カード

お受け取りには運転免許証等の本人確認書類が必要です。

STEP

5

STEP

1

STEP

4

STEP

3

STEP

2

申込書の送付

申請書類の受領

法務局への 

発行申請 

（書面申請） 

交付書類の送付

の受領

法人認証カード

＊ 書面に代えてオンライン申請を行う場合、専用ソフトと電子証明書等の諸準備が必要となり 

ます。手順も異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。 
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５ 発行申込書記入の要領 
（１）記入例
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（２）申込書記入のポイント 
 

 

【申込区分】欄 
 

新規 
・初めて法人認証カードサービスのお申込みをする場合は、こちらを選択してくだ

さい。 

 

追加 
・現在、ご利用中の法人認証カードサービスに加えて 2枚目以降のお申込みは、こ

ちらを選択してください。 

継続 
・有効期限の到来などによる法人認証カードサービスの 2 回目以降のお申込みは、

こちらを選択してください。 

再発行 

・ICカードの破損や変更登記等によって法人認証カードがご利用できなくなった

お客様はこちらを選択してください。 

・破損もしくは失効された法人認証カードの残りの有効期間を上限として再発行

いたします。 

・残りの有効期間が３ヶ月を切っている場合は再発行できませんので、継続利用の

手続きをお取りください。 

リカバー再発行 

・法人認証カード発行のお申込みの際に「リカバーフリーオプション」のお申込み

をいただいたお客様で、ICカードの破損や変更登記等によって法人認証カードが

ご利用できなくなったお客様はこちらを選択してください。 

・破損もしくは失効された法人認証カードの残りの有効期間を上限として再発行

いたします。 

・残りの有効期間が３ヶ月を切っている場合は再発行できませんので、継続利用の

手続きをお取りください。 

 

【申込内容】欄 
 

法人認証カード 

・申込枚数をご記入ください。 

・複数枚購入される場合は、IC カードに格納される電子証明書・秘密鍵は、それぞ

れ異なるものになります。 

リカバーフリー 

オプション 

・法人認証カード発行のお申込の際に「リカバーフリーオプション」のお申込みを

いただきますと、電子証明書の有効期間内に、「法人認証カードが破損」もしく

は「商業登記の登記事項（代表者、商号、本店所在地など）の変更」により電子

証明書が失効した場合は、法人認証カードを無償で再発行いたします。（再発行

の回数に制限はありません） 

・破損もしくは失効された法人認証カードの残りの有効期間を上限として再発行

いたします。 

・残りの有効期間が３ヶ月を切っている場合は再発行できません。 

IC カードスタートキット 

・IC カードリーダとソフトウェアのライセンスを合わせた商品です。 

・当社販売以外の IC カードリーダは、法人認証カードの動作保証対象外となりま

す。初回ご利用の場合は、必ずご購入してください。なお、ソフトウェアは当社

ホームページからのダウンロード方式でご提供しています。 

・また、当社販売の IC カードリーダは、当社が発行した IC カードでのみ稼働確認

を行っており、マイナンバーカード等、当社発行以外の IC カードでの稼働確認

は行っておりません。 

電子認証キット STD 
・電子証明書の管理（証明書の内容確認、有効性の確認、一時的な使用休止）など

に必要です。ソフトウェアは CD 媒体で提供いたします。 

有効期間 ・有効期間 27,24,21,18,15,12,9,6,3 ヶ月のいずれかから、お客様のご都合に合っ

た有効期間を選択してください。 

 

【支払条件】欄 

支払条件 ・原則、法人認証カードの受領前の支払いとなります。受領後の支払いを希望する

場合は、支払条件を記入してください。 

 
【企業情報等】欄 

商号（名称） 

【任意】英字 

・ 商号（名称）をご記入ください。 

・ 電子証明書に任意の記録事項として、商号の英字表記をご希望される場合は、そ

れを証明する定款のコピーが必要です。 
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・ 押印欄は、法務局へ届出した印鑑を押印してください。 

本店または主たる事務所 ・本店または主たる営業所のご住所をご記入ください。 

代表者の資格 ・電子証明書に記録される代表者の資格に「レ」印を付してください。 

代表者氏名 

【任意】英字 

および生年月日 

・代表者が複数名の場合は、法務局に印鑑を届出されている方をご記入ください。 

・使用される文字に外字※を含む場合は、これに相当する文字に置き換えます。 

・英字表記は、ブラウザに電子証明書を登録した際にシリアル番号の後に表示され

ます。複数の電子証明書をご利用の場合は、識別がしやすくなります。 

・代表者の生年月日をご記入ください。 

管轄法務局 ・商業登記されている管轄の法務局（登記所）名をご記入ください。 

 
【ご連絡先】欄 

担当者氏名 

・申込内容の確認など、当社からご連絡する場合の連絡先をご記入ください。 

・住所は、勤務先をご記入ください。なお、「企業情報等」と同一であれば省略し

ていただいて構いません。 

所属 

電話番号 

【任意】メールアドレス 

住 所 

 

【発行申請】欄 

手続代理人氏名 ・代表者の代理として管轄法務局に書類をご提出いただく方の氏名をご記入くださ

い。代表者本人が手続する場合と郵送による場合は、記入不要です。 

・所属は、手続代理人の勤務先の所属部署をご記入ください。 

・委任日は、管轄法務局に書類をご提出いただく以前の日付としてください。 

・住所は、勤務先をご記入ください。なお、「企業情報等」と同一であれば省略し

ていただいて構いません。 

所属 

委任日 

手続代理人の勤務先住所 

 
【法人認証カード受領】欄 

受取人氏名・所属 

・法人認証カードは、本人限定受取郵便（特例型）でお届けします。この方法は、

郵便配達員が本人確認を行ったうえで、受取人本人に限定して配達する方法です。

代表者の代理として、社員の方などが法人認証カードをお受け取りになる場合は、

その代理人の氏名、勤務先の所属部署をご記入ください。 

委任日 

代表者氏名 

・委任日は、申込書を発送される以前の日付としてください。 

・「企業情報等」にご記入いただいた代表者の氏名をご記入ください。 

送付先住所 

・法人認証カードの希望送付先をご記入ください。 

・住所は、勤務先をご記入ください。なお、「企業情報等」と同一であれば省略し

ていただいて構いません。 

 
【お申し込み時の注意事項】 

ご利用用途の確認 ・法人認証カードが対応しているシステムであることを弊社ホームページでご確認

ください。電子入札でご利用の場合、対応している発注機関が限られています。 

 
 
 

※外字について 
電子証明書発行申請書、申請用光ディスクに記載する「商号」「代表者氏名」は、印鑑証明書または

登記事項証明書と一致するように作成する必要があります。 

ただし、登記事項に JIS 第１水準・第２水準以外の文字（外字）が使用されているときは、申請者が

指定するこれに相当する文字に置き換えたもの（誤字・俗字であるときは正字）またはその読みをカタ

カナで表したものを表記する必要があります。 
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6 法人認証カードのご利用にあたって 
 

 

（１）ＰＩＮのお取扱いについて 
 

① ＰＩＮ（Personal Identification Number）は、利用者が法人認証カード

を使用（電子署名）する際に必要となる暗証番号です。 

② 利用者がＰＩＮを忘れても当社から再度お知らせすることはできませんの

で、大切に保管してください。 

③ ＰＩＮは変更できますが、当初送付したＰＩＮはロック解除に必要となり

ますので、「ＰＩＮ・休止用暗証コード通知書」を大切に保管してください。 

④ セキュリティの観点から、連続して 10 回ＰＩＮの入力をミスした場合、IC

カードは使用できなくなります（IC カードのロック）ので十分注意してく

ださい。 

⑤ IC カードがロックした場合、ロック解除ＰＩＮにより、これを解除し、再

び使用することができます。ただし、ロック解除時のＰＩＮ入力でさらに

連続して 10 回誤入力すると、解除もできなくなります。 

 

（２）登記事項の変更による商業登記電子証明書の自動失効について 
 

① 商業登記電子証明書はその性質上、証明されている登記事項に変更が生じる

登記の申請がされたとき、自動的に使用廃止（失効）となります。 

② 日数を要する電子入札などでご利用される場合は、十分ご注意願います。 

 

（３）秘密鍵（電子署名鍵）の唯一性の検証について 
 

① 当社で生成する秘密鍵は、厳重なセキュリティ管理のもとで、ご利用者の

IC カード（複製不可能）へ格納されたのち、完全に抹消されます。 

② IC カードへ格納後の秘密鍵は、当社はもちろん、ご利用者本人であっても

取り出せない、また複製不可能なものとなることで、その唯一性が担保され

ています。 

③ 法人認証カードで電子署名されたデータを検証者等が、唯一の秘密鍵が格納

されている法人認証カードによる電子署名であるものかどうかを検証でき

るように、「証明書格納リスト」を公開します。 
 

 

  
法人認証カード係  

 

URL   https://www.ninsho.co.jp/hojin/ 

TEL：  0120-820-240   FAX：  03-5148-5695 
（受付時間 9：00～17：00 土日、祝日、年末年始除く） 


