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上記Webブラウザにて、「りそな銀行」を

検索し「りそな銀行ホームページ」を表示し

ます。

１

「法人のお客さま」タブをクリックします。２

画面右側のアイコン列「りそなe-レートサービス

」欄の「電子証明書取得はこちら」のボタンを

クリックします。

又は、Webブラウザのアドレスバーに

「https://www.resonabank.co.jp」を入力し

て表示します。

第１章 電子証明書取得用アプリケーションのインストール

≪電子証明書取得可能Webブラウザ≫

３

・Microsoft Edge

・Chrome

※OSはWindows10 64bitのみ

≪電子証明書取得可能Webブラウザ≫

1

左の画面が開くので、「電子証明書用アプリ

ケーションインストール」（オレンジ色のボタン）

をクリックします。

４

拡大図



デジサート合同会社のアプリケーションインストール

サイトが起動します。
５

「English」をクリックし、「日本語」に変更しま

す。

６

「DigiCert Desktop Clientをダウンロードす

る」をクリックします。

７

しばらくすると、下図のようなファイルが表示され

るので、「ファイルを開く」をクリックします。

８

≪Edgeの場合≫ 画面右上に表示

≪Chromeの場合≫ 画面左下に表示

2

アプリケーション「DigiCert Desktop Client」の

インストール用画面が起動します。

セットアップが必要とする空き容量 211MB:の

入力欄の右に表示されている紫色の…をクリック

して、「C: ddc 」に変更の上

（「…」クリック後、PC⇒ローカルディスク(C:)に

新しいフォルダー「ddc」を作成して選択）、

「ライセンス許諾条件に同意します」チェックボック

スにチェックを入れて、「インストール」ボタンをクリッ

クします。

9

第１章 電子証明書取得用アプリケーションのインストール

C:  ddc



インストール完了の表示が出たら、「完了」ボタンを

クリックします。
10

「インストール結果」画面に

DigiCert Desktop Clientのコンポーネン

トがあなたのコンピュータに正しくインストー

ルされました。

と表示されたら、インストール完了です。

Webブラウザの紐づけを行ってください。

※「成功した」と表示された場合は、ブラウ

ザを×で閉じ、ブラウザを再起動してアプリ

ケーションインストール用サイトに再度アク

セスしてください。

11

3

パソコンの右下にDesktopClientのアイコン

が表示されているので右クリックします。

（隠れている場合は「隠れているインジケーターを

表示します」をクリックします）

12

「Options」ー「日本語」の順にクリックし、日本語

表示に変更します。

その次に「ブラウザを有効にする」をクリックします。

13

第１章 電子証明書取得用アプリケーションのインストール



「DigiCert Desktop Clientを有効にする」画面が

起動します。

ご利用のブラウザとDesktopClientを紐づけします。

右図のように「ブラウザが有効」と「無効化」ボタンが

表示されていれば紐づけは完了しています。

「閉じる」ボタンで画面を閉じ、再度、りそな銀行の

ホームページから「電子証明書取得はこちら」ボタンを

クリックします。

（P.3をご参照ください）

14

「ブラウザがまだ有効になっていません」の場合は、

「有効にする」ボタンをクリックし、画面に従って

紐づけします。

4

第１章 電子証明書取得用アプリケーションのインストール



！

デジサート合同会社「digicert」の電子証明書取

得用のWebサイトが開きます。

2

「ユーザー名」を入力し、「続行」をクリックしま

す。

3

※「ユーザー名」は郵送でお送りした「手続き

完了のお知らせ」に記載されています。

P.1の で「電子証明書の取得」（緑色の

ボタン）をクリックするとデジサート・ジャパン合

同会社のWebサイトへ移動します。

1 ４

5

第２章 電子証明書のインストール(初回編)

電子証明書の有効期間は1年となります。

出来る限り、有効期間終了前に、お客さまご自身で電子証明書の更新作業を行ってください。

第１章の電子証明書取得用アプリケーションを初めてインストールされた方が電子証明書インストールする

ための手順となります。

■ご用意いただくもの

・電子証明書取得用アプリケーションインストール済のパソコン

・りそなe-レートサービス手続き完了のお知らせ（特定記録郵便にて郵送）

①ユーザー名

②申請コード



ユーザー名・申請コードが確認されると、左記の

ように登録情報が表示されます。

内容をご確認いただき、問題がなければ、

「続行」ボタンをクリックします。

4

銀行名：Resona Bank Limited （りそな銀行)）

サービス名：Resona eRate CA

会社名：お客さまの登録会社名（英語表記）

CustomerIDNo：「手続き完了のお知らせ」に記載の番号

ユーザー名：e-レートサービスにログインする際のユーザ名

（手続き完了のお知らせに記載）

！！

【「手続き完了のお知らせ」イメージ】

ユーザー名

申請コード

取得期限

CustomerID

6

第２章 電子証明書のインストール(初回編)

！

「申請コード」を入力し、「続行」をクリックしま

す。

4

「戻る」ボタンはクリックしないようにしてください。

クリックしてしまった場合は、一度ブラウザを立ち

上げ直し、再度アクセスしなおしてください。

！

※「申請コード」は郵送でお送りした「手続き

完了のお知らせ」に記載されています。

※大文字小文字を識別しますのでご注意

ください。



「証明書が正常にインストールされました。」画

面が表示されます。

これで、証明書の取得は完了です。

（この画面は×で閉じて終了してください）

7

左画面が表示されます。しばらくお待ちください。6

7

第２章 電子証明書のインストール(初回編)

インストールを開始しますので、「証明書のイン

ストール」ボタンをクリックします。

5

※電子証明書取得期限を経過した場合は

再発行のお手続きをお願いいたします。
（再発行手続きの詳細は「操作方法編

P.26をご参照ください）

「CSR生成エラー」が発生して、電子証明書がインストール

出来なかった場合、第1章の電子証明書取得用アプリケーション

を正しくインストール出来ていない可能性がございます。

一度、電子証明書取得用アプリケーションをアンインストール

いただき、再度、インストールいただけますようお願いいたします。

！



8

第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

電子証明書の有効期間は1年となります。

有効期間終了前に、お客さまご自身で電子証明書の更新作業を行ってください。

第２章にて電子証明書のインストールが完了しているお客さまは不要の作業となります。

第１章の電子証明書取得用アプリケーションをインストール出来なかった場合や

第２章にて電子証明書のインストールが出来なかった場合等は

りそなeレートサービス テレホンセンターへお問合せください。

①更新案内メール

テレホンセンターにお問合せいただきますと、３営業日以内に更新案内メールが届きます。

②電子証明書の更新

メール到着日から７日以内に更新案内メールに記載されている電子証明書更新用URLにアクセスし、

画面の指示に従って電子証明書の更新作業をお願いいたします。

電子証明書 切替えのお知らせが登録メール

宛に届きます。

１

りそなeレートサービスをご利用のパソコンから、

記載のアドレスへアクセスします。

※動作環境の対象ブラウザにて必ずアクセス

してください。

※Microsoft Edgeを例にして

ご案内いたします。

２
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第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

デジサート合同会社「digicert」の電子証明書

取得用のWebサイトが開きます。

３

「ユーザー名」を入力し、「続行」をクリック

します。

４

※「ユーザー名」は郵送でお送りした「手続き

完了のお知らせ」に記載されています。

「申請コード」を入力し、「続行」をクリックします。５

！

！

※「申請コード」は郵送でお送りした「手続き

完了のお知らせ」に記載されています。

※大文字小文字を識別しますのでご注意

ください。

「戻る」ボタンはクリックしないようにしてください。

クリックしてしまった場合は、一度ブラウザを立ち

上げ直し、再度アクセスしなおしてください。

！

ユーザー名・申請コードが確認されると、

左記のように登録情報が表示されます。

内容をご確認いただき、問題がなければ、

「続行」ボタンをクリックします。

6

！

ユーザー名

申請コード

取得期限

CustomerID

銀行名：Resona Bank Limited （りそな銀行)）

サービス名：Resona eRate CA

会社名：お客さまの登録会社名（英語表記）

CustomerIDNo：「手続き完了のお知らせ」に記載の番号

ユーザー名：e-レートサービスにログインする際のユーザ名

（手続き完了のお知らせに記載）

【「手続き完了のお知らせ」イメージ】

！
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第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

「証明書のインストール」をクリックします。7

省略

しばらくすると、左記のように表示されるので、

最下部までスクロールして、

「パスワードのコピー」をクリックします。

８

※コピーしたパスワードを後ほど

貼り付け（ペースト）します。



11

第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

9 左記のように表示されるので、

「P12のダウンロード」をクリックします。

ダウンロードした「cert.p12」というファイルを

開きます。
10

※エクスプローラーにてダウンロードフォルダから

開いていただいても問題ございません。

左記はMicrosoft Edgeの場合の例と

なります。

「証明書のインポートウィザードの開始」

画面が表示されたら、次へをクリック

します。

11

※ブラウザは閉じないでください。
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第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

「インポートする証明書ファイル」画面が表示

されたら、次へをクリックします。
12

！

にてコピーしたパスワードを貼り付け(ペースト)

して、次へをクリックします。

13 ８

※上手く、貼り付け出来ない場合、再度

ブラウザ上の「パスワードをコピー」をクリック

してから実施してください。

！
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第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

「証明書ストア」画面が表示

されたら、次へをクリックします。
14

「証明書のインポートウィザードの完了」画面が

表示されたら、完了をクリックします。
15

「正しくインポートされました。」画面が

表示されたら、OKをクリックします。

※表示していたブラウザを×で閉じていただいて

問題ございません。

16
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第３章 電子証明書取得用アプリケーションがインストール

出来なかったお客さまへ

電子証明書のインストールは以上で完了となります。ブラウザを×で閉じていただいて問題ございません。

りそなeレートサービスログインページより、ログインしてご利用ください。

なお、ログイン時に下図のように「Select Alias」が表示された場合、「cert from Windows-MY store」

を選択して、OKをクリックします。

※上記選択肢が表示されない場合、お客さまのユーザー名を選択して、OKをクリックします。

17
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第４章 電子証明書のインストール(更新編)

電子証明書の有効期間は1年となります。

出来る限り、有効期間終了前に、お客さまご自身で電子証明書の更新作業を行ってください。

更新用URLは、メール送信日より、電子証明書の有効期限日＋45日後まで有効です。

第２章の電子証明書を初めてインストールされた方が電子証明書を更新するための手順となります。

※ご利用のパソコンを変更される場合は、第1章～第2章の作業が必要になります。

テレフォンセンターもしくは取引店へ電子証明書の再発行をご依頼ください。

■ご用意いただくもの

・第2章にて電子証明書インストール済のパソコン

・Certificate Administrator<noreply@digicert.com> からメールにて届く

「【りそなe-レートサービス】電子証明書更新のお願い」

①更新用URL（ex. https://pki.symauth.com/certificate-service/renew/?id=xxxxxxxxxx）

【りそなe-レートサービス】電子証明書更新のお願い

【りそなe-レートサービス】電子証明書 更新の

お願いがnoreply@digicert.comよりお客さ

ま登録メール宛に届きます。

１

ユーザー名

更新期限

更新用URL

りそなeレートサービスをご利用のパソコンから、

記載の更新用URLへアクセスします。

※動作環境の対象ブラウザにて必ずアクセス

してください。

※Microsoft Edgeを例にして

ご案内いたします。

２

左図画面が表示された場合、

電子証明書の再発行が必要となりますので、

テレフォンセンターか取引店へ、電子証明書の再発行

をご依頼ください。

！

mailto:Administratornoreply@digicert.com
https://pki.symauth.com/certificate-service/renew/?id=xxxxxxxxxx
mailto:更新のお願いがnoreply@digicert.com
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第４章 電子証明書のインストール(更新編)

【りそなe-レートサービス】電子証明書更新のお願い

「続行」をクリックします。４

※「新しい証明書フレンドリ名」は左図の通り、

当日の日付等の文字を入力いただくか、

入力せずとも問題ございません。

！

「証明書のインストール」をクリックします。５

デジサート合同会社「digicert」の電子証明書

取得用のWebサイトが開きます。

左記の画面が表示され、しばらくお待ちいた

だくと、次画面が表示されます。

３
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第４章 電子証明書のインストール(更新編)

【りそなe-レートサービス】電子証明書更新のお願い

左図画面が表示されましたら、電子証明書

の更新作業は完了となります。

7

左図画面が表示され、しばらくすると次画面が

表示されます。

6

りそなe-レートサービス テレホンセンター

フリーダイヤル ０１２０－４４７－７１５

受付時間：銀行営業日（土日祝日を除く）

９：００～１９：００

りそなe-レートサービスについてご不明な点は、

下記の照会窓口までお問合せください。

※本ご利用ガイド掲載の画面等は、お客さまの設定内容・サービス向上に伴うシステム改良等により、

予告なく変更させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。


