
イントラSSLサービス

端末入替えマニュアル PC版

注）インストールには、管理者権限が必要です。
管理者権限があるアカウントでインストールを実行して下さい。

注）アンチウィルスソフトを導入しているPCにてご利用下さい。

注）本マニュアルではイントラSSL接続までの手順となります。
イントラSSL接続完了後、各システムへの接続をお願いいたし
ます。

注）本手順は、下記ブラウザを対象としています。

・ブラウザ：Microsoft Edge
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◆お問合せ窓口

インストールに関する問合せ先

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

問い合わせサイト：

https://ts-customer-center.custhelp.com/
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はじめに： 端末入替え完了までの全体の流れ

【 STEP1 】

【 STEP3 】

登録情報の確認

証明書の再発行

登録情報の変更

【 STEP2 】

【 STEP4 】

【 STEP5 】

証明書のインストール

ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

インストール完了。
各システムへの接続をお試し下さい。

証明書発行局の情報に
変更がある

証明書発行局の情報に
変更がない

端末認証

端末認証あり 端末認証なし
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【 STEP1 】登録情報の確認

【 STEP1 】

登録情報の確認

注）本手順は、端末証明書を必要とするアプリケーションを
ご利用される方のみ必要な手順となります。
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◆注意事項

（１）ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを
入力し、Enterキーを押下。

https://da-ssl.d-cruise.jp/

※下図のようなメッセージが表示された場合は、｢OK｣ボタンを押下。

◆証明書発行局の登録情報を確認

URLを入力

※ 本手順は、端末認証を必要とするアプリケーションをご利用のお客様が、
端末を変更される際にのみ使用する手順となります。

※ この操作により、使用したIDは証明書をインストールした端末でのみ
利用可能となります。

※ 本手順書の作業が完了すると、元々接続していたPCから、
お客様ご利用アプリへの接続ができなくなります。
ご了承いただけますようお願いいたします。

注意！

【 STEP1 】登録情報の確認
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（２）｢接続ID｣ ⇒ 現在ご利用のイントラSSL用接続IDを入力
｢パスワード｣ ⇒ 現在ご利用のパスワードを入力

xxxxx0001@intra

xxxxx-yyyyy.zzzzz@aaaaaa.or.jp

○○□□

○○□□

○○□□

○○□□

xxxxx0001@intra

△△△△株式会社

△△△△カブシキガイシャ

▽▽▽▽▽

（３）ログイン後に表示されるページ上部に記載されている情報を確認

この後確認結果によって手順が異なります

情報変更が不要なお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.12(STEP3へ)

情報変更が必要なお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8(STEP2へ)

【 STEP1 】登録情報の確認
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【 STEP2 】登録情報の変更

【 STEP2 】

登録情報の変更

注）本手順は、端末証明書を必要とするアプリケーションを
ご利用される方のみ必要な手順となります。
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（１）ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを
入力し、Enterキーを押下。

https://i-ssl5.d-cruise.jp/

※下図のようなメッセージが表示された場合は、｢OK｣ボタンを押下。

◆登録情報の変更

URLを入力

注意！

【 STEP2 】登録情報の変更
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（３）お問合せはこちらボタンを押下。

（２）Helpボタンを押下。

【 STEP2 】登録情報の変更
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（４）その他問い合わせを選択し、必要事項を記述後、送信ボタンを押下。

「その他問い合わせ」の左にある
ラジオボタンをクリック

お問い合わせの必要事項を記入

登録変更の内容を記入

■変更に必要な項目※1

・接続ID

■変更が可能な項目※2

・名前
・名前のフリガナ
・会社名
・会社名のフリガナ
・部署名
・メールアドレス

※1 変更対象の識別で必要とします
※2 任意項目となります

変更が無い場合は項目を削除してください

STEP1-（3）にてご確認いただいた箇所に反映させたい内容を、
ご利用の接続IDと合わせてご記入下さい。
ご記入いただいた内容が登録情報に反映されます。

※反映には3営業日を要します

証明書発行局の情報変更をお願いします。

接続ID ：

名前 ：

フリガナ ：

会社名 ：

フリガナ ：

部署名 ：

メールアドレス：

～～本文雛形～～

全て記入したら「送信」ボタンをクリック

登録変更の完了後、完了メールが送信されます。
メールを受け取りましたら、次のSTEPへお進みください。

【 STEP2 】登録情報の変更
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【 STEP3 】証明書の再発行

【 STEP3 】

証明書の再発行

注）本手順は、端末証明書を必要とするアプリケーションを
ご利用される方のみ必要な手順となります。
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【 STEP3 】証明書の再発行

上記の通り、各項目を入力し

｢ログイン｣をクリック

（２）｢接続ID｣ ⇒ STEP1（２）項で入力した接続IDを再入力
｢Password｣ ⇒ STEP1（３）項の｢新しいパスワード｣に入力した

英数字を再入力

（１）ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを
入力し、Enterキーを押下。

https://da-ssl.d-cruise.jp/



（４）メールを受信可能なPC 注）で上記（３）項のページで表示されている
メールアドレス宛のメールを受信します。
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（３）「PC用証明書の再発行を依頼する」ボタンを押下

以下の内容のメール受信を確認します。
送信者 ： 証明書発行局 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先 ： （３）項で表示されているメールアドレス
件名 ： PC用証明書再発行受付通知（接続ID）

YYYY/MM/DD hh:mm:ss

※証明書の発行には3営業日を要します

※証明書の再発行処理が完了すると、
既存で使用されていた端末から
接続することができなくなります

※単一IDを用いて複数端末からの接続はできない仕様となっておりますので予めご了承下さい

【 STEP3 】証明書の再発行
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【 STEP4 】証明書のインストール

【 STEP4 】

証明書のインストール

注）本手順は、端末証明書を必要とするアプリケーションを
ご利用される方のみ必要な手順となります。
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◆証明書のインストール①：信頼済みサイトの登録

（２）Windowsマークをクリックします。

（３）検索の入力枠のところに「インターネットオプション」と入力し
インターネットオプションを起動します。

注）上記手順でインターネットオプションが出力されない場合は
Windowsマークをクリック後、「inetcpl.cpl」と入力してEnterを押下してください。

（１）メールを受信可能なPCでSTEP3の（３）項で表示されていた
メールアドレス宛のメールを受信します 注）。

注） 証明書の発行には３営業日をいただいています。
１週間以上経過しても下記メールが届かない場合は
管理者にお問い合わせ下さい。

以下の内容のメール受信を確認します。

送信者 ： 証明書発行局 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先 ： STEP3の（３）項で表示されていたメールアドレス
件名 ： 証明書発行通知（接続ID）

【 STEP4 】証明書のインストール
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（４）「セキュリティ」タブをクリックし、出てきた画面で
「信頼済みサイト」をクリックし、
「サイト」ボタンをクリック。

セキュリティタブをクリック

信頼済みサイトをクリック

サイトボタンをクリック

【 STEP4 】証明書のインストール
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（５）「このWebサイトをゾーンに追加する」の項目に
「https://da-ssl.d-cruise.jp」と入力し「追加」ボタンをクリック。

（６）「Web サイト」に（４）で入力したアドレスと
同じ内容が追加されている事を確認し、
「信頼済みサイト」ウィンドウの「閉じる」ボタンと
「インターネット オプション」ウィンドウの
「OK」ボタンをクリック。

追加ボタンをクリック

（３）で入力したアドレスの先頭部分と
同じ内容が追加されている事を確認

閉じるボタンをクリック

OKボタンをクリック

https://da-ssl.d-cruise.jp

https://da-ssl.d-cruise.jp

【 STEP4 】証明書のインストール
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（７）Edgeの左上にある「…」をクリックし、
「設定」⇒「既定のブラウザー」を開きます。

◆証明書のインストール②：EdgeのIEモード設定

（８）赤枠にある「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」
をONにした後に「再起動」をクリックしてブラウザを再起動します。

注）Edgeのバージョンにより、下記画面となっている場合は「許可」
を選択し、「再起動」をクリックしてブラウザを再起動します。

注）グループポリシー利用環境でサイトリストに「da-ssl.d-cruise.jp」
を登録済の場合は、本工程は対応不要です。

利用環境が不明の場合は、本工程を実施ください。

【 STEP4 】証明書のインストール
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◆証明書のインストール③：管理者権限でのEdge起動

（９）タスクバーの Edge アイコンを 右クリック し
「 プロパティ 」 を クリック 。

注）本工程は、イントラSSLを利用するPCにて実施して下さい。

【 STEP4 】証明書のインストール
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（１１）Edgeを起動してください。
※起動済の場合は、再起動してください。

以下のポップアップが表示されるとIEモードでの
管理者権限での動作となります 。
※ポップアップ は「×」でクローズしてください 。

（１０）プロパティの互換性タブ にて
「管理者としてこのプログラムを実行する 」 を チェック し
「 OK 」をクリック 。

【 STEP4 】証明書のインストール
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◆証明書のインストール④：証明書のインポート

（１３）「…」をクリック「設定」⇒「その他のツール」
⇒「Internet Explorerモードで再度読み込む」をクリックします。

注）グループポリシー利用環境の場合は、本手順は対応不要です。

注）Edgeのバージョンにより、下記画面となっている場合は「…」から
直接「Internet Explorerモードで再度読み込む」をクリックします。

（１２）ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを
入力し、Enterキーを押下。

https://da-ssl.d-cruise.jp/

【 STEP4 】証明書のインストール
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上記の通り、各項目を入力し

｢ログイン｣をクリック

（１５）｢接続ID｣ ⇒ STEP1（２）項で入力した接続IDを再入力
｢Password｣ ⇒ STEP1（３）項の｢新しいパスワード｣に入力した

英数字を再入力

（１６）以下のような「セキュリティ警告」画面が表示される場合は、
「インストールする」をクリックしてください。

（１４）アドレスバーの赤枠内のアイコンがIEのマークになっていれば
IEモードでのアクセスは完了です。

【 STEP4 】証明書のインストール
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（１７）以下の画面が表示されますので、「証明書のインポート」を
クリック。注）

●● ●● ●● ●●

●● ●●

●● ●●

注）ご利用になられるPC上で操作ください。

（１８）以下のメッセージが表示されれば、証明書のインストールは
完了です。「OK」をクリックし、ログアウトしてください。

【 STEP4 】証明書のインストール
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◆証明書のインストール⑤：管理者権限設定の解除

（１９）タスクバーの Edge アイコンを 右クリック し
「 プロパティ 」 を クリック 。

注）本工程は、証明書のインポート後に実施してください。

（２０）プロパティの互換性タブ にて
「管理者としてこのプログラムを実行する 」のチェックを外し
「 OK 」をクリック 。

【 STEP4 】証明書のインストール
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

【 STEP5 】

ソフトウェアのインストールと

イントラSSLへの接続
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

◆注意事項

※ ソフトウェアのインストールは、初回のみ必要となります。
※ この操作により、使用したIDは証明書をインストールした端末でのみ

利用可能となります。
※ PCの入替等でIDを別PCで利用したい場合は、

端末入替えマニュアルをご参照ください。

（１）Windowsマークをクリックします。

◆信頼済みサイトの登録

（２）検索の入力枠のところに「インターネットオプション」と入力し
インターネットオプションを起動します。

注）上記手順でインターネットオプションが出力されない場合は
Windowsマークをクリック後、「inetcpl.cpl」と入力してEnterを押下してください。
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（３）「セキュリティ」タブをクリックし、出てきた画面で
「信頼済みサイト」をクリックし、
「サイト」ボタンをクリック。

セキュリティタブをクリック

信頼済みサイトをクリック

サイトボタンをクリック
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（４）このWebサイトをゾーンに追加する、の入力欄に
「https://i-ssl5.d-cruise.jp」と入力し、
「追加」ボタンをクリック。

（５）「Web サイト」に（１）で開いたページのアドレスの先頭部分と
同じ内容が追加されている事を確認し、
「信頼済みサイト」ウィンドウの「閉じる」ボタンと
「インターネット オプション」ウィンドウの
「OK」ボタンをクリック。

追加ボタンをクリック

（１）で開いたページのアドレスの先頭部分と
同じ内容が追加されている事を確認

閉じるボタンをクリック

OKボタンをクリック

https://i-ssl5.d-cruise.jp

https://i-ssl5.d-cruise.jp
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（６）Microsoft Edgeを右クリックし、ポップアップメニューを表示。
再度右クリックし、「管理者として実行」をクリック

（７）ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを
入力し、Enterキーを押下。

https://i-ssl5.d-cruise.jp/
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

注）①｢イントラ-SSLアプリ利用ID(登録)のご案内｣の別紙に記載。
②大文字・小文字にご注意下さい。

（８）開始案内に記載されている、接続ID 注) 及び
変更したパスワード 注)を入力し、｢ Sign In ｣ボタンをクリック。

接続ID：接続IDを入力
Password：変更したパスワードを入力

｢Sign In｣をクリック

注）途中、以下の画面が出る場合がありますが、操作は不要です。
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（１０）初回接続時、アプリケーションランチャーのダウンロード画面
が表示されますので、ダウンロードを実行してください

（１１）ファイルを開くをクリックし、インストールを実行してください

注）ブロックされた場合はメッセージの右側の「・・・」から「保存」を選択してください。

（９）下記画面が出た場合、次の画面に遷移するまでお待ちください
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（１２）インストール完了後、「OK」をクリックします。

（１３）下記画面に遷移後、「ここ」をクリックします。

（１４）次の画面が表示された場合は赤枠のチェックと
「開く」をクリックします。
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（１５）次の画面が表示された場合は「常時」をクリックします。

（１６）インストールの完了までお待ちください。

（１７）ホストチェッカーの読み込みが正常に完了し、
画面が遷移するまでお待ちください
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（１９）次の画面が表示された場合は何もせずにお待ちください

注）アプリケーションランチャーがインストール済にもかかわらず
画面が表示された場合は、「再試行」をクリックしてください。

（１８）次の画面が表示された場合は「常時」をクリックし、
インストール完了までお待ちください。
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【 STEP5 】ソフトウェアのインストールとイントラSSLへの接続

（２０）以下の画面が表示されればイントラSSL接続は完了です。
タスクバー(画面右下)に、緑色のS・マークが表示されます。
尚、以下の画面を閉じてもイントラSSLの接続サービスが

切断されることは御座いません。

以降、ご契約いただいているアプリケーションの手順に従い、接続をお試しください。

※接続を終了させる際はログイン後に表示される画面右上の
サインアウトアイコンをクリック又は
タスクバーにある緑色のS・マークを右クリックして
「SA(i-ssl5.d-cruise.jp)」> 「切断」をクリックしてください

緑色のS・マーク

「ログアウト」をクリック

右クリック

「SA(i-ssl5.d-cruise.jp)」
>「切断」をクリック
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【 補足 】イントラSSL接続性確認手順

◆イントラSSL接続性確認方法
（１）イントラSSLへログインします。

（３）以下の画面が表示されればイントラSSLの接続確認は完了です。

（２）「ATI疎通確認サイト」をクリックします。


