セコム プレミアムネット

®

サポート窓口

セコム プレミアムネット

お電話での
お問い合わせ

フリーダイヤル

メールでの
お問い合わせ

0120-399-756
premiumnet@secom.co.jp

24時間
365日
受付

®

ご利用ガイド
印刷とファイルのアップロード・ダウンロード手順
専用USBの設定完了後、本紙内容をご確認のうえ、
サービスをご利用ください。

●はじめに
専用USBからPCが正しく起動できると、
以下のメインメ
ニュー画面またはサービスポータル画面が表示されま
す。
（どちらも表示されない場合は、
別紙スタートアップマ
ニュアル
「よくあるトラブルと対処法」
をご確認ください。）

「セコム プレミアムネット」での

印刷とファイルのアップロード・ダウンロードには、
セコムクラウドサイト「預りくん」のご利用が必要です。
「セコム プレミアムネット」はセキュリティの観点から、
プレミアムネットが起動した環境での印刷、および普段
起動する環境（Windowsなど）
との直接のデータの受
け渡し
（アップロード・ダウンロード）
を禁止しています。
「預りくん」とは、その２つの環境でデータの受け渡し

を行うための一時保存場所です。例えば、
ご利用の金
融機関サイトの入出金結果画面などを印刷やダウン
ロードする場合、
または金融機関サイトへ振込先口座
リストなどをアップロードする場合には、
「預りくん」を
経由して行うことができます。

金融機関サイト
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預りくん
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セコム プレミアムネット
が起動した環境

※詳しい操作方法は、別紙スタートアップマニュアルに記載の「セコム プレミアムネット」基本マニュアルのURLより、
「預りくん」マニュアルをご確認ください。

印刷・
ファイルダウンロードの流れ

セコム
クラウドサイト

ファイルアップロードの流れ
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普段起動する環境
（Windowsなど）

印刷

印刷

メインメニュー画面

■印刷方法
セコム プレミアムネットが起動した環境
1

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ「サービスポータル」ボタンをクリックすると、サー
ビスポータル画面が表示されます。
Ⓑ「ネットバンキング」ボタンをクリックすると、
ご利用
可能な金融機関サイトが表示されます。
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サービスポータル画面

！ 画面上部に前回のご

Ⓒ

Ⓒお気に入りサイト内のボ
タンをクリックすると、
ご
利用可能な金融機関の
サイトが表示されます。

利用日時が表示され
ますので、
実際にご
利用された日時か否
かをご確認ください。
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印刷したい画面を開き、ブラウザ上部にあ
る印刷ボタンをクリックしてください。

下記の画面が表示されるので、
「PDFファ
イルを保存する」を選び、
「OK」ボタンをク
リックしてくださ
い。
（専用USB
にPDFファイル
が一時的に保存
されます。）
メインメニュー画面から「預りくん」にログイ
ンし、
「預ける」ボタンをクリックしてください。

普段起動する環境（Windowsなど）

4 「参照」ボタンをクリックし、印刷するPDF

ファイルを指定してから、
「預ける」ボタン
をクリックしてください。

6

専用USBを抜いてから、
PCを起動してください。

8 「預りくん」に登録されたファイルの一覧

が表示されるので、印刷するファイルを選
び、
「取り出す」ボタンをクリックしてダウ
ンロードをしてください。

7 「預りくん」利用登録時にセコムから届く
メールを開き、
「ログインサイト」のURLを
クリックしてください。
【セコムデータ預りサービス＜預りくん＞】

預りファイル指定画面
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ご利用開始手続きのご案内

預りメニュー画面

預り完了画面が表示されたら、
ログアウトし
てブラウザを閉じ、メインメニュー画面の
「電源OFF」ボタンをクリックしてください。
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下記の画面が表示されるので、
「開く」また
は「保存」ボタンをクリックしたのち、印刷
を行ってください。

ログインサイトURL

ご利用可能な

金融機関サイト

預りメニュー画面

預り完了画面

※利用登録の手順は、
裏面をご覧ください。

※専用USBにダウンロードされたファイルは、
電源をOFFにするまでの間、
一時的に保存されます。
※
「預りくん」
にアップロードされたファイルは一定時間で自動的に削除されますので、
速やかに印刷・ダウンロードをしてください。

以降は、各金融機関のサイトを通常通りご利用ください。

！

専用USBからPCを起動した場合、電源をOFFにするまでは
USBを抜かないでください。
（故障の原因になります。）

※「預りくん」のご利用には利用登録が必要です。登録方法は裏面の「預りくん」利用登録手順をご覧ください。
※ファイルの預け入れや印刷の操作を簡単に行うことができるファイル同期機能と印刷同期機能は、裏面の「預りくん」動作設定をご覧ください。

「預りくん」利用登録手順
利用申請を行います。
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※詳しい操作方法は、
別紙スタートアップマニュアルに記載の
「セコム プレミアムネット」
基本マニュアルのURLより、
「預りくん」
マニュアルをご確認ください。
※下記の電子証明書のインストール画面は、OS：Windows Vista／Windows 7、
ブラウザ：Internet Explorerの場合です。

表示された画面の「認証情報パスワード」を
メモしてから、
「閉じる」ボタンをクリックし
てください。3 で入力したメールアドレスに
セコムからのメールが送信されます。

8

証明書発行サイトにて 4 でメモした「認証
情報パスワード」を入力して、
「次へ」ボタン
をクリックし、証明書を発行してください。

専用USBを接続し、
「セコム
プレミアムネット」を起動して
ください。

サインアップ・ログインします。
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この番号を
必ずメモして
ください。

2

メインメニュー画面の「預りくん」ボタンを
クリックしてください。

利用申請メール通知完了画面
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※パスワードは半角英数字8文字以上で入力して
ください。
※入力したメールアドレスにセコムからメールが
送信されますので、必ず参照可能なアドレスを
使用してください。

次に「預りくん」の動作設定を設定し、
「利用
申請」ボタンをクリックしてください。

メインメニュー画面の「電源
OFF」ボタンをクリックして
から、専用USBを抜いてく
ださい。

専用USBを抜いた状態で、PCを起動してく
ださい。
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Bの
セコムから届いたメールを開き、●
「発行
サイト」のURLをクリックしてください。

A 預りID
●

※動作設定の内容は右記「預りくん」動作設定を
ご覧ください。なお、利用登録後の設定変更も
可能です。

力し、
「ログイン」ボタンをクリックしてくだ
さい。

証明書発行サイト画面

ログイン画面
証明書発行サイト画面

クライアント証明書のインストール後、
下記の
13
画面が表示されれば証明書のインストールは
完了です。
「OK」
ボタンをクリックしてください。

※この画面をブラウザの
「お気に入り」
に登録して
おくと便利です。

※詳しい操作方法と
「印刷ツール」のインストール方法は、
別紙ス
タートアップマニュアルに記載の「セコム プレミアムネット」基本
マニュアルのURLより、
「預りくん」
マニュアルをご確認ください。

リックしてください。

「セコム プレミアムネット」が起動した環境から「預りくん」
にログインし、
「動作設定」メニューをクリック。動作設定画
面から有効にしたい機能のチェックボックスをクリックして
ください。

預りメニュー画面が表示されれば「預りくん」
の利用登録は完了です。

この画面が
表示されれば、
「預りくん」が
利用可能です。
「OK」ボタンをク
10 証明書発行サイトに戻り、

預りメニュー画面

預りメニュー画面

このまま続けて
「預りくん」
にファイルを預け
る場合は、
画面中央の「預ける」ボタンをク
リックして操作を行ってください。
※詳しい操作方法は、
別紙スタートアップマニュア
ルに記載の
「セコム プレミアムネット」
基本マニュ
アルのURLより、
「預りくん」
マニュアルをご確認
ください。

C サインアップサイトURL
●

新規利用登録画面

印刷同期を有効にすると、
「セコム プレミアムネット」が起動
した環境で印刷を行った際、あらかじめ普段起動する環境
にインストールした「印刷ツール」が要求を受け取り、簡単
に印刷ができるようになります。

■設定方法

B 発行サイトURL
●

※セコムからメールが届かない場合やメールアド
レスを間違えて入力した場合などは、もう一
度 3 から操作をやり直してください。

サインアップ完了画面

12 「預りID」と 3 で入力したパスワードを入

【セコムデータ預りサービス＜預りくん＞】

ご利用開始手続きのご案内

ファイル同期を有効にすると、専用USBに一時的に保存さ
れたファイルは「預りくん」へ自動的にアップロードされ、
「預りくん」に預け入れたファイルは専用USBに自動的にダ
ウンロードされ、同期が行われます。
ファイル同期は、電源ON・OFF時と定期的な周期で行われ
ます。任意のタイミング
で同期させる場合は、
メ
インメニュー画面の「手
動同期」ボタンをクリッ
クしてください。

●印刷同期機能

詳しいインストール
手順の説明はこちらを
クリックしてください。
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●ファイル同期機能

※詳しい操作方法は、別紙スタートアップマニュアルに記載の「セ
コム プレミアムネット」基本マニュアルのURLより、
「預りくん」
マニュアルをご確認ください。

ページ下部のボタンから、最初に「ルート
CA証明書」を、次に「クライアント証明書」
をインストールしてください。

電子証明書をインストールします。

メインメニュー画面

新規利用登録画面が表示されるので、パス
ワードとメールアドレスを入力してください。

インアップサイト」のURLをクリックすると
A 「預りID」
●の
とメールアドレスが表示され
ます。確認後、
「ログイン画面へ」ボタンをク
リックしてください。

証明書発行サイト画面
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C 「サ
7 のセコムから届いたメールから、
●の

「預りくん」動作設定

証明書発行サイト画面

手続きを終了する場合は、画面右上の「ログ
アウト」ボタンをクリックしてブラウザを閉じ
てください。

預りくん動作設定画面
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