
nts-mgr@canon-its.co.jp／FAX：03-6701-3461

①本電子証明書は、弊社通信ソフト（＊）で通信をする前提でのみご注文を承ります。

（＊）EDI-Master B2B for JX-Client

         EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client

         EDI-Master B2B for TLS Windows版

（Windows版のみ対応、旧製品名は「EDI-Master B2B TLS-Accelerator」）

　ご発注の際は、通信ソフトの保有状況をご確認いただき、以下A、Bいずれかご記入をお願いいたします。

A. 本証明書と同時に通信ソフト（＊）を新規購入する。

B. 既に通信ソフト（＊）を所有している

②ご発注後、弊社から最短第３営業日で「ライセンスID/クーポン番号」を通知いたします。

ライセンスID／クーポン番号をインテック社へ提出する申請書に記入ください。

　 通知から５ヶ月以内に申請を完了いただかない場合、クーポン番号が無効となりますのでご注意ください。

インテック社への申請・審査完了後、証明書の利用が可能となります。詳細は次ページの申請イメージをご覧ください。


「※」箇所は必須

本電子証明書を利用するお客様（エンドユーザー）は、下記に定める文書の各条項に同意の上、ご注文されるものとします。

　＊販売店が代理で記入する場合も、必ずエンドユーザの同意を確認した上で、"同意済み"にチェックを入れてください。

https://www.einspki.jp/repository_files/EINSPKI_EDI_CPS.pdf

https://www.einspki.jp/repository_files/PN-E102.pdf

販売店記入欄

　本電子証明書を販売店がお客様（エンドユーザ）あるいは代理店に販売する場合は、

　別紙「本サービスの再販売に関する特約条項」に同意の上、ご注文されるものとします。

A-1．

A-2．

※確認のため弊社よりご連絡をさせて頂く場合があります。

※複数枚ご購入される場合は、上記シリアル番号欄にすべての対象シリアルをご記入ください。

※併用する通信ソフトは、右上記「対応開始バージョン」以降であること、且つソフトウェアサポート期間内にあることが前提となります。

通信ソフトのサポート期間は弊社ホームページ（https://www.canon-its.co.jp/products/edi_master/support/detail/period.html）をご参照ください。

※次ページも必ずご確認の上、必要事項をご記入ください

TEL

本申請書を添付するご注文番号

対応開始バージョン

会社名

氏名 役職

部署名

EDI-Master B2B for JX-Client 2.2.0

認証局運用規定
（インテック）

併用する弊社通信ソフト

本製品の必要数をご記入ください

数量

※弊社通信ソフトの保有状況　（A、Bいずれかにチェックを入れてください）

　本証明書と通信ソフトを【同一ご注文書で】新規購入する

シリアル番号

　　B． 　既に通信ソフトを所有している（下記枠内に、併用している弊社通信ソフトのシリアル番号をご記入ください）

通信ソフトご注文番号：

1.1.2

9.1.0

EDI-Master B2B for TLS Windows版
（旧製品名：EDI-Master B2B TLS-Accelerator）

　本証明書と通信ソフトを【別ご注文書で】新規購入する

発注申請書

対象製品

株式会社インテック　電子証明書　「EINS/PKI for EDI」

※本製品ご購入時

製品名

※①発注者（弊社へご発注頂く企業様）

インテック　クライアント証明書（3年)

EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client

FAX

※お客様情報

E-Mail

※
誓約
事項

利用者規約
（インテック）

同意済み

販売店 同意済み

※同意されない場合、販売いたしかねます。

※同意されない場合、販売いたしかねます。
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キヤノンＩＴソリューションズ株式会社　EDI製品担当

TEL：03-6701-3456 FAX：03-6701-3461 nts-mgr@canon-its.co.jp

E-Mail

2022.6.3 改訂

氏名

TEL

部署名

役職

FAX

※②御社からご販売頂く販売店様、もしくはユーザー様（直販の場合、本項目は不要です）

会社名
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nts-mgr@canon-its.co.jp／FAX：03-6701-3461

申請フロー　イメージ図

キヤノンITソリューションズ株式会社 お客様 株式会社インテック

インテックへの申請方法
以下の申請書類をご用意ください。申請書に記入するライセンスIDとクーポン番号は、証明書ライセンスのご発注後に
弊社から通知いたします。
① EINS/PKI for EDI 証明書登録申請書
② EINS/PKI for EDI 証明書発行申請書（クライアント証明書）

※①、②は下記URLよりダウンロードしご利用ください。
https://www.einspki.jp/support/manual_e_auto/

③ 法人の印鑑証明書
④ 法人の登記簿謄本
※ 印鑑証明書、登記簿謄本は 東洋経済新報社 企業データバンク もしくは帝国データバンク COSMOSNET に

登録がない法人様のみ必要です。
※ 印鑑証明書、登記簿謄本は発行日より3か月以内の原本をご用意ください。

 上記申請書類一式を下記までご発送ください。
 ---------------------------------------
 〒221-8520
 神奈川県横浜市神奈川区
 新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100 5F
 （株）インテック EINS/PKI 事務局
 ---------------------------------------
※ 発送にかかる費用はお客様のご負担となります。

申請後、登録完了メールをお送りいたします。
申請された証明書ライセンスIDを用いて、証明書自動取得を行ってください。

※本内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

申請書に関するお問合せ キヤノンＩＴソリューションズ株式会社　EDI製品担当

TEL：03-6701-3456　　　FAX：03-6701-3461 　nts-mgr@canon-its.co.jp 2022.6.3 改訂

御見積

ご発注・発注申請書のご提

出

ライセンスID及びクーポン番号

を通知

（インテックへの申請書記入に必要）

インテックへの申請書提出（郵送）
※下記「インテックへの申請方法」

を参照の上、申請ください。

申請書受領

審査
（問題ない場合、通常１０営

業日程度で承認）

証明書がダウンロード可能となった
旨を通知（メール）

EDI製品の画面から証明書DL

・CommonName

・ライセンスID を入力

メール

郵送

郵送（最短３営業日）

クーポン番号の通知から

５ヶ月以内に審査手続きを完了ください
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nts-mgr@canon-its.co.jp／FAX：03-6701-3461

申請フロー（更新時）　イメージ図

キヤノンITソリューションズ株式会社 お客様 株式会社インテック

インテックへの申請方法
証明書の有効期限の2ヶ月前になりますと、申請時に「EINS/PKI for EDI 証明書登録申請書」に記載された
メールアドレス宛に、株式会社インテックより証明書更新のご案内メールが届きます。
新規購入時と同様の申請書類を再度お送りください。
申請書に記入するライセンスIDとクーポン番号は、証明書ライセンスのご発注後に弊社から通知いたします。
（ライセンスIDは、新規購入時と同じ内容になります）

① EINS/PKI for EDI 証明書登録申請書
② EINS/PKI for EDI 証明書発行申請書（クライアント証明書）

※①、②は下記URLよりダウンロードしご利用ください。
https://www.einspki.jp/support/manual_e_auto/

③ 法人の印鑑証明書
④ 法人の登記簿謄本
※ 印鑑証明書、登記簿謄本は 東洋経済新報社 企業データバンク もしくは帝国データバンク COSMOSNET に

登録がない法人様のみ必要です。
※ 印鑑証明書、登記簿謄本は発行日より3か月以内の原本をご用意ください。

 上記申請書類一式を下記までご発送ください。
 ---------------------------------------
 〒221-8520
 神奈川県横浜市神奈川区
 新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100 5F
 （株）インテック EINS/PKI 事務局
 ---------------------------------------
※ 発送にかかる費用はお客様のご負担となります。

申請後、登録完了メールをお送りいたします。
更新証明書の準備ができましたらご使用の通信ソフトが自動的に証明書のダウンロード・更新を行います。

※本内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

申請書に関するお問合せ キヤノンＩＴソリューションズ株式会社　EDI製品担当

TEL：03-6701-3456　　　FAX：03-6701-3461 　nts-mgr@canon-its.co.jp 2022.6.3 改訂

御見積

ご発注・発注申請書のご提

出

ライセンスID及びクーポン番号

を通知

（インテックへの申請書記入に必要）

インテックへの申請書提出（郵送）
※下記「インテックへの申請方法」

を参照の上、申請ください。

申請書受領

審査
（問題ない場合、通常１０営

業日程度で承認）

証明書がダウンロード可能となった
旨を通知（メール）

DL可能となった時点で、

製品が自動的に証明書取込

メール

郵送

郵送（最短３営業日）

証明書期限の60、30、10日前に
証明書有効期限の通知
（メール）

メール

御見積依頼

クーポン番号の通知から

５ヶ月以内に審査手続きを完了ください
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