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電子認証局会議について

■ 組 織 名 称：電子認証局会議
（英語名称：CERTIFICATION AUTHORITY CONFERENCE）
■ 設立年月日：2006 年 9 月 11 日
■ 事 業 内 容：
（1）電子認証局ならびに関連事業者との情報交流、情報提供に関す
る活動
（2）電子認証業務およびその認定に対する政策提言、法制度改正提
言に関する活動
（3）電子署名・電子認証の利活用拡大、オンライン手続の利用促進
に関する活動
（4）電子署名・電子認証の普及啓発促進に関する活動
（5）電子署名・電子認証の広報宣伝活動に関する活動
（6）政府関係機関、他関係諸団体との渉外、連絡、意見交流に関す
る活動
（7）上記各号に掲げた事業に付帯する活動
■ URL：http://www.c-a-c.jp/
■ メールアドレス：info@c-a-c.jp

6-2

認証局のサービスガイド

電子認証局会議の会員が提供するサービスをご紹介いたします。
記載内容に関するお問合せは、各社の問合せ先までご連絡ください。
【記 載 例】
付

認証局運営組織名：認証局を運営する主体組織名を記載しています。

録

URL：認証局の主たる Web ページを記載しています。
【サービス名】 主たるサービス名を記載しています。
【概

要】 サービスの概要を記載しています。

【問 合 せ 先】 サービスにかかわる問合せ先を記載しています。
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株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
http://www.e-probatio.com
【サービス名】 e-Probatio PS2 サービス

【概

要】 電子入札、電子納税、電子契約等、複数のサービスに対応した
電子証明書をお求めやすい料金でご提供し、お客様のビジネス
をサポートします。また、電子入札をご利用の際に必要となる
インターネット環境のご準備から、入札用パソコンへのセット
アップ作業に至るまで NTT グループの総合力を活かして、ワ
ンストップで承ります。

【問 合 せ 先】 e-mail：ninshou@e-probatio.com

TEL：0120-851-240
（フリーダイアル

ハッコーヨイニンショウ）

ジャパンネット株式会社
http://www.japannet.jp/
【サービス名】 電子入札コアシステム用電子認証サービス

【概

要】 電子署名法に基づく認定認証局として電子入札や電子申請に用
いる電子証明書を発行（IC カードに格納）するサービスです。

【サービス名】 Enterprise Premium 認証サービス

【概

要】 企業内／企業間など主に BtoB で利用する人物や組織の認証
用、電子文書への署名用、及びサーバ用の電子証明書を発行す
るサービスです。

【サービス名】 スマートデバイス用電子証明書発行サービス (DeviCERT®)
【概

要】 Android 端末および iPhone ／ iPad などのスマートデバイス

付

向けに電子証明書を発行するサービスです。スマートデバイス

録

で外部から社内システムにアクセスする際の認証に本サービス
の電子証明書が利用できます。
【問 合 せ 先】 e-mail：japannet.info@mind.co.jp

TEL：03-3265-9256
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セコムトラストシステムズ株式会社
http://www.secomtrust.net
【サービス名】 電子認証サービス

【概

要】 電子申請や e- 文書法対応の署名などに広くご利用いただける、
特定認証業務の認定を取得した「セコムパスポート for G-ID」、
トラストアンカーにパブリックルート証明書を持つ「セコムパ
スポート for PublicID」、SSL サーバ証明書の「セコムパスポー
ト for Web」シリーズなど幅広いサービスをご提供します。
また、
「セコム e 文書ソリューション」では、e- 文書法対応をは
じめ、様々な文書の電子化保存に必要な電子証明書、タイムス
タンプ、長期署名システム、アーカイビングシステムをワンス
トップでご提供します。

【問 合 せ 先】 https://www.secomtrust.net/contact/form.html
上記 URL よりお問合せください。
TEL：0120-39-0756

全国社会保険労務士会連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
【概

要】 全国社会保険労務士会連合会では、社会保険労務士向けの電子
証明書（セコムパスポート for G-ID 社会保険労務士電子証明
書）の発行等に関する事務を行っています。
社会保険労務士は、労働社会保険関係手続の業務において、お
客様からの依頼に正確かつ迅速に応えるため、電子申請を積極
的に活用しています。

【問 合 せ 先】 全国社会保険労務士会連合会 登録・電子課 電子情報係

e-mail：cainfo@shakaihokenroumushi.jp
TEL：03-6225-4891
付
録
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株式会社帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/lineup/ec/index.html
【サービス名】 TDB 電子認証サービス TypeA
【概

要】 電子入札コアシステム／電子申告・納税
（e-Tax/eLTAX）／電子
「4 種類の
申請／電子契約／ e 文書法など幅広い用途に対応。
有効期間」や「入札情報の無料配信」など、利便性の高いサービ
スをご提供します。

【サービス名】 TDB VeriSign 電子認証サービス Class2
【概

要】 TDB 企業コードを格納した組織内個人電子証明書です。署名
済ファイルの受信者は、作成者の所属組織を TDB 企業コード
をもとに容易に確認・特定が可能です。メールの署名／暗号化
や民間企業間電子契約、サイトのアクセスコントロール、東京
都江戸川区の電子入札など、多用途に利用可能です。

【問 合 せ 先】 電子認証局ヘルプデスク

TEL：0570-011999

（ナビダイヤルに発信不可の場合は E-mail をご利用ください）

e-mail：ecinfo@tdb.co.jp

東北インフォメーション・システムズ株式会社
https://www.toinx.net/ebs/info.html
【サービス名】 TOiNX 電子入札対応認証サービス

【概

要】 当社では、国・地方自治体・公共団体などが提供している電子
入札、電子申請、電子申告・納税といった電子行政サービスを
利用するために必要となる、電子証明書をご提供しております。
当サービスは、専任スタッフによるヘルプデスクサポートや記
載内容変更時割引、更新割引などの各種割引制度の充実ととも
に、東北電力企業グループとして安心・安全をご提供いたし
ます。

【問 合 せ 先】 東北インフォメーション・システムズ（株） 電子認証センター
付
録

e-mail：toinx.cert@toinx.co.jp
TEL：022-799-5566
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日本司法書士会連合会
https://ca3.nisshiren.jp/repository/
【サービス名】 セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書

【概

要】 日本司法書士会連合会が提供する情報に基づき発行する司法書
士法施行規則第 28 条第 2 項で法務大臣が指定した電子証明書
です。
司法書士会の会員が司法書士業務として行うオンライン登記申
請等に用いるための電子証明書です。
発行の対象は司法書士会の会員のみです。

【問 合 せ 先】「司法書士電子証明書サービス」に関する窓口
日本司法書士会連合会 登録課
〒 160-0003 東京都新宿区本塩町９番地３

e-mai：ca3-info@nisshiren.jp
TEL：03-3359-4171
Fax ：03-3351-1021

日本税理士会連合会
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth-third_schedule.html
【概

要】 日本税理士会連合会では、国税及び地方税の電子申告に対応す
るための電子証明書の発行に関する事務を税理士会員に対して
行っています。

【問 合 せ 先】 TEL：03-5435-0940

Fax ：03-5435-0941

付
録
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株式会社日本電子公証機構
http://www.jnotary.com/
【サービス名】 電子認証サービス

【概

要】 電子署名法に基づく認定認証サービスの「iPROVE」と、より簡
易にご利用いただける「ビジネスユース証明書」をご用意してい
ます。

【サービス名】 電子公証サービス

【概

要】 電子ファイルが「誰のもの」で、「いつから」存在し、「その後改
ざんされていない」ことを第三者として弊社が証明するサービ
スです。電子化の法的要件もご相談に応じます。
① 知的財産情報（先使用権、営業秘密 など）
② 診療録等（電子カルテ、電子処方箋 など）
③ 契約書、請求書等（電子契約書、電子請求書 など）
④ その他各種文書

など

【問 合 せ 先】 e-mail：info@jnotary.com

TEL：03-5819-3871

日本電子認証株式会社
http://www.ninsho.co.jp/
【サービス名】 AOSign サービスなど

【概

要】 当社は、建設企業・前払保証会社等の出資により設立された電
子認証サービスの専門会社です。電子入札をはじめ電子申請、
電子申告・納税、電子契約などお客様のニーズにあったサービ
スをご提供いたします。また、各種サービスのご利用にあたり
まして、フリーダイヤルのヘルプデスクにて、きめ細かくサポー
トさせていただきます。

AOSign（アオサイン）サービス
（電子入札コアシステム対応 IC カード電子証明書発行シェア
付

No.1）

録

法人認証カードサービス
（商業登記電子証明書の IC カード格納）
【問 合 せ 先】 上記 URL の「お問い合わせ」をご利用ください。
ヘルプデスク
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TEL：0120-714-240（フリーダイヤル）

日本土地家屋調査士会連合会
http://www.chosashi.or.jp/repository/
【サービス名】 日本土地家屋調査士会連合会認証サービス

【概

要】 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する
登記に必要な調査・測量を行い、その位置・形状を明確にし、
登記の申請手続等を行う国家資格者です。当連合会では、平成

17 年 12 月に特定認証業務を行う認定を受けて以来、土地家屋
調査士会員が業務を行うに当たり、土地家屋調査士であること
を電子的に証明する電子証明書の発行及び失効並びに開示に関
する業務を行っております。
【問 合 せ 先】 e-mail：ca-info@chosashi.or.jp

TEL：03-3292-0050

付
録
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