
移行切替に関する簡易マニュアル　（2022年6月版）

＜Windows10・11のMicrosoft Edge(Chromium版)・Google Chrome・Mozilla Firefox ESR 91をご利用のお客さま＞

※電子証明書の有効期限が切れる28日前から、ホーム画面右上に「証明書更新」ボタンが表示されます。

① セキュアコネクトよりでん括WEBサイトのサービストップ画面 ② 「パスワード」入力　⇒「ログイン」ボタンクリック

にアクセス　⇒「ログイン」ボタンクリック

（サービストップURL：https://denk.bk.mufg.jp/service_top.html）

③ 「証明書更新」ボタンクリック

④ 「証明書発行用パスワード」をメモに控える　⇒「DenPASS証明書発行へ」ボタンクリック

ランダムに表示されるパスワードを

メモに控えてください

ログイン後9分以内に

押下してください

DenPASS証明書発行用パスワードは、ログイン後9分以内に「証明書更新」ボタンを押下することで表示されます。

ログイン後10分以上経過した場合は表示されませんので、再度ログインいただき、「証明書更新」ボタンを押下して

ください。なお、証明書発行用パスワードの有効期限は本日中です。注意

【方法1】 電子証明書の更新※をおこなう

パスワード
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⑤ 「証明書発行」ボタンクリック

⑥ 「お客さま番号・ユーザID・パスワード」入力　⇒「ログイン」ボタンクリック

⑦ 「DenPASS証明書取得用ツールダウンロード」ボタンクリック

⑧ zipファイルを開く（お使いの端末によって表示方法が異なります）

移行完了後は、こちらの画面からでん括WEBサイトにアクセスいただきます。当画面を必ずお気に入り登録してください。

お気に入りボタンが無い場合は、右クリックを押した後、「お気に入りに追加」をご選択ください。
注意

P1④で控えた パスワードを入力してくださいパスワード

Microsoft Edgeの場合

Google Chromeの場合

Firefoxの場合

電子証明書の取得にはツール（EXEファイル）を使用します。セキュリティソフト等でブロックをしてしまう場合は一時

的に解除をお願いします。EXEファイルをご利用いただけない場合は、【方法3】9ページをご参照ください。注意
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⑨ 「DenPASS_tool.exe」をダブルクリック

⑩ DenPASS証明書取得用ツールが立ち上がる

⑪ 「証明書発行・更新」ボタンクリック

⑫ 「新しいRSA交換キーを作成します」画面が表示される

⑬ 「OK」ボタンクリック

このあとのダイアログ画面操作（⑫～⑮）が60秒以内に行われなかった場合、エラー画面に遷移します。

その場合は、ツールを「×」ボタンで閉じ、でん括WEBサイトからログアウトしてから、証明書の発行・更新操作を

【1】、【2】の手順で再度実施してください。
注意

ご利用のブラウザ環境によっては、⑫の画面が最前面に表示され

ない場合があります。

タスクバーにある証明書取得用ツールのアイコンが点滅・点灯表示

されている場合、そちらを選択すると表示されます。
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⑭ 「Windows セキュリティ」画面が立ち上がる

⑮ 「許可」ボタンクリック

⑯ 電子証明書発行中画面

⑰ 以下画面が表示される

⑱ 起動中のDenPASS証明書取得用ツールは「×」ボタンで閉じ、

続けて「ログイン」ボタンをクリックし、DenPASS経由ででん括WEBサイトにログインする

ご利用のブラウザ環境によっては、⑭の画面が最前面に表示されな

い場合があります。

タスクバーにあるアイコンが点滅・点灯表示されている場合、そちらを

選択すると表示されます。
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⑲ 登録された電子証明書を選択　⇒「OK」ボタンクリック

⑳ 「許可」ボタンクリック

㉑ 「パスワード」入力⇒「ログイン」ボタンクリック

パスワード

P1④で控えたパスワードを入力してください

「denk.〔ユーザID〕.〔お客さま番号〕.〔発行日〕」を確認してください

発行者名が「BizSTATION CA G5」

発行日が新しい日付

Microsoft Edgeの場合

Google Chromeの場合

FIrefoxの場合

Firefoxの場合、「今後も同様に処理する」のチェックを外してから

「OK」をクリックしてください

証明書選択画面が表示されない場合、

開いているブラウザを一度すべて閉じて、DenPASSサービストップ

（https://bizstn.bk.mufg.jp/denk/）を開き直し、

「ログイン」ボタンをクリックしてください
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㉒ 「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認用）」を入力　⇒「変更」ボタンクリック

㉓ 「ホーム画面へ」ボタンクリック

㉔ ご利用を開始してください

㉕ 以降は、古いURLからはログインできなくなりますのでご注意ください

新しいログイン画面（DenPASSのサービストップ画面）

ログイン用URL

（https://bizstn.bk.mufg.jp/denk/ )

移行完了後は、こちらの画面からでん括WEBサイトにアクセスいただきます。

以上で移行作業が完了となります。作業頂きありがとうございました。

以上で移行作業が完了となります。作業頂きありがとうございました。

DenPASSログイン用URLをお気に入り登録いただくと、次回以降のログイン時に便利です。

従来のログイン用URL（ https://denk.bk.mufg.jp/service_top.html）は削除してください。ヒント

P1④で控えたパスワードを入力してください

パスワード

新しいパスワードを入力してください

※新しいパスワードの入力制限にお気をつけください‼
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電子証明書の更新操作とは異なり、お客さまの任意のタイミングで移行操作が頂けます。

2022年4月11日以降に、パスワード初期化や電子証明書再発行を実施される場合に、あわせてご対応ください。

以下では、電子証明書の再発行操作を例に操作方法を説明します。

① 「管理」メニューより「ユーザ管理」ボタンクリック

②　「証明書・パスワード管理」を選択し、「入力へ」ボタンクリック

③　「初期パスワード」「初期パスワード（確認用）」を入力、「証明書再発行」をチェック　⇒「確認へ」ボタンクリック

【方法2】 パスワード初期化、または電子証明書再発行をおこなう

新しいパスワードを入力してください

証明書再発行を

チェックしてくださいパスワード
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④ 該当ユーザの「変更」ボタンクリック

⑤ 変更完了後、移行対象ユーザに初期パスワードを伝える

⑥ 初期パスワードを受領後、新認証（DenPASS）のサービストップ ⑦ 「お客さま番号・ユーザID・(初期)パスワード」を入力

画面にアクセス⇒「証明書発行」ボタンクリック ⇒「ログイン」ボタンクリック

（サービストップURL：https://bizstn.bk.mufg.jp/denk/）

⑦ 以降の操作は、移行方法【方法１】⑥からの同様の操作を実施する⇒P2へ飛ぶ

管理責任者が、書面により証明書発行手続きをした場合は、三菱UFJファクターより郵送される「WEB

サービスご利用のお知らせ」に記載されているパスワードを入力してください。
メモ

「P1④で控えたパスワードを入力してください」という箇所が出てきた場合は、

「P7の③で設定した パスワードを入力してください」に読み替えてお進みください。
メモ
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※でん括WEBサイト(DenPASS認証)をご利用のお客さまが、電子証明書を発行・更新するために必要なツール(EXEファイル)です。

Microsoft EdgeのIEモードを利用することで、ツール（EXEファイル）を使用することなく証明書を取得いただけます。

Windows11 のMicrosoft Edge IEモードをご利用のお客さまは、P14「信頼済みサイトの登録」を行ってください。

① Microsoft Edgブラウザを立ち上げる

② 立ち上がった画面の右上にある「ツール」ボタン（…）をクリックし、立ち上がったメニューバーから「設定」ボタンをクリックする

③ 「既定のブラウザ」ボタンクリック

④ 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」に変更する

⑤ 「再起動」ボタンをクリック

Edgeブラウザが一度閉じられます、再度立ち上がるまで待機となりますので少々お待ちください

⑥ ブラウザが立ち上がったら、上記②～④を実施し「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」が

「許可」になっていることを確認

ご参考：アイコン

または に

ご変更ください

【方法3】 上記【方法1】（ツール※を使用した電子証明書取得）がご利用いただけない場合

ブラウザ設定をMicrosoft Edge（IEモード）に変更する
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※電子証明書の有効期限が切れる28日前から、ホーム画面右上に「証明書更新」ボタンが表示されます。

① Microsoft Edgeブラウザを開いたまま、

セキュアコネクトよりでん括WEBサイトのサービストップ画面にアクセス

（サービストップURL：https://denk.bk.mufg.jp/service_top.html ）

② でん括WEBサイトをEdge（IEモード）で起動する

画面の右上にある「ツール」ボタン（…）をクリックし、「Internet Explorerモードで再読み込みする」ボタンをクリック

③ アドレスバーの下にInternet Explorerモードでサイトが開かれていることを示すメッセージが表示されていることを確認し、
「ログイン」ボタンクリック

④ 「パスワード」入力　⇒「ログイン」ボタンクリック

電子証明書の更新※をおこなう
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⑤ 「証明書更新」ボタンクリック

⑥ 「証明書発行用パスワード」をメモに控える　⇒「DenPASS証明書発行へ」ボタンクリック

⑦ 「証明書発行」ボタンクリック

⑧ 「お客さま番号・ユーザID・パスワード」入力　⇒「ログイン」ボタンクリック

「はい」ボタンクリック※

「OK」ボタンクリック

※2回表示された場合は、繰り返し実施する

ランダムに表示されるパスワードを

メモに控えてください

ログイン後9分以内に

押下してください

DenPASS証明書発行用パスワードは、ログイン後9分以内に「証明書更新」ボタンを押下することで表示されます。

ログイン後10分以上経過した場合は表示されませんので、再度ログインいただき、「証明書更新」ボタンを押下して

ください。なお、証明書発行用パスワードの有効期限は本日中です。注意

移行完了後は、こちらの画面からでん括WEBサイトにアクセスいただきます。当画面を必ずお気に入り登録してください。

お気に入りボタンが無い場合は、右クリックを押した後、「お気に入りに追加」をご選択ください。注意

パスワード

P11⑥で控えた パスワードを入力してくださいパスワード
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⑨ 「はい」ボタンクリック

⑩ 「ログイン」ボタンをクリックし、DenPASS経由ででん括WEBサイトにログインする

登録された電子証明書を選択　⇒「OK」ボタンクリック

「許可」ボタンクリック

⑪ 「パスワード」入力　⇒「ログイン」ボタンクリック

⑫ 「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認用）」を入力　⇒「変更」ボタンクリック

P11⑥で控えたパスワードを入力してください

P11⑥で控えたパスワードを入力してください

新しいパスワードを入力してください

パスワード

パスワード

※新しいパスワードの入力制限にお気をつけください‼

「denk.〔ユーザID〕.〔お客さま番号〕.〔発行日〕」を確認してください

違うものが表示されている場合は、「その他」を開いて正しい証明書を

選択してください
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⑬ 「ホーム画面へ」ボタンクリック

⑭ ご利用を開始してください

⑮ 以降は、古いURLからはログインできなくなりますのでご注意ください

新しいログイン画面（DenPASSのサービストップ画面）

ログイン用URL

（https://bizstn.bk.mufg.jp/denk/ )

移行完了後は、こちらの画面からでん括WEBサイトにアクセスいただきます。

以上で移行作業が完了となります。作業頂きありがとうございました。

Windows11 のMicrosoft Edge IEモードをご利用のお客さまは、P14「信頼済みサイトの登録」を行ってください。

以上で移行作業が完了となります。作業頂きありがとうございました。

DenPASSログイン用URLをお気に入り登録いただくと、次回以降のログイン時に便利です。

従来のログイン用URL（ https://denk.bk.mufg.jp/service_top.html）は削除してください。
ヒント
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信頼済みサイトの登録

① 「インターネットのプロパティ」画面を開いてください

［Windows］＋［R］キーを押して［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスが表示されます

続いて入力欄に「control」と入力し、「OK」をクリックまたは［Enter］キーを押すと、コントロールパネルが起動します

「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」⇒「インターネットのプロパティ」画面が開きます

上記の方法ほか、［スタート］メニューに表示される検索ボックスに「コントロール　パネル」と入力し

コントロールパネルを開くこともできます

② 「セキュリティ」タブを選択し

｢セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。｣より｢信頼済みサイト」を選択後、「サイト」ボタンをクリック

③ 「信頼済みサイト」ダイアログが開きますので、｢このWebサイトをゾーンに追加する｣の下欄へ下記記載のURLを一つずつ入力し

｢追加」ボタンをクリックします  

入力した内容が下の「Webサイト」欄に入ります

「https://bizstation.bk.mufg.jp」

「https://web.bizstn.bk.mufg.jp」

「https://bizstn.bk.mufg.jp」

④ 作業後は以下のようになります、[閉じる]ボタンを押してください

「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）

を必要とする」のチェックがついていることを確認してください

https://bizstation.bk.mufg.jp

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

https://bizstn.bk.mufg.jp
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（その他）ユーザの移行状況を確認する

ユーザ毎の移行状況は、「ユーザ管理（情報変更、権限変更・照会）」または「メールアドレス管理」にて確認できます。

以下では、「ユーザ管理（権限変更・照会）」を例に確認方法を説明します。

①「管理」メニューより「ユーザ管理」ボタンクリック

②「ユーザ権限変更・照会」を選択し、「入力へ」ボタンクリック

③ユーザ毎の移行状況を確認する

DenPASSへ移行未済の場合 ： 未済

DenPASSへ移行済の場合 ： 済

移行期間に作成されたユーザの場合 ： 対象外 (既にDenPASSユーザ)
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よくあるご質問

「セキュアコネクト」と新認証サービス「DenPASS（デンパス）」の違いは何か？Q 1

どちらもでん括WEBサイトへログインするための認証サービスで、お客さまの操作性についても大きな違いはありません。

セキュアコネクトについてはNTTコミュニケーションズ株式会社が、DenPASSについては三菱UFJ銀行が提供しています。

【お問合わせ先】

三菱UFJファクター株式会社 でんさい一括ファクタリング担当

0120-101-102 （銀行営業日9：00～17：00）

フリーダイヤルをご利用いただけない場合は03-3251-8353（通話料有料）

DenPASSに移行することで、セキュリティ品質が低下しないか？Q 2

DenPASSのセキュリティレベルは、セキュアコネクトと同水準を維持しております。安心してご利用ください。

セキュアコネクトからDenPASSへの移行に際して、事前準備等は必要か？Q 3

事前準備は特に必要ありません。

セキュアコネクトで行っていた「信頼済みサイトの登録」や「ルート証明書の取得」も不要になります。

＜電子証明書更新による移行＞ DenPASS移行用証明書発行パスワードを忘れた。Q 4

DenPASSへの移行が完了するまでは、「証明書更新」ボタンから何度でもDenPASS移行用証明書発行パスワードを発行可能です。

＜電子証明書更新による移行＞ 「証明書更新」ボタンが表示されないのはなぜか？Q 5

電子証明書の有効期限が切れる28日前の時点で、ログイン後、ホーム画面右上に「電子証明書更新」ボタンが表示されます。

それまでお待ちいただくか、お急ぎのお客さまは、任意のタイミングで移行できる「パスワード再発行・初期化、または電子証明書再発行」の操作を

実施してください。

DenPASS移行済のユーザに対して、権限変更等の操作を行いたい。操作者が移行未済でも操作可能か？Q 6

操作者（WEB管理担当者やユーザID登録権限者）がDenPASS移行未済のユーザでも、権限を保有していれば、DenPASS移行済のユー

ザに対して通常通り操作頂けます。

移行期間中に新規ユーザを作成しようとしているが、何か影響はあるか？Q 7

移行期間中でも問題なく新規ユーザを作成いただけます。新規作成したユーザは、DenPASSにてでん括WEBサイトをご利用いただけますので、

DenPASSのサービストップ画面から電子証明書を発行して、でん括WEBサイトへアクセスしてください。

DenPASSへの移行当日は問題なくでん括WEBサイトにログインできたが、翌日以降DenPASSへログイ

ンができない。
Q 8

① セキュアコネクトのサービストップに、誤ってアクセス頂いている可能性があります。DenPASSのサービストップ

(https://bizstn.bk.mufg.jp/denk/)へアクセス出来ているか、ご確認ください。

② ①を実施してもログインできない場合、DenPASSへの移行完了後、同日中にセキュアコネクトにてログインを実施し、再度「証明書更新」ボタ

ンを押された可能性がございます。この操作を頂くと、DenPASSへの移行情報がシステム上クリアされてしまいますので、再度移行操作が必要とな

ります。お手数ですが、既にDenPASSで発行された電子証明書は削除のうえ、再度セキュアコネクトにてログイン頂き、「証明書更新」ボタンから移

行手続きを実施してください。

DenPASS証明書取得用ツールとは何か？Q 9

でん括WEBサイト（DenPASS認証）をご利用のお客さまが、電子証明書を発行・更新するために必要なツールです。

Microsoft Edge・Google Chrome・Mozilla Firefox ESR 91のブラウザで電子証明書を発行・更新する場合は、ツールを起動いただきます。

電子証明書の発行・更新操作の画面内で、ツールをダウンロードしてください。

お客さまのご利用環境によっては、ツールを起動するにあたり警告画面などが表示される場合がございますが、こちらのツールは三菱UFJ銀行が提供

しているものとなりますので、安心してご利用ください。
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