
BizSTATION （以下Ｂｉｚ）の電子証明書を格納・保管するＩＣカードのご利用までの準備・操作や、
ＩＣカード用ソフトの機能についてご説明します。

クイックスタート（導入ガイド）クイックスタート（導入ガイド）クイックスタート（導入ガイド）

ご使用になるパソコン（以下､PC）でリーダライタが使用できるよう､
ご用意されたリーダライタの取扱説明書をご覧になり､リーダライタ
ドライバ（ソフト）のインストール､動作確認等の準備をしてください｡

本書「2. ICカードドライバ（ソフト）のインストール」    の手順書にしたがって「TrustSigner認証拡張セット証明
書発行用拡張機能」をインストールしてください。

https://web.bizstn.bk.mufg.jp/biz/ic/index.html
にアクセスします。既にBizをご利用の場合はログイン後

［ヘルプ］－［ICカードドライバ（ソフト）のダウンロード］からも
アクセスできます。

画面が表示されたら､〈インストール手順書（以下､手順書）〉をクリックしてください｡手順書が表示されます｡

手順書にしたがって〈ICカード用ドライバ〉をクリックし､ダウン
ロード･インストールしてください｡

インストールが終了したらPCを再起動し､［すべてのプログラム］の中に『TrustSigner 認証拡張セット』
（ICカードドライバの正式名称）が表示されることを確認してください｡

Ⅰ 事前準備
1. ICカードリーダライタ（以下､リーダライタ）の準備

3. 証明書発行用拡張機能のインストール

2. ICカードドライバ（ソフト）のインストール

Ⅰ 事前準備 ICカードご利用の前に必ず行ってください

11

22

33

44

BizSTATION  電子証明書用ICカード

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

https（“s”が付きます）等、入力間違い
がないか、ご確認をお願いいたします

お客さまの環境や通信状況によっては
ダウンロードに時間がかかる場合があります

リーダライタに関するお問い合わせは
製造元にお願いいたします

管理者権限（“Administrators”権限）のある方が行ってください。（ご自身に管理者権限があるかお分かりにならない場合
は、社内のシステムご担当者にお問い合わせ願います）

（2022年6月現在）

2 2

8

D-4. ICカードにロックがかかった場合
PINを一定回数以上間違えるとロックがかかり、ICカード内の電子証
明書は利用できなくなります。ICカードを再び使えるようにするため
には、以下の手順でICカードをフォーマット（初期化）してください。

D-5. ICカードドライバをインストールした時と異なるWindowsユーザ
　　  でICカードを利用する場合

Windowsの32bit版OSでは、ICカードを利用するWindows
ユーザごとに、以下手順にてリーダライタの設定を行ってください。
Windowsの64bitOS版では、本手順は不要です。

※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※TrustSignerは、三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社の登録商標です。
※その他すべてのブランド名および製品は個々の所有者の登録商標または商標です。

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡張
セット」－「ICカードフォーマッタ」を選択すると、「ICカード
フォーマッタ」画面が表示されます。

11

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡張セット」－
「ICカードリーダライタ選択ツール」を選択すると、「ICカードリーダライ
タ選択ツール」画面が表示されるので、使用しているリーダライタを選
択し「OK」ボタンを押します。

11

「ICカードフォーマッタ」画面下の「フォーマット」ボタンを押す
と、確認画面が表示されるので、「OK」ボタンを押します。

44

フォーマットが成功すると、以下の画面が表示されるので、
「OK」ボタンを押します。
（以上で初期化は完了です）

55

「パスワードを変更する」チェックボックスにチェックを入れ、
「パスワード変更」ボタンを押します。

22

「パスワードの変更」画面が表示されたら、新しいパスワード
（PIN）を2回入力し、「OK」ボタンを押します。

33

パスワードに関する注意事項は、「D-3. PIN（ICカード
用パスワード）を変更する」のご参考欄をご覧ください

●ICカードをフォーマットしてもWindows上の電子証
明書は削除されません。「C.電子証明書を削除す
る」のご参考欄の手順で不要な電子証明書を削除し
てください

●PINを設定しなかった場合、フォーマット後のICカード
のPINは“11111111”となっています

　この場合は、後で「D-3.PIN（ICカード用パスワード）
を変更する」の手順にしたがい、PINを変更してくだ
さい

●フォーマット後のICカードには電子証明書が保管さ
れていないので、「A.電子証明書を新規に取得する」

（Ｐ2）を実施してください

フォーマットとともにPINを設定する場合は　　 へ
進み、設定しない場合は　 へ進みます

22

44

33

Windowsの32bit版OSのみ

ご注意
ICカードをフォーマットすると、電子証
明書もすべて削除されます

1

22

1
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どなたの電子証明書をICカード内に取得するかによって電子証明書取得方法や操作手順が異なります。以下の
チャートで決まった取得パターンの手順に沿って手続を進めてください。

〔あらまし〕
・サービス管理責任者（または証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者）が、ICカードを使

用するBizSTATION利用者（以下、ICカード利用者）の電子証明書取得用パスワード（以下PW）を再発行します。
〔手　順〕
［1］＜サービス管理責任者（または証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者）の作業＞

『BizSTATION操作マニュアル 共通機能編』の「第2部 BizSTATIONの運用と管理 第1章 電子証明書 4 証
明書取得用パスワードの再発行」にしたがい、ICカード利用者のPWを再発行し、本人宛て手交してください。

［2］＜ICカード利用者の作業＞
「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にしたがい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

A．電子証明書を新規に取得する（P2）
A-1. 取得パターンの決定と手順
A-2. 取得方法とログイン

B．電子証明書を更新する（P6）

C．電子証明書を削除する（P6）

D．その他（P7）
D-1. 常時使用していないPCでICカードを利用する
D-2. 常時使用していないWindowsユーザアカウントで

ICカードを利用する
D-3. PIN（ICカード用パスワード）を変更する
D-4. ICカードにロックがかかった場合
D-5. ICカードドライバをインストールした時と異なる

WindowsユーザでICカードを利用する場合
（Windowsの32bit版OSのみ）

A-1. 取得パターンの決定と手順

〈取得パターン決定チャート〉

次ページをご覧ください

サービス管理責任者以外に、証明書取得用パスワード
再発行権限のあるBizSTATION利用者がいますか？

取得パターン①

サービス管理責任者が当
該利用者の電子証明書取
得用パスワードを再発行し
ます

取得パターン①

〔あらまし〕
・証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者（以下、証明書再発行権限者）が、サービス管理

責任者の電子証明書取得用パスワード（以下PW）を再発行します。
〔手　順〕
［1］＜証明書再発行権限者の作業＞

『BizSTATION操作マニュアル　共通機能編』の「第2部　BizSTATIONの運用と管理　第1章 電子証明書 
4 証明書取得用パスワードの再発行」にしたがい、サービス管理責任者のPWを再発行し、本人宛て手交してく
ださい。

［2］＜サービス管理責任者の作業＞
「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にしたがい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

取得パターン②

取得パターン②

証明書取得用パスワード再
発行権限のある利用者が
サービス管理責任者の電
子証明書取得用パスワード
を再発行します

取得パターン③

銀行に電子証明書取得用
パスワードの再発行を依頼
します
＜ご注意＞
新たに電子証明書を取得するまでの
間（約2週間）、サービス管理責任者は
BizSTATIONをご利用できません。

いいえ
（利用者が使用）

いいえ
（利用者がいない

場合）

はい

（利用者がいる場合）
はい

〔あらまし〕
・銀行宛てサービス管理責任者の電子証明書取得用パスワード再発行を依頼します。
・新たに電子証明書を取得するまでの間（約2週間）、サービス管理責任者はBizSTATIONをご利用できません
（従来の電子証明書は使えません）のでご注意ください。

〔手　順〕
［1］＜サービス管理責任者の作業＞

ホームページ「書式集」内の『＜書式3＞BizSTATION パスワードに関する諸届』を起票し、銀行宛てご提出
（ご郵送）ください。

［2］＜ICカード利用者の作業＞
証明書取得用パスワードが記載された配達記録が届きましたら、「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にした
がい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

取得パターン③

ICカードをお使いになるのはサービス管理責任者でしょうか？スタート

A. 電子証明書を新規に取得する

Ⅱ  ICカードのご利用Ⅱ  ICカードのご利用 目的に応じた手順・操作を実施してください

（　　　　　　   ）サービス管理
責任者が使用
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どなたの電子証明書をICカード内に取得するかによって電子証明書取得方法や操作手順が異なります。以下の
チャートで決まった取得パターンの手順に沿って手続を進めてください。

〔あらまし〕
・サービス管理責任者（または証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者）が、ICカードを使

用するBizSTATION利用者（以下、ICカード利用者）の電子証明書取得用パスワード（以下PW）を再発行します。
〔手　順〕
［1］＜サービス管理責任者（または証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者）の作業＞

『BizSTATION操作マニュアル 共通機能編』の「第2部 BizSTATIONの運用と管理 第1章 電子証明書 4 証
明書取得用パスワードの再発行」にしたがい、ICカード利用者のPWを再発行し、本人宛て手交してください。

［2］＜ICカード利用者の作業＞
「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にしたがい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

A．電子証明書を新規に取得する（P2）
A-1. 取得パターンの決定と手順
A-2. 取得方法とログイン

B．電子証明書を更新する（P6）

C．電子証明書を削除する（P6）

D．その他（P7）
D-1. 常時使用していないPCでICカードを利用する
D-2. 常時使用していないWindowsユーザアカウントで

ICカードを利用する
D-3. PIN（ICカード用パスワード）を変更する
D-4. ICカードにロックがかかった場合
D-5. ICカードドライバをインストールした時と異なる

WindowsユーザでICカードを利用する場合
（Windowsの32bit版OSのみ）

A-1. 取得パターンの決定と手順

〈取得パターン決定チャート〉

次ページをご覧ください

サービス管理責任者以外に、証明書取得用パスワード
再発行権限のあるBizSTATION利用者がいますか？

取得パターン①

サービス管理責任者が当
該利用者の電子証明書取
得用パスワードを再発行し
ます

取得パターン①

〔あらまし〕
・証明書取得用パスワード再発行権限のあるBizSTATION利用者（以下、証明書再発行権限者）が、サービス管理

責任者の電子証明書取得用パスワード（以下PW）を再発行します。
〔手　順〕
［1］＜証明書再発行権限者の作業＞

『BizSTATION操作マニュアル　共通機能編』の「第2部　BizSTATIONの運用と管理　第1章 電子証明書 
4 証明書取得用パスワードの再発行」にしたがい、サービス管理責任者のPWを再発行し、本人宛て手交してく
ださい。

［2］＜サービス管理責任者の作業＞
「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にしたがい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

取得パターン②

取得パターン②

証明書取得用パスワード再
発行権限のある利用者が
サービス管理責任者の電
子証明書取得用パスワード
を再発行します

取得パターン③

銀行に電子証明書取得用
パスワードの再発行を依頼
します
＜ご注意＞
新たに電子証明書を取得するまでの
間（約2週間）、サービス管理責任者は
BizSTATIONをご利用できません。

いいえ
（利用者が使用）

いいえ
（利用者がいない

場合）

はい

（利用者がいる場合）
はい

〔あらまし〕
・銀行宛てサービス管理責任者の電子証明書取得用パスワード再発行を依頼します。
・新たに電子証明書を取得するまでの間（約2週間）、サービス管理責任者はBizSTATIONをご利用できません
（従来の電子証明書は使えません）のでご注意ください。

〔手　順〕
［1］＜サービス管理責任者の作業＞

ホームページ「書式集」内の『＜書式3＞BizSTATION パスワードに関する諸届』を起票し、銀行宛てご提出
（ご郵送）ください。

［2］＜ICカード利用者の作業＞
証明書取得用パスワードが記載された配達記録が届きましたら、「A-2.取得方法とログイン」（⇒4ページ）にした
がい、ICカード内に電子証明書を取得してください。

取得パターン③

ICカードをお使いになるのはサービス管理責任者でしょうか？スタート

A. 電子証明書を新規に取得する

Ⅱ ICカードのご利用Ⅱ ICカードのご利用 目的に応じた手順・操作を実施してください

（　　　　　   ）サービス管理
責任者が使用
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ログイン画面の「初めてログインする方はこちら」を押し
ます。

22

初めてBizSTATIONをご利用の方へ画面で「設定方法
へ」ボタンを押します。

３３

初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面で
「BizSTATIONログイン」ボタンを押します。

４4

BizSTATION（BizSTATION／BizSTATION Light）
画面にある「円預金サービスログイン」ボタンを押します。

55

※新規お申込時にお送りした『クイックスタート』（以下、QS）をご用意ください。ホームページからもダウンロードできます。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/proc/appli/admin_info.html

※ご利用のOS、ブラウザによって、事前設定が必要となります。詳しくは、ホームページをご参照ください。
※（２）ログインに記載の手順は初回利用時のものとなります。2回目以降のログイン手順につきましては、
「BizSTATION操作マニュアル　共通機能編」の「第１部 初めてBizSTATIONをご利用される方へ　第２章 
BizSTATIONの基本操作 １．ログイン」をご参照ください。

A-2. 取得方法とログイン
（2）ログイン

ホームページにアクセスし、「ログイン」ボタンを押します。11

（1）取得方法
ＱＳ「３．電子証明書の取得」の（２）の操作をします。11

鍵生成中の画面が表示されますので、しばらくお待ちくだ
さい(本ウインドが閉じた後も、数分間時間がかかる場合
があります)。

55ICカードが、リーダライタに正しく挿入されていることを確
認し、「電子証明書をICカードに保存する」ボタンを押します。

22

サービスご利用ログイン画面が表示されます。以降は通常
の手順でログインしてください。

88

ご注意 表示されている電子証明書が１つの場合でも、必ず電
子証明書を選択し、「OK」ボタンを押してください

証明書取得用パスワードを入力し「取得」ボタンを押し
ます。

33

ご注意
「取得」ボタンを押してから電子証明書取得が完了する
までは絶対にICカードを抜かないでください

（ICカードがご利用できなくなる場合があります）

PIN入力画面が表示されたらPIN（初期値はICカードご
送付時の台紙に記載されています）を入力し「OK」ボタン
を押します。

44

再度PIN入力画面が表示された場合は、PINを入力して
ください。

66

PIN入力画面が表示されたらPIN（初期値はICカードご
送付時の台紙に記載されています）を入力し「OK」ボタン
を押します。

77

デジタル証明書の選択画面が表示されたら、ICカードに
格納した証明書を選択し、「OK」ボタンを押します（電子
証明書が複数ある場合「証明書のプロパティを表示します」
ボタンを押すと、有効期間等が表示されますので参照して
ください）。

６６

取得完了画面が表示されたら「閉じる」ボタンを押し、
ブラウザの画面をすべて閉じます。「閉じる」ボタンを押
すまで、ICカードを抜かないでください。

77
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22

３３

４4

※新規お申込時にお送りした『クイックスタート』（以下、QS）をご用意ください。ホームページからもダウンロードできます。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/proc/appli/admin_info.html

※ご利用のOS、ブラウザによって、事前設定が必要となります。詳しくは、ホームページをご参照ください。
※（２）ログインに記載の手順は初回利用時のものとなります。2回目以降のログイン手順につきましては、
「BizSTATION操作マニュアル　共通機能編」の「第１部 初めてBizSTATIONをご利用される方へ　第２章
BizSTATIONの基本操作 １．ログイン」をご参照ください。

A-2. 取得方法とログイン
（2）ログイン

11

（1）取得方法
ＱＳ「３．電子証明書の取得」の（２）の操作をします。11

鍵生成中の画面が表示されますので、しばらくお待ちくだ
さい(本ウインドが閉じた後も、数分間時間がかかる場合
があります)。

55ICカードが、リーダライタに正しく挿入されていることを確
認し、「電子証明書をICカードに保存する」ボタンを押します。

22

サービスご利用ログイン画面が表示されます。以降は通常
の手順でログインしてください。

ご注意 表示されている電子証明書が１つの場合でも、必ず電
子証明書を選択し、「OK」ボタンを押してください

証明書取得用パスワードを入力し「取得」ボタンを押し
ます。

33

ご注意
「取得」ボタンを押してから電子証明書取得が完了する
までは絶対にICカードを抜かないでください

（ICカードがご利用できなくなる場合があります）

PIN入力画面が表示されたらPIN（初期値はICカードご
送付時の台紙に記載されています）を入力し「OK」ボタン
を押します。

44

再度PIN入力画面が表示された場合は、PINを入力して
ください。

66

PIN入力画面が表示されたらPIN（初期値はICカードご
送付時の台紙に記載されています）を入力し「OK」ボタン
を押します。

デジタル証明書の選択画面が表示されたら、ICカードに
格納した証明書を選択し、「OK」ボタンを押します（電子
証明書が複数ある場合「証明書のプロパティを表示します」
ボタンを押すと、有効期間等が表示されますので参照して
ください）。

取得完了画面が表示されたら「閉じる」ボタンを押し、
ブラウザの画面をすべて閉じます。「閉じる」ボタンを押
すまで、ICカードを抜かないでください。

77
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Bizホー ムページトップにアクセスし、「円預金サ ー ビス
ログイン」ポタンを押します。



7

D-1. 常時使用していないPCで
ICカードを利用する

すでに電子証明書が発行済みのICカードを常時使用
していないPCで利用する場合、「Ⅰ事前準備」を参照
し、必要なセットアップを行ったのち、D-2.の手順にて
登録作業を実施します。

以下の画面が表示されたら「OK」ボタンを押します。
（以上で登録は完了です）

33

以下の画面が表示されたら「OK」ボタンを押します。
（以上で変更は完了です）

33

●PIN（パスワード）は、半角8文字です。 の画面は3つとも
8文字入力されないと「OK」ボタンは表示されません。

●使用できる文字は、以下の半角英数・記号です。

22

ご 参 考

D. その他

D-2. 常時使用していない
Windowsユーザアカウント
でICカードを利用する

11「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡張
セット」－「Windows証明書ストア登録ツール」を選択する
と、PIN入力画面が表示されるので、PIN（初期値はICカー
ドご送付時の台紙に記載されています）を入力し「OK」ボタン
を押します。

「Windows証明書ストア登録ツール」画面が表示されたら、
画面左上の「登」ボタンを押します。

22

D-3. PIN（ICカード用パスワード）
を変更する

11「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡
張セット」－「ICカードパスワード変更ツール」を選択してくだ
さい。

「パスワード変更」画面が表示されたら、旧PIN（初期値はIC
カードご送付時の台紙に記載されています）・新PIN（2回）
を入力し、「OK」ボタンを押します。

22

6

●『BizSTATION操作マニュアル　共通機能編』の「第2部　BizSTATIONの運用と管理　第1章 電子証明書 2 電子証明書の更新」
にしたがい更新してください。なお、 手順3では、「電子証明書をICカードに保存する」を選択してください。

●更新前の電子証明書を削除する場合は、本書「C．電子証明書を削除する」の操作を行ってください。

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡
張セット」－「ICカード証明書管理ツール」を選択してください。

11

「ICカード証明書管理ツール ログイン」画面が表示されるので、
PIN（初期値はICカードご送付時の台紙に記載されています）
を入力し「OK」ボタンを押します。

22

「ICカード情報」画面が表示されるので、削除する電子証明書
を選択し、右側の「削除」ボタンを押します。

33

④ICカードを、複数のPCや複数のWindowsユーザが利用して
いる場合は、それぞれのPC/Windowsユーザにてログイン
し、手順①～③で削除したい電子証明書を削除します。

ご 参 考

①｢・・・（設定など）｣から｢設定｣を選択します。

②「プライバシー、検索、サービス」を選択し、「証明書の管
理」を押します。

デジタル証明書の選択画面（P5（2） 　）から不要な電子証
明書の表示をなくすためには、以下の操作を行ってください。

66
③証明書画面で不要な電子証明書を選択し、「削除」ボタン

を押します。ボタンを押すと削除確認の画面が表示される
ので、「はい」ボタンを押します。

削除確認の画面が表示されたら「はい」ボタンを押します。
削除が完了すると、当該証明書が消去された「ICカード情報」
画面に戻ります。

（以上で削除は完了です）

44

ご注意
削除の前に所有者名、発行日付、有効期限、発行者名等
を確認し、誤って必要な証明書を削除しないよう十分注
意してください

ご注意 誤って必要な証明書を選択しないよう、発行
先や発行者・有効期限等をご確認ください

ご注意 削除の際は更新後の電子証明書を選択しないよう、ご確認をお願いします

B. 電子証明書を更新する

C. 電子証明書を削除する
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登録作業を実施します。
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以下の画面が表示されたら「OK」ボタンを押します。
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●PIN（パスワード）は、半角8文字です。　 の画面は3つとも
8文字入力されないと「OK」ボタンは表示されません。

●使用できる文字は、以下の半角英数・記号です。
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セット」－「Windows証明書ストア登録ツール」を選択する
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6

●『BizSTATION操作マニュアル　共通機能編』の「第2部　BizSTATIONの運用と管理　第1章 電子証明書 2 電子証明書の更新」
にしたがい更新してください。なお、手順3では、「電子証明書をICカードに保存する」を選択してください。

●更新前の電子証明書を削除する場合は、本書「C．電子証明書を削除する」の操作を行ってください。

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡
張セット」－「ICカード証明書管理ツール」を選択してください。
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「ICカード証明書管理ツール ログイン」画面が表示されるので、
PIN（初期値はICカードご送付時の台紙に記載されています）
を入力し「OK」ボタンを押します。

22

「ICカード情報」画面が表示されるので、削除する電子証明書
を選択し、右側の「削除」ボタンを押します。

33

④ICカードを、複数のPCや複数のWindowsユーザが利用して
いる場合は、それぞれのPC/Windowsユーザにてログイン
し、手順①～③で削除したい電子証明書を削除します。

ご 参 考

①｢・・・（設定など）｣から｢設定｣を選択します。

②「プライバシー、検索、サービス」を選択し、「証明書の管
理」を押します。

デジタル証明書の選択画面（P5（2） ）から不要な電子証
明書の表示をなくすためには、以下の操作を行ってください。

66
③証明書画面で不要な電子証明書を選択し、「削除」ボタン

を押します。ボタンを押すと削除確認の画面が表示される
ので、「はい」ボタンを押します。

削除確認の画面が表示されたら「はい」ボタンを押します。
削除が完了すると、当該証明書が消去された「ICカード情報」
画面に戻ります。

（以上で削除は完了です）

44

ご注意
削除の前に所有者名、発行日付、有効期限、発行者名等
を確認し、誤って必要な証明書を削除しないよう十分注
意してください

ご注意 誤って必要な証明書を選択しないよう、発行
先や発行者・有効期限等をご確認ください

ご注意 削除の際は更新後の電子証明書を選択しないよう、ご確認をお願いします

B. 電子証明書を更新する

C. 電子証明書を削除する
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BizSTATION （以下Ｂｉｚ）の電子証明書を格納・保管するＩＣカードのご利用までの準備・操作や、
ＩＣカード用ソフトの機能についてご説明します。

クイックスタート（導入ガイド）クイックスタート（導入ガイド）クイックスタート（導入ガイド）

ご使用になるパソコン（以下､PC）でリーダライタが使用できるよう､
ご用意されたリーダライタの取扱説明書をご覧になり､リーダライタ
ドライバ（ソフト）のインストール､動作確認等の準備をしてください｡

本書「2. ICカードドライバ（ソフト）のインストール」    の手順書にしたがって「TrustSigner認証拡張セット証明
書発行用拡張機能」をインストールしてください。

https://web.bizstn.bk.mufg.jp/biz/ic/index.html
にアクセスします。既にBizをご利用の場合はログイン後

［ヘルプ］－［ICカードドライバ（ソフト）のダウンロード］からも
アクセスできます。

画面が表示されたら､〈インストール手順書（以下､手順書）〉をクリックしてください｡手順書が表示されます｡

手順書にしたがって〈ICカード用ドライバ〉をクリックし､ダウン
ロード･インストールしてください｡

インストールが終了したらPCを再起動し､［すべてのプログラム］の中に『TrustSigner 認証拡張セット』
（ICカードドライバの正式名称）が表示されることを確認してください｡

Ⅰ 事前準備
1. ICカードリーダライタ（以下､リーダライタ）の準備

3. 証明書発行用拡張機能のインストール

2. ICカードドライバ（ソフト）のインストール

Ⅰ 事前準備 ICカードご利用の前に必ず行ってください

11

22

33

44

BizSTATION  電子証明書用ICカード

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

https（“s”が付きます）等、入力間違い
がないか、ご確認をお願いいたします

お客さまの環境や通信状況によっては
ダウンロードに時間がかかる場合があります

リーダライタに関するお問い合わせは
製造元にお願いいたします

管理者権限（“Administrators”権限）のある方が行ってください。（ご自身に管理者権限があるかお分かりにならない場合
は、社内のシステムご担当者にお問い合わせ願います）

（2022年6月現在）

2 2

8

D-4. ICカードにロックがかかった場合
PINを一定回数以上間違えるとロックがかかり、ICカード内の電子証
明書は利用できなくなります。ICカードを再び使えるようにするため
には、以下の手順でICカードをフォーマット（初期化）してください。

D-5. ICカードドライバをインストールした時と異なるWindowsユーザ
　　  でICカードを利用する場合

Windowsの32bit版OSでは、ICカードを利用するWindows
ユーザごとに、以下手順にてリーダライタの設定を行ってください。
Windowsの64bitOS版では、本手順は不要です。

※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※TrustSignerは、三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社の登録商標です。
※その他すべてのブランド名および製品は個々の所有者の登録商標または商標です。

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡張
セット」－「ICカードフォーマッタ」を選択すると、「ICカード
フォーマッタ」画面が表示されます。

11

「スタート」－「すべてのプログラム」－「TrustSigner認証拡張セット」－
「ICカードリーダライタ選択ツール」を選択すると、「ICカードリーダライ
タ選択ツール」画面が表示されるので、使用しているリーダライタを選
択し「OK」ボタンを押します。

11

「ICカードフォーマッタ」画面下の「フォーマット」ボタンを押す
と、確認画面が表示されるので、「OK」ボタンを押します。

44

フォーマットが成功すると、以下の画面が表示されるので、
「OK」ボタンを押します。
（以上で初期化は完了です）

55

「パスワードを変更する」チェックボックスにチェックを入れ、
「パスワード変更」ボタンを押します。

22

「パスワードの変更」画面が表示されたら、新しいパスワード
（PIN）を2回入力し、「OK」ボタンを押します。

33

パスワードに関する注意事項は、「D-3. PIN（ICカード
用パスワード）を変更する」のご参考欄をご覧ください

●ICカードをフォーマットしてもWindows上の電子証
明書は削除されません。「C.電子証明書を削除す
る」のご参考欄の手順で不要な電子証明書を削除し
てください

●PINを設定しなかった場合、フォーマット後のICカード
のPINは“11111111”となっています

　この場合は、後で「D-3.PIN（ICカード用パスワード）
を変更する」の手順にしたがい、PINを変更してくだ
さい

●フォーマット後のICカードには電子証明書が保管さ
れていないので、「A.電子証明書を新規に取得する」

（Ｐ2）を実施してください

フォーマットとともにPINを設定する場合は　　 へ
進み、設定しない場合は　 へ進みます

22

44

33

Windowsの32bit版OSのみ

ご注意
ICカードをフォーマットすると、電子証
明書もすべて削除されます

1

22

1
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