
＠福祉はぐくみ企業年金基金 1

電子連携サービス
VPN接続・操作手順書
補助マニュアル

＜ご留意事項＞
電子連携サービスは、「私的年金分野における個人情報保護に関するガイドライン」（厚生労働省発出）に基づき、開発された
システムであるため、システムログイン中においては、インターネット接続が自動で切断（ログアウト後、自動接続）されます。
また、上記ガイドラインに定める、セキュアな環境を保持する必要があることから、専用のソフトウェアのダウンロード等の
事前のご対応をお願いしております。
加入者様の大切な情報管理のため、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

当該資料は、はぐくみ基金加入事業所以外への持ち出し
及び、外部への直接的・間接的な提供を固く禁じます。

https://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/2016027siryou.pdf
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電子連携サービスとは
2022年12月現在、毎月郵送でお送りしている納入告知書類一式のデータダウンロードが可能となります。
また、リリース以後に掲載されたシステム内のデータは、随時参照・ダウンロード可能なため、紛失等の
恐れなく、ご利用いただけるサービスです。
また、これまで紙で返送いただいていた「確認書」の返送も、システムでのチェックのみとなります。

これまでの納入告知書提供フロー

これからの納入告知書提供フロー

💡💡チェックボタンを押すだけ！
💡💡紙の返送は不要！

💡💡郵送事故等のリスクの最小化
💡💡利便性向上
💡💡郵送コスト等の削減

💡💡いつでもデータ確認が可能
💡💡もちろん、印刷も可能
💡💡リリース以後の過去分も蓄積！
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以下、手順書補助領域

本マニュアルは、詳細手順書の補助マニュアルです。
システム上からダウンロードできる詳細手順書とともにご活用ください。



電子連携サービスに初回ログインを頂いた翌々月以降、順次、納入告知書一式の郵送を終了いたします。
なお、上述のとおり、郵送廃止時期までにログインを頂けていない場合については、郵送でのお知らせは
なされませんので、十分にご注意いただき、お早目のお手続きをお願いいたします。
※システムログイン直後より、前月掛金分からのご確認が可能です。
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➢ 郵送⇒電子連携サービスへ完全切り替えを予定しております。

スケジュールおよびご注意事項

◆システムプレリリース日： 2022年12月12日(月)

◆郵送廃止予定時期 ： 2023年６月発送をもって廃止

事業所の皆様の利便性の向上と、個人情報保護管理強化を目的として、現在の納入告知書一式の
郵送での発送から、電子連携サービスでの納入告知書一式提供に切り替えを行います。

➢ 切り替えに当たってのご注意事項

１

初回ログイン
2023年1月

郵送最終
2023年2月告知分

2023年3月以降
システム上で

ご確認

電子連携サービス上での過去分のご確認は、リリース（2022年12月分（2022年11月掛金））以降の掲載分を
ご確認頂くことはできますが、リリース以前（～2022年11月発送（2022年10月掛金））のものは当システム内には
蓄積されませんので悪しからずご了承ください。
リリース以前分は、お手元の書類をご確認下さい。

２

【イメージ】
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ステップ① 初めに行っていただくこと

➢ 電子連携サービスお申込みフォームをご提出ください！

基金ホームページ「加入事業者届出書類」内にある
『電子連携サービス 利用申し込み』をクリック！

※既に「事業所担当者登録書」のご登録がお済みの担当者様には、
メールでもご案内しております。

※ 「事業所担当者登録書」のご登録がお済みでない事業所様には、
封書でもご案内をしております。

フォームの入力項目に従って、必要事項を入力し、
「回答」ボタンを押下して申し込み完了！！

※所要時間：２～３分
数日後、「管理者情報登録完了のお知らせ」を基金
から書面にてお送りしますので、お待ちください。

＜ご留意事項＞
①お申込みいただいたのち、加入者事務管理委託先（（株）セキュリティ情報研究所）にて、システム登録を行います。
お申込みから、システムへのログイン情報をお送りするまで、最大で10営業日程度頂戴しております。

➁ 電子連携サービスお申込みフォームでの利用者登録は管理者様１名分のみとしております。
２名以上の利用者登録は、管理者様のログイン後、システム上で任意で設定可能です。

＜電子連携サービス お申し込みフォーム画面＞

＜はぐくみ基金ホームページ画面＞

https://hagukumikikin.jp/management/forms/
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ステップ➁ インストーラのダウンロード.Ⅰ

➢ サービス利用の下準備をお願いします。

ステップ①の情報登録完了後、郵送にて「管理者情報登録完了のお知らせ」を
お送りします。「管理者情報登録完了のお知らせ」をお手元にご用意いただき、
インストーラのダウンロードを行ってください。
ダウンロードページのURLは、右記のURLをクリックしてください。

＜インストーラのダウンロードURL＞
◆◆こちらをクリックするとページに飛びます◆◆

https://e-renkei.sil-web.co.jp/download/
※セキュリティ上、WEB検索ではヒットしません。
紙で当マニュアルをご参照の方は、恐れ入りますが
上記のURLをWEBのアドレスバーへ直接入力ください。

① 契約番号 ➁ ダウンロードキーを入力し、ダウンロードページにログイン。
なお、ダウンロードキーの前に、西暦＋月の入力が必要です。

例）ダウンロードキーが「ABCDEFG」で、ログイン時が2023年1月の場合
「202301ABCDEFG」となります。

＜ダウンロードページ ログイン画面＞

☝

☝

ダウンロードページに入ったのち、下図の３つをダウンロードしてください。
システム専用マニュアルもダウンロードできます。
「↓」ボタンを押下いただくと、自動的にダウンロードが開始されます。

＜ダウンロードページ 各種ファイルダウンロード画面＞

３つともダウンロード
してください！

次のページから使います！

https://e-renkei.sil-web.co.jp/download/
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ステップ➁ インストーラのダウンロード.Ⅱ

➢ インストーラを起動しましょう。

インストーラをダウンロード後、エクスプローラーのダウンロードフォルダに中
に「setup.」から始まる名前のソフトが入ります。
こちらをクリック頂き、インストーラの起動を開始してください。
複数のステップが出てきますが、前ページのSTEP2でダウンロードした、「電子
連携サービス VPNインストール手順書」のP.4～P.11の手順に従って進めてくださ
い。 （※基本的には、「次へ」を押下いただくのみです。）

以下のような画面が出た場合には、記載の手順で起動を進めてください。
発行元が特定できない場合に出現する画面です。
（発行元は加入事務管理委託先：(株)セキュリティ情報研究所）

危険なアプリケーションではありません。
※インストーラの起動によるPCへの影響は確認されておりません。

※

「詳細情報」を
クリック

「実行」を
クリック

「この不明な発行元からのアプリが
デバイスに変更を加えることを
許可しますか？」
と言う画面が出るので、『はい』
をクリックしていただくと、起動
が開始されます。

＜エクスプローラー画面＞
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ステップ➂ 確認コード発行・アップロード

➢ インストールが完了したら、確認コードを発行しましょう。

確認コード発行のため、以下の手順で画面を開きます。
[スタートメニュー] ⇒ [企業年金電子連携サービス] ⇒ [インストール確認]の順でクリック。

※スタートメニューは、PCの画面左下の窓の形のアイコン
なお、Windowsの最新バージョンをご利用の方は、下記の手法でお試しください。

「インストール確認」をクリックし、画面出現後、10秒程度お待ちください。
➁のように、文字がたくさん出てきたら、キーボードのボタンを押してください。

※押すボタンは何でも構いません。

キーボードのボタン押下！
押すボタンは何でも構いません！
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ステップ➂ 確認コード発行・アップロード

➢ インストールが完了したら、確認コードを発行しましょう。

前ページのSTEP➁完了後、PCのデスクトップに「確認コード」と言う
名前のデータが自動的に生成されます。
以下の手順でシステムページ上にアップロードをしましょう！

▼アップロードURLへアクセス▼
👆👆クリックしてください👆👆1 2

「管理者情報登録完了のお知らせ」の
『契約番号』と『ダウンロードキー』を
入力してください。

※P.6同様、ダウンロードキーの前には、
年月の入力が必要です。

例）202301ABCDEF

3

左図の画面上で「選択」をクリックし、
『デスクトップ』から、「確認コード」
を選択しましょう！

4

「リクエスト送信」をクリックすると、
完了画面として上記画面が出現します。
システムの登録を行いますので、ここから数日、
登録案内メールが届くまでお待ちください。

https://e-renkei.sil-web.co.jp/activate/
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ステップ④ システムログイン

➢ システムへログインしましょう。

前ページの手順を完了後、数日経過後にシステム登録完了のアナウンスメールが届きます。
お手元に「管理者情報登録完了のお知らせ」および、「企業年金電子連携サービス接続操作手順書」をご用意いただき、
システムへのログインを実施しましょう。

まずは、ワンタイムパスワードを発行しましょう。
[スタートメニュー] ⇒ [企業年金電子連携サービス] ⇒ [ワンタイムパスワード発行・サイト]の順でクリック。
なお、下記の参考図は、Windowsの最新バージョンです。

ワンタイムパスワードのアイコンを、分かり易いところに「ピン留め」しておきましょう！※

スタートメニュー上
で右クリックし、

「ピン留め」を選択
スタートメニューから

いつでもアクセス
可能です！！

セキュリティ保持上、毎回のログイン時には、
ワンタイムパスワードが必要ですので、分か
り易いところにピン留めすると便利です♪
PC左下の窓のアイコンからいつでもすぐに
アクセスできます！
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ステップ④ システムログイン

➢ システムへログインしましょう。

STEP①の画面にログイン後、１～３分ほどでご登録のメールアドレスに
ワンタイムパスワードが届きます。
※P.5でご登録いただいたアドレスにお送りします。

パスワードをコピーしておきましょう。

P.7でインストール作業を行ったのち、ご利用のPCに「SoftEther VPN」
と言うアプリケーションが保存されています。
「SoftEther VPN」をクリックし、次の手順で作業を行いましょう。

1

アイコンをクリック

2

「VPN接続を開始」を
クリック

3

＜ご留意事項＞
上記の➁を完了させた状態で、➂にお進みください。
「SoftEther VPN」が起動していない状態で➂のURLをクリックしても、先に進むことはできません。
なお、➂のログインが完了すると、一時的にネットの接続が遮断されます。ご留意ください。
※ログアウト後、自動的にネットは復旧いたしますので、ご安心ください。

「SoftEther VPN」のウインドウが
自動で閉じられたら、下記をクリック

▼電子連携ログインページ▼
👆👆ブックマークを忘れずに！！👆👆

https://10.0.0.10/
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ステップ④ システムログイン

➢ システムへログインしましょう。

「電子連携ログインページ」へアクセスしたら、「管理者情報登録完了のお知らせ」に
記載されている該当の情報を入力しましょう。
また、前ページのSTEP２で取得した、ワンタイムパスワードを入力します。

※なお、ワンタイムパスワードには期限がありますので、ご注意ください。

ログインいただければ初期の対応は完了となります。
お疲れ様でした！
その後の使用方法や、操作方法は、「電子連携サービス操作マニュアル」を
ご参照いただき、ご不明な点については、基金事務局までお問い合わせください。

本マニュアルは、詳細手順書の補助マニュアルです。
システム上からダウンロードできる詳細手順書とともにご活用ください。



事業所様 基金事務局
セキュリティ情報研究所（以下、SIL）

（加入事務委託先）
備考欄

➀
「利用申込書」は、はぐくみ基金ホームページから、フォームにて回答く
ださい。
　※所要時間：3分程度

➁
申し込みフォームからの利用者登録は、管理者様のみとなっております。
追加のご担当者様は、システム上から随時追加ください。

➂
皆様からお送りいただいた、「利用申込書書」に不備や誤りがないかなど
を、基金事務局にて確認致します

④
SILへの送付は、週に一度、定期的に送付いたします
※SIL＝セキュリティ情報研究所

➄
1週間のうちに受領したお申し込みデータを、一括で登録いたします
そのため、お申込み～登録完了までに最長で１週間前後かかる場合がござ
います

➅ ご提出頂いた内容を正常に反映し、基金へ通知いたします

⑦

システムへのログイン情報などを記載した登録の完了通知を、基金より郵
送でお届けします
なお、フォームでのお申し込みから、最大で10営業日程度お待ちいただく
場合がございます。

⑧

マニュアルに従い、VPNインストーラをダウンロードいただき、開通作業
をお願いいたします
　※マニュアルは、基金ホームページ内「加入事業者用届出書
　　類」ページ内に掲載しております。

⑨
事業所様の開通作業完了ののち、システムから確認コードのアップロード
をお願いいたします
これを受け、開通作業が開始されます

⑩
作業完了後、システム内より皆様のご登録のメールアドレス宛、開通連絡
を致します
なお、開通連絡まで、数日お待ちいただく場合がございます

⑪

⑫

法令上のセキュリティ保持のため、毎回のログイン時には、ワンタイムパ
スワードの取得が必要です
「電子連携サービス：簡易マニュアル」を是非ご参照ください
　※マニュアルは、基金ホームページ内「加入事業者用届出書類」ページ内に
　　掲載しております。
　　マニュアル名：電子連携サービス　VPN接続・操作手順書 補助マニュアル

⑬

マニュアルを参照し、初回ログインを実施してください
　※マニュアルは、基金ホームページ内「加入事業者用届出書類」ページ内に
　　掲載しております。
　　マニュアル名：電子連携サービス　VPN接続・操作手順書 補助マニュアル

⑭ 初回ログインに関する作業が完了ののち、以後、通常利用を開始頂けます

電子連携サービス　インストール～利用開始までのイメージ図

電子連携サービス

利用申込書を提出

フォームに回答し、

基金事務局へ送信

受領・確認

SILへ送付・登録依頼

管理者情報

登録書

システムへ登録

利用登録完了通知を

郵送にて事業所様へ送付

インストーラのダウンロード

確認コード受領・開通作業

システム上から

確認コードを

アップロード

開通連絡メール発信

開通連絡メール受信

初回ログイン実施

通常利用開始

はぐくみ基金へ通知

ワンタイムパスワードの

取得

ログインページをブックマークや

お気に入り登録をしていただくと

便利です★

ワンタイムパスワードの

アプリケーションを、PC内に

「ピン留め」すると便利です★

2022/12/9印刷
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