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商品ラインアップ

種別 製品名
認証
レベル

運営者の
実在性確認

その他特徴・注意点

EV証明書

SureServer EV Prime
SureServer EV Prime MD※
SureServer EV
SureServer EV forクラウド

★★★ 厳格に実施
本物のサイトであることを証明でき、企業名
のアドレスバー表示により OV や DV と区別
されて安全性をわかりやすくアピールできる。

企業認証
証明書

SureServer Prime
SureServer Prime MD※
SureServer Prime ワイルドカード
SureServer
SureServer forクラウド
SureServer ワイルドカード

★★ 実施
本物のサイトであることを証明できる。ただ
しブラウザ上での表示が DV と区別できない。

DV証明書 - ★ -
実在性証明をしないことから、フィッシング
サイトで悪用されてしまう事例が発生。

SSL/TLS サーバー証明書 SureServer Prime / SureServer は、認証レベルに応じて 2 種類の製品をご
用意しております。

サイバートラストでは、企業認証証明書＝「SureServer Prime / SureServer」と、EV 証明書＝「SureServer EV Prime / 
SureServer EV」をご提供しており、ドメイン認証である DV 証明書のお取り扱いはございません。
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「SureServer」シリーズお申込みの流れ

①実際に設定するサーバーでCSRを
作成し、「SureBoard」から申請

EV証明書 企業認証証明書

②登記事項証明書や第三者データ
ベースで企業の実在性を確認

④ドメイン名の使用権をメールなど
で確認

③必要書類の確認

⑤人事部門、申請責任者権限確認者
様への電話連絡などでの確認

①実際に設定するサーバーでCSRを
作成し、「SureBoard」から申請

②登記事項証明書や第三者データ
ベースで企業の実在性を確認

⑥申請責任者様への電話連絡による
お申込み意思の確認

⑦サーバー証明書の発行

④ドメイン名の使用権をメールなど
で確認

⑧サーバー証明書のダウンロード

⑥申請責任者様への電話連絡による
お申込み意思の確認

⑦サーバー証明書の発行

⑧サーバー証明書のダウンロード

⑨サーバーへ設定⑨サーバーへ設定

③必要書類の確認

⑤人事部門、申請責任者権限確認者
様への電話連絡などでの確認

⑤は企業認証証明書では実
施しません！

👉次のページより、それぞれのお手続きの詳細と、
お手続きをスムーズに行っていただくためのポイ
ントをご紹介いたします！！

③企業認証証明書では基本
的には不要ですが申請内容
によって必要な場合あり。
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お申込み前の準備

◆各担当を決める
申請に際しましては、「手続き担当者」、「申請責任者」、「申請責任者権限確認者」の3つの役割を設けております。以下を
ご確認のうえ、各役割をご担当いただく方をあらかじめお決めください。

【手続き担当者】
・証明書の申請を行い、発行に必要な書類や情報を弊社に提供するなどの手続きを実際に担当していただく方です。
・申請組織に在籍している必要はありません。

【申請責任者】
・手続き担当者様が行った証明書申請を承認し、その申請の責任者となる方です。
・弊社からのお申込みの意思確認の電話に対応していただきます。
・EV証明書のお申込みの際は「SureServer EV証明書加入契約書同意書」に記名・捺印していただきます。
・申請責任者様に関しては、審査において、役職、氏名等を確認いたします。
・申請組織に在籍している必要があります。

【申請責任者権限確認者】※EV証明書のみ
・申請責任者様が確かにその権限を組織より付与されていることを弊社に表明いただくために、「申請責任者登録書」に記名・
捺印していただく方です。
・申請には直接携わらない方で、また、弊社からの申請責任者様の権限確認の電話に対応していただきます。
・申請組織に在籍する方で、次のいずれかの条件に適合する必要があります。

1）取締役相当以上の役職者
2）申請責任者様の直属の上司にあたる方（弊社が人事部等へ連絡し、上司であることが確認できる方）

・申請責任者権限確認者様に関しては、審査において、役職、氏名等を確認いたします。
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①CSRを作成し、「SureBoard」から申請（1）

◆CSRの作成

実際にサーバー証明書を設定するサーバーでCSRを作成します。
鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）を作成し、それを元にCSRの作成を行います。

CSRの作成方法・手順はお使いの機器により異なります。
以下のページより、該当する手順書をダウンロードのうえ作成してください。

▼CSR 作成/証明書インストール手順書
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/tec-download.html#01
※CSRの作成については、サーバーを管理しているご担当者様や法人様等にご確認ください。
※マルチドメイン証明書をご購入の場合、CSRは通常の証明書と同様に、メインとなるコモンネームでCSRを作成いただきます。
（追加FQDNは申請画面で直接ご入力いただきます）

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

1）申請後、「スペルの誤り」や「ご指定いただけない内容の組織名」などの理由でCSR（証明書情報）の変更をお願いする
ケースがあります。そのやり取りに時間がかかり、発行が遅れる場合があります。
※申請後の変更を防ぐため、当社WebのCSR確認ツールや、申請時のCSR解析ボタンでCSRの内容を確認することが可能です。
事前に誤りを見つけることにも有効です。
※当社Webのツール https://sstool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index02.php

2）キャンセル後に再申請をいただいくと、新しい受付番号が付与され、審査開始が遅れる場合があります。
キャンセルの再申請分であることをお知らせいただくと、スムーズにお手続きが進みます。

≪用語の解説≫

CSR：コモンネームや組織名、所在地など証明書情報のもとになる情報が含まれています。（作成されたCSRの見た目は文字列になります。）

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/tec-download.html#01
https://sstool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index02.php
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①CSRを作成し、「SureBoard」から申請（2）

◆「SureBoard」から申請（更新申請）

サーバー証明書は手続き担当者様により、SureBoardからお申込みいただく必要がございます。

申請手順は以下の手順書をご確認ください。
【新規申請用】
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/sureboard/SureBoard_started_manual.pdf
【更新申請用】
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/sureboard/SureBoard_update_manual.pdf

※発行可能な証明書最長期間は13か月以内となります。
※新規申請の場合、満了日指定は申請日～13か月-1日までの期間内で可能です。
※更新申請の場合は希望有効期間満了日の画面にて、以下の選択が可能です。
①更新元の証明書満了日を引き継ぐ：発行予定日（更新元証明書満了日の30日前）まで、発行を保留します。
発行予定日以降、再審査の必要がなければそのまま証明書が発行となります。
②審査完了後すぐに発行する：審査完了後すぐに発行となります。（証明書の満了日は発行日の13か月後の前日となります。）

★注意★
・EV証明書の場合は「申請責任者登録書」と一致する申請責任者情報をご入力ください。
・申請の際に登録した申請責任者情報と、書類へ記載されている申請責任者情報が異なる場合、

申請情報の変更や書類の再提出等、追加のお手続きが発生し、発行まで日数がかかる場合があります。

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

前回、キャンセル・再申請せずに、審査担当者とのやり取りで申請情報のみを弊社で変更したケースでは、更新申請時
SureBoardには変更前の申請情報で登録されていますので、適切な情報に修正いただきます。

申請情報の変更手続きは、当該申請のみが変更の対象となり、その時発行される証明書にのみ変更が適用になります。
SureBoardの登録情報やCSR自体の情報は変更にはなりませんので、更新などの次回申請時に同じ登録情報やCSRを使用すると
再度、変更のお手続きが発生してしまいますのでご注意ください。
正しい情報に変更のうえご申請いただくとスムーズにお手続きが進みます。

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/sureboard/SureBoard_started_manual.pdf
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/sureboard/SureBoard_update_manual.pdf
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②企業の実在性を確認

◆申請法人の実在性を確認

第三者機関のデータベースや登記事項証明書で以下の内容の確認を行います。
・申請組織が法的に存在していること。
・物理的な住所に存在していること。

審査項目の詳細については、以下のURLをご確認ください。
▼審査項目について
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/validation-items.html

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

必要書類の要否など、事前の確認をご希望の方は、申請情報確認フォームを通じご確認をいただく事が可能です。
ご希望の場合は以下のフォームよりお申し込みください。

▼申請情報確認フォーム
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/pre-apply-form.php

※確認した結果は、メールでお知らせいたします。
※お申込時の状況により、正式な審査と申請情報確認フォームとの結果が異なる場合がございます。
※正式なお申込の際には、事前審査の項目に加え別途入力項目がございます。入力項目の詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。
▼SureBoard申請項目一覧
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/sboard-enrol-items.html

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/validation-items.html
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/pre-apply-form.php
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/sboard-enrol-items.html
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③必要書類の確認
◆「SureServer EV」「SureServer EV Prime」のお申込みには「EV証明書加入契約書同意書」「申請責任者登録書」
が必要となります。

・EV証明書加入契約書同意書：「申請責任者様」にご記入いただきます。
・申請責任者登録書：「申請責任者権限確認者様」にご記入いただきます。
👉「申請責任者」 「申請責任者権限確認者」の詳細については本資料の3ページをご確認ください。

※他に意見書などが必要となる場合はお申込み受け付け後、手続き担当者様へメールでご案内いたします。
※「SureServer」「SureServer Prime」は通常、提出書類はございませんが、申請内容によって提出書類が必要な場合がありま
す。事前の確認を希望される場合は申請情報確認フォーム（7ページ参照）をご利用ください。

必要書類の詳細・書式のダウンロードは以下のURLより行ってください。
▼必要書類について
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/docs.html#01
※必要書類は原本は右記の宛先まで必ず送付ください。
※お急ぎの場合は事前にPDFを送付いただき、審査を進めることも可能です。

送付先メールアドレス：SureServer EV係（evc-apply@cybertrust.ne.jp）
PDFを送付いただいた場合も、原本の郵送は必須です。

≪SureServer EV 必要書類送付先≫

〒060-0807
札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル13階
サイバートラスト株式会社 SureServer EV係

※ご提出いただきました書類は返却できませんので、
ご了承ください。

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

・SureServer EVの申請責任者情報について、以下3点の一致を確認します。
「SureBoardの申請情報」「書類への記載情報」「申請組織へ在籍確認した情報」
情報の一致をご確認後、ご申請と書類提出をいただけるとスムーズです。

・ 「申請責任者登録書」は申請責任者様の情報（氏名、部署、役職）に変更があった場合再提出が必要となります。
情報に変更がないか、事前にご確認いただくとスムーズです。

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/apply/docs.html#01
mailto:evc-apply@cybertrust.ne.jp


©2015 Cybertrust Japan Co.,Ltd.  9©Cybertrust Japan Co.,Ltd. All rights reserved.

④ドメイン名使用権の確認

ドメイン名使用権の確認は以下のいづれかの方法で確認をいたします。

下記のサイトでドメインを検索いただくことでWHOIS情報をご確認いただけます。
事前にご担当者様へ調整いただきますようお願いいたします。

JPドメイン（.jpのドメイン）の場合
┗ https://whois.jprs.jp/

gTLDドメイン（.com、.net、.orgなどのドメイン）の場合

┗ https://whois.icann.org/enjprs.jp/

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント
・①「WHOIS（メール）」以外の確認方法を希望の場合は
備考欄に入力いただくとご指定の方法ですぐに確認が可
能です。
・使用権確認の範囲をあらかじめ、ご担当者様にご案内
いただくとスムーズです。
※wwwオプション付き（wwwつき、wwwなし両方のFQDNを利用できる証明書）の
ご申請には、wwwを抜いた範囲の使用権確認が必要になります。
（例）コモンネームが「www.cybertrust.co.jp」の場合、「cybertrust.co.jp」

※前回の承認から13ヶ月以内の場合は省略される場合があります。

※基本①WHOIS情報に登録されているE-mailアドレス宛てへメールを送信
②WHOIS情報に登録されている電話番号宛てへ使用権を確認する電話
③申請ドメイン名の前にadmin@等を付加したE-mailアドレス宛てへメールを送信
④お申し込みドメイン名のWEBサイト上に指定文字列を含めたHTMLファイルを公開
⑤お申し込みのドメイン名を管理するDNSサーバに指定文字列（ランダム値）をTXTレコードとして追加登録

※上記のほか、DNSによる以下の確認方法もございます。
・"TXTレコード"に電話番号を登録し、その番号へ使用権確認の連絡をする
・"TXTレコード"にE-mailアドレスを登録し、そのアドレスへ使用権確認のメールを送信する
・"CAAレコード"にE-mailアドレスを登録し、そのアドレスへ使用権確認のメールを送信する
・“CAAレコード"に電話番号を登録し、その番号へ使用権確認の連絡をする

※① WHOIS情報に登録されているE-mailアドレス宛にメールを送信した後、承認をお待ちし、数日間承認がされない場合、
メール以外の確認方法をお手続き担当者へご案内します。

https://whois.jprs.jp/
https://whois.icann.org/en
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⑤人事部門・申請責任者権限確認者様への電話連絡

※この工程はEV証明書のお申込み時、「申請責任者登録書」をご提出いただいた時のみ行います。

◆人事部門への電話連絡等による在籍確認
第三者機関で確認ができる代表電話番号から人事部門にご連絡をし、以下の確認を行います。

・申請責任者権限確認者様が申請組織に在籍していること、役職、氏名、直通電話番号（あれば）
（申請責任者権限確認者様の氏名、役職が第三者機関のデータベース等にて申請組織の役員として確認できる場合は行いません）

・申請責任者様が申請組織に在籍していること、役職、氏名、直通電話番号（あれば）

・申請責任者権限確認者が申請責任者の直属の上司にあたること。
（申請責任者権限確認者が申請組織の役員の場合は行いません）

◆申請責任者権限確認者様への電話連絡等による「申請責任者登録書」の確認
第三者機関で確認ができる代表電話番号から申請責任者権限確認者様にご連絡をし、以下の確認を行います。

・ 「申請責任者登録書」に確かに記名・捺印したこと。

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

・人事部門や申請責任者権限確認者様に弊社から電話連絡がある旨を事前にご案内いただくとスムーズです。
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⑥申請責任者様へのお申し込み確認～EV証明書～

◆書類提出時
申請責任者様にお申し込み確認とあわせて「SureServer EV証明書加入契約書同意書」に記名・捺印したことを確認いたします。

◆申請の都度
第三者機関のデータベース等により確認した代表電話番号への電話連絡にて申請責任者様へ連絡し、
申請を自身で行ったこと、または手続き担当者様が申請を行ったことを認識し、承認していることを確認します。

※在宅勤務等で代表電話番号から申請責任者様へお取次ぎいただけない場合
代表電話番号でご対応や郵便物をご確認いただけるか否かにより、以下の方法での対応が可能です。

①代表電話番号での対応は可能だが申請責任者様へのお取次ぎは不可
◆申請責任者様からの折り返しのご連絡（折り返し電話番号とお問い合わせ番号を窓口の方にお伝えします）
◆申請責任者様の携帯電話番号へのおかけなおし（窓口の方から申請責任者様の携帯電話番号をお伝えいただき、弊社から携帯
電話へおかけなおしします）

②代表電話番号での対応はできないが郵便物の確認は可能
◆レタックスの送付（第三者機関にて確認できるご住所へレタックスを送付し、レタックスに記載の電話番号へ申請責任者様か
ら折り返しご連絡いただきます。）
※レタックスは郵便受けに投函されます。
※申請住所以外でも第三者機関にて確認できる申請法人のご住所へも送付可能です。

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

・代表電話番号から申請責任者様にお取次ぎが難しい場合は代表電話番号の窓口の方等に事前にご調整いただくとスムーズです。
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⑥申請責任者様へのお申し込み確認～企業認証証明書～

👉お手続きをスムーズに行っていただくためのポイント

・代表電話番号から申請責任者様にお取次ぎが難しい場合は代表電話番号の窓口の方等に事前にご調整いただくとスムーズです。
・上記いづれの方法も難しい場合はサイバートラストまで事前にご相談ください。

※在宅勤務等で代表電話番号から申請責任者様へお取次ぎいただけない場合
代表電話番号でご対応や郵便物をご確認いただけるか否かにより、以下の方法での対応が可能です。

①代表電話番号での対応は可能だが申請責任者様へのお取次ぎは不可
◆申請責任者様からの折り返しのご連絡（折り返し電話番号とお問い合わせ番号を窓口の方にお伝えします）
◆申請責任者様の携帯電話番号へのおかけなおし（窓口の方から申請責任者様の携帯電話番号をお伝えいただき、弊社から携

帯電話へおかけなおしします）

②代表電話番号での対応はできないが郵便物の確認は可能
◆レタックスの送付（第三者機関にて確認できるご住所へレタックスを送付し、レタックスに記載の電話番号へ申請責任者様

から折り返しご連絡いただきます）
※レタックスは郵便受けに投函されます。
※申請住所以外でも第三者機関にて確認できる申請法人のご住所へも送付可能です。

◆申請の都度
第三者機関のデータベース等により確認した代表電話番号への電話連絡にて申請責任者様へ連絡し、
申請を自身で行ったこと、または手続き担当者様が申請を行ったことを認識し、承認していることを確認します。
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⑦⑧⑨サーバー証明書の発行・ダウンロード・設定

◆サーバー証明書の発行
サーバー証明書が発行になりましたら下記の宛先へ「発行のお知らせ」メールが送信されます。
メールが届きましたら、サーバー証明書のダウンロードが可能になります。
・手続き担当者様のメールアドレス
・SureBoardからの申請時に任意で入力いただいた「発行通知Eメールアドレス」

発行のお知らせメールの件名：SureServer[SHA-2] 1年 証明書発行のお知らせ-受付番号：[XXXXXXX]
（お申込みいただいた商品名によって件名が変わります）

※発行通知メールアドレスには、証明書の申請・発行・更新・キャンセルに伴うお知らせが送信されます。（分割払い証明書お申込みの場合は継続利用に関す
るお知らせも送信されます）。
手続き担当者以外の宛先を3つまでご指定いただけます。
※手続き担当者のアドレスは発行通知メールアドレスにご指定いただかなくても必ずお知らせのメールが送信されます。

◆サーバー証明書のダウンロード
・2通りの方法でダウンロードができます。

1）「証明書発行のお知らせ」のメールに記載の URLよりダウンロード。※お申込み時に入力したパスワードを使用します。

2）SureBoardにログインし、該当の受付番号をクリックしてダウンロード。※パスワードの入力はありません。

・発行した証明書に応じた中間CA 証明書をダウンロードします。以下のURLより入手してください。
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/download-ca/

◆サーバー証明書の設定
・ダウンロードしたサーバー証明書と中間 CA 証明書をお使いの機器へインストールします。
以下のURLよりお使いのサーバーの手順書をご参照ください。
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/tec-download.html#01

◆証明書の設定完了後、下記のツールでご確認いただき、正しく設定されてるか確認します。
▼SSLサーバー証明書 導入サポートツール「サーバー証明書の設定確認」
https://sstool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index01.php

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/download-ca/
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/tec-download.html#01
https://sstool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index01.php
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よくある質問

Q．サーバー証明書はどのくらいで発行になりますか？

A. お申込みいただいた証明書がEV証明書か企業認証証明書かによって異なります。

【EV証明書】
お申し込みから発行までの所要日数につきましてはお申し込み内容により異なります。

初めて EV 証明書をお申込みいただく場合、必ずご提出いただく必要書類がございます。
また、EV 証明書のお申し込みでは、複数の方に電話確認のご対応をいただく必要がございます。

発行にかかる日数は、必要書類のご準備にかかる期間と電話確認にご対応いただく方のご在席状況と
ドメイン名使用権確認のお手続きによって異なりますので、余裕をもってのお申し込みをお勧めしております。

【企業認証証明書】
お申し込みの電話確認やドメイン名使用権確認が終了した後、おおよそ1～2営業日にて発行しております。

※ 審査の状況によってはこの限りではございません。

Q．サイトシールは設定できますか？

A.Trusted Web シールを無償でご利用いただくことができます。
Trusted Webシールをサイトに設定することで、サイバートラストにより認証されたWebサイトであることを証明できます。
Webサイトを訪れるお客様に対し、安全で信頼できるサイトであることをアピールできます。

★注意★
Trusted Webシールはサーバ証明書のコモンネーム（CN）にのみ対応しているため、「マルチドメイン証明書」や「www オプション」でSANsに
追加されたFQDNに対しては表示されません。また、ワイルドカード証明書にも非対応です。
すべてのFQDNで表示を希望される場合は、コモンネーム（CN）としてご購入いただく必要があります。

👉Trusted Web シールの設定方法は以下のURLよりご確認ください。
https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/web-seal-set.html#01

https://www.cybertrust.co.jp/sureserver/support/web-seal-set.html#01
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信頼とともに

留意事項

本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。
その他本資料に記載されているイラスト・ロゴ・写真・動画・ソフトウェア等は、当社または第三者が有する知的財産権やその他の権利により守られており
ます。
お客様は、当社が著作権を有するコンテンツについて、特に定めた場合を除き、複製、改変、頒布などをすることはできません。
本資料に記載されている情報は予告なしに変更されることがあります。また、時間の経過などにより記載内容が不正確となる場合がありますが、当社は、
当該情報を更新する義務を負うものではありません。


