SSLも選択の時代
クロストラストではSSLサーバ証明書を取り扱っております。
幅広いサービスラインナップと確かなサポートで、お客様に最適なSSLサーバ証明書をご提供します。

SSLとは？
インターネットが身近な通信手段となった昨今、多くの人が気軽にショッピ
ングサイトの決済画面でクレジット番号の入力をしたり、アンケートや問合
せページで個人情報を入力しています。
しかし貴方は、「入力した情報は誰かに覗き見されたり書きかえられたりし
ないのだろうか？」と不安に感じたことはありませんか？
これらの危険性からユーザを守るためにSSL暗号化通信が用いられます。
SSLサーバ証明書をWebサーバに実装することによって、以下の点で信頼性
や安全性を向上することができます。

なりすましの防止
（＝サイトの実在性、正当性を証明）

プライバシーの保護
（＝ SSL暗号化通信を実現）

改ざんの検知
（＝データの完全性を確保）
まず、証明書発行時の審査によって、サイト運営者の実在性が確認されます
ので、フィッシング詐欺等のなりすまし対策になります。さらに、 SSLでは
通信内容が暗号化されますので、悪意ある第三者にその内容を盗み見られた
り、 改ざんされたりすることがありません。
郵便に例えると、誰かに覗かれる心配のある「ハガキ」通信ではなく、覗か
れないように「封書」で通信を行うのが SSL暗号化通信 のイメージです。

クロストラストが選ばれる理由

クラウド環境やサーバ
を負荷分散している場
合でも2台目以降のラ
イセンス料は無料です
ので、無駄な出費があ
りません。

最短4時間の発行が可
能で、お申込みもと
ても簡単です。また、
お乗換えのお客様に
は、有効期限を延長
して発行しています。

クロストラストの証
明書は主要なPCブラ
ウザに加えて、99％
以上の携帯電話端末
に対応しております。

フリーダイヤルでお
気軽にご相談いただ
けます。
サービス提供開始時
より業界初のサポー
トフリーダイヤルを
提供しております。

商品ラインナップ
Enterprise SSL
for クラウド
企業認証

商品

Enterprise SSL
ワイルドカード

Crypt SSL

企業認証

ドメイン認証

✔
PC・携帯電話端末
対応率 99％

PCブラウザ
対応率 99％

PC・携帯電話端末
対応率 99％

対応率

民間の信用機関への照合や公的書類等により、組織の【実在が確認された
場合のみ】証明書を発行

審査

ドメインの使用者かどうかを確
認する【ドメイン認証のみ】で
証明書を発行

ルート暗号強度

2048bit

通信時暗号強度

40～256bit

署名アルゴリズム

SHA-1

規格

X509.V3

発行日数

即日発行可能 【追加費用なし】

追加ライセンス

同一コモンネーム（FQDN）でのサーバ追加ライセンス料金 無料

オプション
プラン

プロテクション・プラン ※1
5年分割プラン ※2
登記簿謄本取得代行（無料）
トラストシール（無料）

プロテクション・プラン ※1
5年分割プラン ※2
登記簿謄本取得代行（無料）

プロテクション・プラン

※1

※1 合併等に伴う“社名変更”や、運営サイト変更に伴う“コモンネーム変更”、“秘密鍵を紛失した際等に、証明書の再取得料金が無償になるプランです。
※2 分割プランは年次ごとにお支払いが可能で、年次ごとに中途解約が可能です。

お申込み方法
最短 4 時間の発行が可能で、お申込みもとても簡単です！
手順書もご用意しておりますし、不安な場合は、お電話で専門スッフがサポートいたします。

STEP

1

CSR ※ファイルの生成

ご利用されているWebサーバにてCSRファイ
ルを作成いただきます。

STEP

2

Webよりお申込開始

クロストラストのWebよりお申込いただきま
す。

STEP

3

証明書のインストール

管理アカウントよりSSLサーバ証明書、中間
CA証明書をダウンロードし、インストール作
業を行っていただきます。

STEP

4

代金のお支払

SSLサーバ証明書発行後10日以内に、ご指定
の請求書送付先へ請求書を送付いたします。
SSLサーバ証明書発行月の翌月末日までに、
お振込みください。

※CSRとは、「Certificate Signing Request」 の頭文字を取ったもので、認証局に対し、SSLサーバ証明書への署名を申請する内容です。

商品詳細
EnterpriseSSL for クラウド
“Enterprise SSL for クラウド”は、即日発行が可能な、実在
認証付きSSLサーバ証明書です。
専門の審査担当者が、民間の信用機関への照合や公的書類の
確認、電話での確認など複数にわたる認証項目を、丁寧かつ
迅速に審査しています。主要なPCブラウザに加えて、99％以
上の携帯電話端末に対応。高い安全性を確保するため RSA2048
を使用し、さらに署名アルゴリズムについてもより安全とさ
れるSHA-1を採用しています。
1年あたりの費用が割安な複数年のライセンスや、キャンペー
ン等に最適な6ヵ月ライセンス、あるいは、証明書更新の手間
を省きつつ、年単位での更新が可能な5年分割プランなど、お
客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

特徴

価格
有効期間

価格(税込)

1年あたり

割引額

6ヵ月

¥ 32,400

-

-

1年

¥ 64,800

（¥ 64,800）

-

2年

¥ 116,640

（¥ 58,320）

￥12,960 OFF

3年

¥ 168,480

（¥ 56,160）

￥25,920 OFF

4年

¥ 220,320

（¥ 55,080）

￥38,880 OFF

5年

¥ 272,160

（¥ 54,432）

￥51,840 OFF

5年分割
プラン

¥ 64,800 / 年

（¥ 63,000）

-

昨今、サーバ環境のクラウド化等により、サービスの負荷増減
に応じて、より短いサイクルでサーバの台数を変更することが
一般的になってまいりました。それに伴い、クロストラストで
は追加ライセンスが不要なSSLサーバ証明書を提供しています。
ライセンス体系が従来のサーバ単位から、FQDN単位となるた
め特に複数台での運用時にコストの大幅な削減が可能です。

例えば、サーバ4台構
成で負荷分散を行っ
ている場合でも……

また、「暗号の2010年問題」に対応した「RSA2048/SHA-1」
暗号アルゴリズムを採用しつつ、最新版のInternet Explorer、
Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等、全ての主要なPC
用ブラウザに加えてNTT DoCoMo、au by KDDI、SOFTBANK
MOBILE 等の主要キャリア携帯端末と高い互換性があります。

1ライセンスでOK！

EnterpriseSSL ワイルドカード
“Enterprise SSL ワイルドカード”は、同一階層・ドメイン
で複数FQDNがある場合でも、1枚の証明書でSSL通信が可能
なSSLサーバ証明書です。 また、 “Enterprise SSL for クラウ
ド”と同様、サーバが複数台ある場合でも1ライセンス分の料
金でご利用いただけます。

特徴
ワイルドカード証明書とは、1枚の証明書で、指定されたドメ
イン名に属するサブドメイン全てに対して使用できる証明書
です。FQDNのホスト名にアスタリスク（*）を記載すること
によって、同一階層・ドメインで複数FQDNがある場合でも、
1枚の証明書でSSL通信が可能となります。

[契約条件]
対象ドメインのワイルドカード証明書を利用する全てのサブ
ドメインについて自社で排他独占的に利用する権利を有し、
また、第三者に対してサブドメインを提供しておらず、将来
的にも提供しないこと。
[対応率]
・PCブラウザ ：99％以上対応
・携帯端末
：対応しておりません
※一部スマートフォンには対応しておりますが、ワイルドカード証
明書は、コモンネームが*.となっているため、証明書ブランドに関係
なく、大多数の携帯端末で警告が出たりアクセスができません。

価格
有効期間

価格(税込)

1年あたり

割引額

1年

¥ 324,000

（¥ 324,000）

-

2年

¥ 583,200

（¥ 291,600）

￥64,800 OFF

3年

¥ 842,400

（¥ 280,800）

￥129,600 OFF

4年

¥ 1,101,600

（¥ 275,400）

￥194,400 OFF

5年

¥ 1,360,800

（¥ 272,160）

￥259,200 OFF

5年分割
プラン

¥ 324,000 / 年

（¥ 324,000）

-

※有効期間6ヶ月の証明書は取り扱っておりません。
発行が可能なFQDN（コモンネーム）は*.xxx.xxx.xx のみです。
例 *.crosstrust.co.jp

*.xyz.crosstrust.com

下記のFQDN（コモンネーム）は発行できません。
例 x*.crosstrust.co.jp

xyz.*.crosstrust.co.jp

*.*.jp

example.com

www.example.com

ssl.example.com

www2.example.com

Crypt SSL
“Crypt SSL ”は、即日発行が可能な、ドメイン認証のSSLサー
バ証明書です。ライセンス体系がFQDN単位となるため、運用コ
ストの大幅な削減が可能です。
主要なPCブラウザに加えて、99％以上の携帯電話端末に対応し
ております。
高い安全性を確保するため、RSA2048を使用しさらに、署名アル
ゴリズムについてもより安全とされるSHA-1を採用しています。

※証明書に記載される情報は、国名（C=JP）とコモンネーム
（CN=***.xx.xx）のみです。
※ブラウザおよび携帯対応率は、“Enterprise SSL for クラウド”
と同等です。

価格
有効期間

価格(税込)

1年

¥ 32,400

2年

¥ 64,800

3年

¥ 97,200

4年

¥ 129,600

5年

¥ 162,000

5年分割プラン

¥ 32,400 / 年

サーバ追加
ライセンス

無料

前払いチケットでのまとめ買い
クロストラストでは、チケット制度をご用意しております。低価格でご利用しやすいチケットを是非この機会に
ご検討ください。

チケット枚数

通常価格(税込)

チケット価格
（税込）

1枚あたり

割引率

割引額

10枚

648,000円

518,400円

51,840円

20％OFF

129,600円

20枚

1,296,000円

1,010,880円

50,544円

22％OFF

285,120円

30枚

1,944,000円

1,458,000円

48,600円

25％OFF

486,000円

50枚

3,240,000円

2,268,000円

45,360円

30％OFF

972,000円

EnterpriseSSL for クラウド(有効期間1年)に対しチケット1枚、EnterpriseSSL ワイルドカード(有効期間1年)に対し
チケット5枚として使用します。詳細は下記までお問い合わせください。

クロストラスト株式会社 認証サービス部
営業時間 : 9:00～18:00（土日祝日を除く）
TEL : 0120-979-717
FAX ： 0120-979-787
Mail : sales@CrossTrust.co.jp

オプションプラン
クロストラストではお客様のご要望にお応えできるよう様々なオプションプランもご用意しております。

5年分割プラン
1年ごとにお支払いを「分割払い」にてご利用いただけるプランです。継続してご利用される際も更新作業は不要となり、運用コストの削減
が可能になります。
5年間有効の証明書をさせていただきますが、当
初のお支払は初年度分のみで、次年度以降はお
客様に利用継続の可否をご判断いただきます。
2年目以降については継続してご利用される場合
にのみ料金が発生します。
中途解約の場合でも、それ以降の料金・ペナル
ティ等は一切発生しません。
年次ごとの中途解約が可能ですので、サービス
の変更や終了の場合でも証明書費用が無駄にな
りません。

プロテクション・プラン
合併等に伴う『社名変更』や、運営サイト変更に伴う 『コモンネーム変更』
『秘密鍵を紛失』した際等に、SSLサーバ証明書の有効期間中であれば何度
でも無償で再発行が可能となるプランです。
例1） 本社が移転し、証明書記載内容に変更がある
例2） 秘密鍵がどこにあるか分からなくなってしまった

商品

価格(税込)

Enterprise SSL for クラウド

¥ 4,320 / 年

Enterprise SSL ワイルドカード

¥ 21,600 / 年

包括審査サービス
年に一度事前審査をおこなうことで証明書を発行する
サービスです。コールバック審査が年に一度だけとなり
ますので、大幅に手間を省くことができます。また、事
前に一括してコールバック審査をおこなうため、お申込
みいただいた後、すぐに証明書が発行されます。
1.包括審査を実施する日時はクロストラストの営業時間
内です。
2.予め審査・登録された申請内容に追加・変更が生じた
場合、包括審査日とは別に、再度、包括審査（法人審査、
ドメイン審査、コールバック審査）をおこないます。
3.審査・登録された申請内容に追加・変更が生じない限
り、顧客へのコールバック審査は年に一度の包括審査日
だけです。
4.証明書発行のたびに、クロストラストの審査（法人審
査、ドメイン審査を実施します）が伴うため、クロスト
ラストの営業時間内での発行となります。
5.毎年顧客指定の包括審査日に包括審査を実施しますが、
翌年の包括審査日がクロストラストの営業日でない場合、
クロストラストの翌営業日が包括審査日となります。

トラストシール
クロストラストでは、セキュリティ対応済みサ イトの証明として、トラストシールを発行し
ています。（“Enterprise SSL for クラウド”のみ対応）
トラストシールをWebへ掲載することによって、「貴社の実在」と「セキュリティ意識が高
い」ことをアピールすることができます。

メリット
負荷分散時のサービス
クロストラストでは、同一FQDN（コモン
ネーム）で複数台ご利用の場合でも、1枚の価格にてご
提供しております。1枚のCSR生成で済むため、申請の
手間が省け、運用コストの削減につながります。

即日発行・後払い
クロストラストでは、証明書発行月の翌月
までにお支払いただく【料金後払い】制度となっている
ため、審査基準を満たしている場合は、お申込いただい
たその日に【即日発行】しております。

残存期間を無償で提供

幅広いラインナップ

クロストラストでは、他社証明書の残りの有
効期間を無償で提供いたします。現在ご利用中の証明書
の有効期間は無駄になりません。

クロストラストでは、6ヵ月～5年の商品を
ご用意しております。キャンペーンサイト用に6ヵ月の
証明書や、割引率が高い複数年の商品を、お客様の目的
に合わせお選びいただけます。

充実のサポート
サポート面も充実しております。クロストラストは、業界で初めてフリーダイヤルを設置しました。サービス提供
開始当時よりきめ細やかなサポートを心がけており、おかげさまでお客様には大変ご好評いただいております。
お問い合わせ・ご質問は、営業日 9:00～18:00 の間であればフリーダイヤル（0120-979-717）にて、その他の時間も含め随時
メール（弊社Webのお問い合わせ または sales@CrossTrust.co.jp）にて受け付けております。
更新の際も、有効期限の前にまずメールでご連絡し、更新されていないお客様には、別途お電話にてご案内しておりますので、
有効期間が過ぎていたということはなく、安心してご利用いただけます。
また、お客様にご利用いただく証明書の管理画面も、シンプルで使いやすいとのお声をいただいております。

会社情報
クロストラストは証明書ユーザーに対する管理アカウントの無償提供や、証明書の有効期限長期化に伴う無償再発行制度「プ
ロテクション・プラン」等々、独自のサービス提供によって市場を開拓して参りました。
また「暗号アルゴリズムの2010年問題」にも業界に先駆けて対応し、2006年10月よりRSA2048/SHA-1ルート認証局に基づく
SSLサーバー証明書の提供を開始しております。
商号：

クロストラスト株式会社 （英文名称：CrossTrust Inc.）

本社：

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4F
TEL：03-3556-5511 FAX：03-3556-5800

札幌支店：

〒060-0004 札幌市中央区北四条西7-1-5 札幌ホワイトビル4F
TEL：011-596-6358 FAX：011-596-7358
フリーダイヤル：0120-979-717
FAX：0120-979-787

代表者：

代表取締役 秋山卓司

資本金：

70,000,000円

取引銀行：

三井住友銀行 赤坂支店

事業内容：

・SSLサーバ証明書発行サービス
・企業用認証局ASPサービス
・ネットワークセキュリティシステムの構築
・ネットワークセキュリティ関連サービスの提供
・ネットワークセキュリティ関連製品の販売、サポート

加盟団体：

・社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 （JAIPA）
・特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 （JNSA）

/

三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店

お申込み・お問い合わせはこちら

https://crosstrust.co.jp/

