
【DenPASS 認証】電子証明書 Q＆A 

１．WEB サービスのご利用にあたって 

 Q1-1 電子証明書とは？ 

Q1-2 各種お知らせの E メール通知が届いたが、WEB サービスにログインするにはどうしたらよいか？ 

Q1-3 WEB サービスを利用できるパソコン環境（OS・ブラウザ）は？ 

Q1-4 WEB サービスを複数ユーザで利用することは可能か？ 

Q1-5 パソコンを入れ替えても電子証明書はそのまま使えるか？ 

Q1-6 電子証明書の有効期限とは？ 

Q1-7 パスワードの有効期限はどのくらいか？ 

Q1-8 管理責任者の電子証明書を再発行するには、どうすればよいか？ 

Q1-9 電子証明書の発行・更新に必要な DenPASS 証明書取得用ツールがうまく起動しない。 

Q1-10 ログイン後の操作についてマニュアルを確認したい。 

２．電子証明書インストール時のエラーについて 

 
Q2-1 

「操作手順に誤りがあるか、推奨環境以外の環境をご利用されている可能性があります。証明書の発

行・更新手順、または推奨環境をご確認のうえ、再度操作を行ってください。」というエラーメッセージが 

表示された。 

Q2-2 「以下、いずれかの事象をご確認ください」というエラーメッセージが表示された。 

Q2-3 
「DenPASS 証明書取得用ツールが正しく起動されていません。証明書の発行・更新画面に掲載の

操作手順をご確認のうえ、再度操作を行ってください。」というエラーメッセージが表示された。 

Q2-4 「このページは安全に接続できません。」と表示された。 

３．電子証明書ログイン時のエラーについて 

 

 

 

 

Q3-1 
サービストップ画面でログインボタンをクリックしたら、 「このサイトへの接続はセキュリティで保護されていま

せん」というエラー画面が表示された。 

Q3-2 
証明書選択画面で OK ボタンをクリックしたら、 「このページは表示できません。」というエラー画面が表

示された。 

Q3-3 

「ご入力いただいた内容に誤りがあります。再度ご確認の上、入力してください。 

エラーが解消しない場合は、管理責任者にご確認のうえ、パスワードの初期化などを実施ください。」と

いうエラーメッセージが表示された。 

Q3-4 
電子証明書の発行・更新ボタンを押下後、「無題のプロファイル」画面が表示されたまま、または表示さ

れるはずのダイアログウィンドウが表示されない。 

Q3-5 「証明書の選択が正しくありません」というエラーメッセージが表示された。 



1. WEB サービスのご利用にあたって 

Q1-1 電子証明書とは？ 

WEB サービスをご利用になる際の本人認証に使用します。電子証明書を使用することにより、 ID・パスワ

ードに加えて、パソコンを限定した本人認証を可能としています。 

従来の ID・パスワードのみの認証方式では、ID とパスワードを知っていれば（あるいは解読できれば）、どの

パソコンからでも利用することができてしまいます。 

一方、電子証明書は ID ひとつにつき 1 台のパソコンにしかインストールすることができないので、万一 ID・パ

スワードを知られてしまったとしても特定のパソコン以外からログインすることはできないため、不正使用のリスク

が軽減され、セキュリティの強化が図れます。 

 

Q1-2 各種お知らせの E メール通知が届いたが、WEB サービスにログインするにはどうしたらよいか？ 

電手決済サービスの WEB サービスにログインするまでの流れは以下の通りです。 

1. 別途ご郵送する「導入ガイドブック」と「WEB サービスご利用のお知らせ」をご準備ください。 

2. 以下の URL にアクセスください。ログインまでの事前準備、設定方法等をご案内しております。  

DenPASS のスタートアップガイド 

 

Q1-3 WEB サービスを利用できるパソコン環境（OS・ブラウザ）は？ 

DenPASS のスタートアップガイドをご確認ください。  

※DenPASS 接続を利用した場合の推奨環境です。BizSTATION 接続をご利用の場合の動作環境は、

こちらでご確認ください。 

ご利用いただく Windows パソコンのバージョンやブラウザの確認方法は、セキュアコネクトと共通の手順です。

こちらをご覧ください。 

 

Q1-4 WEB サービスを複数ユーザで利用することは可能か？ 

WEB 管理担当者（ユーザ ID 登録権限も保有）さまが担当者さまの ID を登録することで複数ユーザで

のご利用が可能です。登録できる担当者さまの ID 数に制限はございません。 

ID 登録手順は以下の通りです。 

1. WEB 管理担当者さまが WEB サービスにログインしてください。 

2. 画面右上「管理」メニューより「ユーザ管理」をクリックしてください。 

3. 「ユーザ新規登録」を選択して「入力へ」ボタンを押下してください。 

4. ユーザ管理／新規入力画面で、登録する担当者さまの担当者 ID と初期パスワードを入力して、 

権限登録へボタンをクリックしてください。 
＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.bk.mufg.jp/houjin/dente/service.html#kankyou
https://www.den-te.com/support/guide/p30.html


5. ユーザ管理／入力（権限登録）画面で必要な権限を選択して、確認へボタンをクリックしてください。 

6. ユーザ管理／確認（権限登録）で登録ボタンをクリックしてください。 

7. 登録した ID と初期パスワードをもとに、担当者さまがご自身の電子証明書をインストールすることで、 

ログインできるようになります。 

※ID 登録手順の詳細は、「電手 操作マニュアル」の「第 2 章 ユーザ登録・権限管理」の「1 ユーザ登録・

権限管理」をご覧ください。 

※複数の担当者さまが同じパソコンでご利用いただくことも可能です。その場合、同じパソコンに各担当者さ

まの電子証明書をインストールいただき、複数の電子証明書の中からご自分の電子証明書を選択してロ

グインしていただくことになります。 

 

Q1-5 パソコンを入れ替えても電子証明書はそのまま使えるか？ 

使用できません。 

電子証明書の再発行を行い、新しいパソコンに電子証明書をインストールし直す必要がございます。再発

行の方法は、セキュアコネクトと共通の手順となります。こちらをご覧ください。（リンク先に記載されているルー

ト証明書の取得、および推奨環境の記載についてはセキュアコネクト固有の内容です。） 

 

Q1-6 電子証明書の有効期限とは？ 

電子証明書は発行してから 1 年間で有効期限が切れます。対象のユーザさまには有効期限が切れる 28

日前に登録されたメールアドレス宛電子メールにて有効期限のご案内をいたしますので、更新のお手続きを

行ってください。  

更新するには、WEB サービスにログインをして画面上の証明書更新ボタンをクリックしてください。更新に関す

るダイアログが表示されますので、すべて「はい」をご選択ください。 

 

電子証明書の有効期限の確認方法は、セキュアコネクトと共通の手順となります。こちらをご覧ください。 

 

有効期限を過ぎてしまった場合、有効期限を過ぎた電子証明書では WEB サービスにログインすることが 

できませんので、電子証明書の再発行を行い、電子証明書を再インストールしてください。 

再発行の方法は、セキュアコネクトと共通の手順となります。こちらをご覧ください。（リンク先に記載されてい

るルート証明書の取得、および推奨環境の記載についてはセキュアコネクト固有の内容です。） 

 

 

 

 
＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/support/guide/p39.html
https://www.den-te.com/support/guide/p40.html
https://www.den-te.com/support/guide/p49.html
https://www.den-te.com/support/guide/p40.html


Q1-7 パスワードの有効期限はどのくらいか？ 

パスワードの有効期限は 90 日です。 

有効期限の 10 日前にログインをすると、メインメニューにパスワード変更のメッセージが表示されます。「パスワ

ード変更」ボタンをクリックし、パスワードの変更を行ってください。 

 

有効期限を過ぎた場合、ログイン時にパスワード変更画面が自動的に表示されますので、パスワードの変更

を行ってください。変更完了後、ログインとなります。 

 

Q1-8 管理責任者の電子証明書を再発行するには、どうすればよいか？ 

【管理責任者の他に、WEB 管理担当者権限保有ユーザがいる場合】 

WEB 管理担当者権限を保有するユーザにより、「ユーザ管理」画面で証明書の再発行を行ってください。

再発行完了後、再度電子証明書を取得し、ご利用ください。 

【管理責任者の他に、WEB 管理担当者権限保有ユーザがいない場合】 

書面によるお手続きが必要です。 

セキュアコネクトと共通の手順となります。詳細はこちらをご確認ください。 

 

Q1-9 電子証明書の発行・更新に必要な DenPASS 証明書取得用ツールがうまく起動しない。 

お客さまがご利用されているブラウザによって電子証明書の発行・更新には DenPASS 証明書取得用ツー

ルが必要になります。ただし、ご利用環境によってうまく起動しない場合は、Microsoft Edge（IE モード）

から DenPASS 証明書取得用ツールを使わずに電子証明書を発行・更新することが可能です。 

 

Microsoft Edge（IE モード）から操作される場合の詳細手順は DenPASS のスタートアップガイドにアク

セスしてご確認ください。 

なお、Microsoft Edge（IE モード）にて電子証明書のインストールまで完了した場合でも、電手決済サー

ビスのWEBサービスは、Microsoft Edge（IEモード）以外の推奨環境にてご利用いただくことが可能です。 

 

Q1-10 ログイン後の操作についてマニュアルを確認したい。 

電手決済サービスの WEB サービスへログイン後、画面上部にある「ヘルプ」から各種お取引等に関するマニ

ュアルをご確認いただけます。 

「電手 操作マニュアル」の入手方法 

 

 

 

 
＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/support/guide/p50.html
https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/support/guide/p39.html


2. 電子証明書インストール時のエラーについて 

Q2-1 
「操作手順に誤りがあるか、推奨環境以外の環境をご利用されている可能性があります。証明書

の発行・更新手順、または推奨環境をご確認のうえ、再度操作を行ってください。」というエラーメッ

セージが表示された。 

＜証明書発行時エラー画面＞            ＜証明書更新時エラー画面＞ 

  

 

 

 

 
 

１．Microsoft Edge（Chromium 版）の IE モードをご利用の場合、証明書インストール時に出力され

るダイアログを「キャンセル」，「いいえ」等のボタン押下によりキャンセルした可能性があります。 

証明書インストールが必要な場合は「はい」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

２．推奨環境以外の OS、またはブラウザをご利用されている可能性があります。DenPASS のスタートアップ 

ガイドをご確認ください。 なお、ご利用いただく Windows パソコンのバージョンやブラウザの確認方法は、

セキュアコネクトと共通の手順です。こちらをご覧ください。 
 

３．Microsoft Edge（Chromium 版）、Mozilla Firefox、Google Chrome のブラウザで電子証明

書を発行・更新する際に必要となる、DenPASS 証明書取得用ツールが正常に起動していない可能性

があります。エラー画面の「ログアウト」、または「OK」ボタンを押下して、再度証明書発行のログイン操作か

ら（更新の場合は再度証明書の更新操作から）やり直してください。「証明書発行・更新」ボタンを押下

する前に、ツールが起動していることを改めてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  
＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/support/guide/p30.html


Q2-2 
「以下、いずれかの事象をご確認ください」というエラーメッセージが表示された。 

＜表示される事象＞ 

・操作手順に誤りがあるか、推奨環境以外の環境をご利用されている可能性があります。証明書の発行・更新 

手順、または推奨環境をご確認のうえ、再度操作を行ってください。 

・既に証明書は発行（更新）済みです。発行（更新）済みの証明書をご利用ください。 

＜証明書発行時エラー画面＞            ＜証明書更新時エラー画面＞ 

  

 

 

 

 

 

 

１． Microsoft Edge（Chromium 版）の IE モードをご利用の場合、証明書インストール時に出力され

るダイアログを「キャンセル」，「いいえ」等のボタン押下によりキャンセルした可能性があります。 

証明書インストールが必要な場合は「はい」ボタンを押下してください。 

 

 

２． 推奨環境以外の OS、またはブラウザをご利用されている可能性があります。DenPASS のスタートアップ

ガイドをご確認ください。 なお、ご利用いただく Windows パソコンのバージョンやブラウザの確認方法は、

セキュアコネクトと共通の手順です。こちらをご覧ください。 

 

３． 既に電子証明書が発行・更新済みで、インストールされている可能性があります。インストールされている  

かどうか確認する方法は、セキュアコネクトと共通の手順となります。こちらをご覧ください。 

電子証明書がインストールされている場合は、そのまま WEB サービスにログインしてください。 

① サービストップ画面でログインボタンをクリックしてください。 

② 証明書の確認画面で電子証明書を選択して OK ボタンをクリックください。 

③ ログイン画面でパスワードを入力してログインボタンをクリックしてください。 

 

＞＞＞目次へ戻る 

XX-XXX） XX-XXX） 

https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/support/guide/p30.html
https://www.den-te.com/support/guide/p47.html


Q2-3 
「DenPASS証明書取得用ツールが正しく起動されていません。証明書の発行・更新画面に掲載

の操作手順をご確認のうえ、再度操作を行ってください。」というエラーメッセージが表示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．以下のダイアログ操作が 60 秒間行われなかった可能性があります。60 秒を経過するとエラー画面へ遷

移しますので、再度証明書発行のログイン操作から（更新の場合は再度証明書の更新操作から）や

り直してください。その際、必ず起動中のツール、および、ダイアログウィンドウは「×」ボタンで閉じてから再

度操作をしてください。（ダイアログが開いた状態だと再度エラーになる可能性があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、ご利用されているブラウザ環境によっては、ダイアログが最前面に表示されない場合があります。 

「証明書 発行・更新」ボタン押下後、白い画面が表示されている場合は、タスクバーをご確認のうえ、 

ダイアログを表示してください。（ダイアログタスクが点滅・点灯表示されていないかご確認ください。） 

 
＞＞＞目次へ戻る 

60 秒以内に以下ダイアログウィンドウの「OK」⇒「許可」を押下する 



Q2-4 「このページは安全に接続できません。」と表示された。 

事前設定が正しく行われているかどうかをご確認ください。 

事前設定の詳細は DenPASS のスタートアップガイドにアクセスしてご確認ください。なお、信頼済みサイトの登

録に際してアドレスの入力誤りを防止するために、次の 3 つのアドレスをコピー＆貼り付けしてご登録ください。 

 

https://bizstation.bk.mufg.jp 

https://web.bizstn.bk.mufg.jp 

https://bizstn.bk.mufg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/startup/denpass/


3. 電子証明書ログイン時のエラーについて 

Q3-1 
サービストップ画面でログインボタンをクリックしたら、 「このサイトへの接続はセキュリティで保護され

ていません」というエラー画面が表示された。 

 

   

 

 

 

 

 

 

1. 信頼済みサイトにアドレスが正しく登録されていることを確認してください。詳細は DenPASS のスタート

アップガイドにアクセスしてご確認ください。信頼済みサイトの登録に際してアドレスの入力誤りを防止する

ために、次の 3 つのアドレスをコピー＆貼り付けしてご登録ください。 

https://bizstation.bk.mufg.jp 

https://web.bizstn.bk.mufg.jp 

https://bizstn.bk.mufg.jp 
 

2. 証明書をインストール後、パソコンのユーザに関する設定変更（貴社システムのサーバ側での設定変更

など）を行っていないかどうかをご確認ください。また、ActiveDirectory を利用していない環境の場合、

パソコンのログインパスワードの設定（パスワード変更やパスワードの使用有無）をコントロールパネル以

外から変更していないかどうかをご確認ください。該当する場合は、電子証明書の再発行が必要です。

再発行の方法は、こちらをご覧ください。 
 

3. コントロールパネルより「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で

「TSL1.2」にチェックが入っていることをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

＞＞＞目次へ戻る 
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2 

https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/startup/denpass/
https://www.den-te.com/support/guide/p40.html


Q3-2 
証明書選択画面で OK ボタンをクリックしたら、 「このページは表示できません。」というエラー画面

が表示された。 

 

 

 

 

1. 証明書の有効期限をご確認ください。確認方法は、こちらをご覧ください。有効期限が切れている場合、

電子証明書の再発行が必要です。再発行の方法はこちらをご覧ください。 
 

2. 証明書をインストール後、パソコンのユーザに関する設定変更（貴社システムのサーバ側での設定変更な

ど）を行っていないかどうかをご確認ください。また、Active Directory を利用していない環境の場合、パ

ソコンのログインパスワードの設定（パスワード変更やパスワードの使用有無）をコントロールパネル以外か

ら変更していないかどうかをご確認ください。該当する場合は、電子証明書の再発行が必要です。再発行

の方法はこちらをご覧ください。 

3. コントロールパネルより「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で「TSL1.2」

にチェックが入っていることをご確認ください。 

 
＞＞＞目次へ戻る 

https://www.den-te.com/support/guide/p49.html
https://www.den-te.com/support/guide/p40.html
https://www.den-te.com/support/guide/p40.html


Q3-3 「ご入力いただいた内容に誤りがあります。再度ご確認の上、入力してください。エラーが解消しな

い場合は、管理責任者にご確認のうえ、パスワードの初期化などを実施ください。」というエラーメッ

セージが表示された。 

 

 

 

ご入力いただいたユーザ ID、またはパスワードがご登録済みの内容と相違しています。正しい内容で、再度

ご入力ください。それでもエラーが解消しない場合は、複数回誤ったパスワードを入力したことが原因で、アカ

ウントがロックされております。以下の通りロック解除の手続きをしてください。 

＜操作可能な WEB 管理担当者さまがいない場合＞ 

電手決済サービスのお問い合わせ窓口までご連絡ください。お客さまのパソコンの状態を確認させていただ

きます。確認の結果、ロック解除が必要な場合には、三菱 UFJ ファクターでロック解除の手続きを行いま

す。ロック解除の方法はこちらをご覧ください。 

ロック解除手続きが完了しましたら、初期パスワードが記載されているお知らせを郵送いたします。  

お知らせが到着しましたら、初期パスワードでログインをしてください。なお、お知らせが到着する前にログイ

ンしようとすると再びロックがかかってしまいますのでご注意ください。 

 

＜操作可能な WEB 管理担当者さまがいる場合＞ 

ロック解除手順は以下の通りです。 

1. WEB 管理担当者さまが WEB サービスにログインしてください。 

2. 画面右上「管理」メニューより「ユーザ管理」をクリックしてください。  

3. 「証明書・パスワード管理 ユーザ削除」を選択して「入力へ」ボタンをクリックしてください。 

4. 「ユーザ管理／入力（証明書管理・ユーザ削除）」画面より、対象ユーザの「初期パスワード」 

「初期パスワード（確認用）」に初期パスワードを入力して、確認へボタンをクリックしてください。 

5. 「ユーザ管理／確認（証明書管理・ユーザ削除）」画面で、ロックされた担当者さまの「パスワード 

初期化」に「変更あり」と表示されていることを確認して、変更ボタンをクリックしてください。 

 

※くわしくは、「電手 操作マニュアル」の「ユーザ登録・管理権限」の「第二章 ユーザ登録・権限管理」の

「1-2-5 パスワード初期化、ロック解除、証明書再発行、削除」をご覧ください。 
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Q3-4 電子証明書の発行・更新ボタンを押下後、「無題のプロファイル」画面が表示されたまま、または表

示されるはずのダイアログウィンドウが表示されない。 

<以下事象> 

・「無題のプロファイル」等、白い画面が表示された状態で動かない。 

・デスクトップが表示されたまま新しいウィンドウが表示されない。 

・その他、表示されるはずのダイアログウィンドウが表示されない。 

ダイアログウィンドウが最背面に表示されている可能性があります。 

タスクバーに点滅・点灯しているアイコンが無いかご確認ください。 

 

 
 

Q3-5 「証明書の選択が正しくありません」というエラーメッセージが表示された。 

 

 

 

DenPASS の電子証明書が選択されていません。 

サービストップ画面でログインボタンを押下後、電子証明書選択画面が表示されますので、必ず電子証明書 

の発行先名が「dente.」で始まる DenPASS の電子証明書を選択してください。 

 

＞＞＞目次へ戻る 


