
フィッシング対策に最も有効なSSLサーバー証明書

フィッシング詐欺が急激に増加しています。

フィッシング詐欺は、多くのユーザーから「インターネット上の最大の脅威」に挙げられており、

Web サイト運営者には防止対策が求められています。

当社の SureServer EV は、市場に 3 種類ある SSL サーバー証明書のなかで、

フィッシング対策に最も有効な EV SSL サーバー証明書の条件を満たしております。 

SureServer EV は、お客様と、お客様の Web サイトのユーザー様を守ります。

業界オンリーワンなサポート

EV 証明書 国内最速発行

他社は数日を要するところ、サイバートラストは最
短即日※で発行。また、他社は申込書に実印を求
めるところ、サイバートラストは担当者印で受け付
けます。
もちろん審査は国際基準に準拠して行われるので、早いだけでなく

品質も保証いたします。
※即日発行には所定の条件があります

トップレベルのスマートフォン対応

iOS および ver2.3 以降の Android に全機種対
応。携帯電話やデバイス機器の対応率も業界トッ
プレベル。
もちろん PC にも 100% 対応しています。また、主なテレビやゲー

ム機にまで幅広く対応しています。
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サイバートラストは、認証局を国内に有した SSL サーバー証明書の
認証事業企業として、国内最長の運営実績を誇ります。
認証事業におけるグローバル・スタンダードなセキュリティ監査である、

「WebTrust」にも毎年合格しています。

業界屈指の高い信頼性

https://www.cybertrust.ne.jp/sureserver/

緑のアドレスバーで安全性をアピール

現在の PC やスマートフォンのブラウザは、Web
サイトの安全性を色で区別して表示しています。
EV SSL サーバー証明書を使用した時には、アド
レスバーが最も安全なサイトを示す「緑」で表示
されたり、会社名がわかりやすく表示されます。こ
れにより、Web サイトの訪問者は視覚的にサイト
の安全を確認することができます。
SureServer EV は、この緑を実現する EV SSL サーバー証明書

です。Web サイトの訪問者に最も安心を与えることができます。

豊富なコミュニケーション
電話、メール、リモートデスクトップサポート、チャッ
トにより、お客様を無料でサポート致します。こ
れだけ豊富なコミュニケーションを提供しているの
は、サイバートラストだけ。

充実の導入サポートツール
CSR の正しい作り方から、証明書の正しい設定の
仕方まで。証明書に関する『全て』の作業の正
常異常をチェックする無料ツールを提供しているの
は、サイバートラストだけ。

サイバートラスト独自の使いやすいマネージド・サー
ビスや、証明書の有効期限を揃えるサービス、分
割払いができる商品など、証明書を運用管理する
手間を大幅に削減できます。

証明書の運用・管理コスト削減

サイバートラスト 

シ ュ ア  サ ー バ ー

SureServer EV 3 つの特長
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サイバートラストの EV SSL サーバー証明書 SureServer EV

インターネットユーザーの 65% ※が機密
情報の入力に不安を感じています。情報
漏洩に対する不安と、サイトが本物かどう
かが分からないことへの不安です。

※ 自社調べ（平成 25 年）
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個人情報やクレジットカード情報、パス
ワード等を入力する際に情報漏洩の不安
を感じた事がある。

■ サイト利用者の不安

■ フィッシングサイトの脅威

情報漏洩を引き起こす脅威として、フィッシング詐欺が挙げられます。
このフィッシング詐欺は、数ある脅威のなかでも、最もインターネット
ユーザーに認知されているものです。

種別
認証

レベル
運営者の

実在性審査
その他特長・注意点

EV 最高 厳格に実施
本物のサイトであることを証明でき、ブラウザ上で DV や
OV と区別されてわかりやすく表示される。

OV 高 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 低 なし
身元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 サーバー証明書は、認証のレベルにより 3 つの種類が存在しま
す。昨今、審査レベルが最も低い DV 証明書を取得したフィッシング
サイト業者も現れ始めました。すなわち DV 証明書は、すでにフィッシ
ング対策として使い物になりません。
対して、最高レベルの認証を与えられる EV 証明書は、ブラウザ上で
の見た目も変化するため、本物のサイトであることをはっきりとアピー
ルできます。

安心がひと目でわかる EV 証明書

Web サイトの安全性は、信号機に倣って、緑・黄・赤の 3 色でブラウ
ザ上に表示されています。
最も安全な「緑」は、EV 証明書を利用するサイトだけに与えられます。
したがって緑色のアドレスバーは、本物のサイトであることの証明にな
ります。

「『緑』であれば安心してご利用ください」、「『緑』でなければ警戒して
ください」という活用法が、既に広まりはじめています。

EV 証明書によりアドレスバーが緑色になったブラウザ

■ 証明書のレベル

SureServer EV は、上記の企業様をはじめ、多くのお客様にご採用
いただいております。

豊富な導入実績

SureServer EV であれば、アドレス
バーに表示される組織名に日本語を選
択することも可能です。

日本語組織名表示にも対応

なぜ EV SSL サーバー証明書が必要なのか
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インターネット上の脅威への認知度

スパイウエア

マルウェア（コンピュータウイルス）

標的型攻撃

フィッシング詐欺

ボットウイルス（BOT)

セキュリティホール（脆弱性）

偽セキュリティ対策ソフト

架空請求

上記のうち、知っているものはない

(%)

「このサイトは本物？ それともフィッシングサイト？」、「実在する会社が
運営してる信頼できるサイト？」
多くのインターネットユーザーは不安を抱えています。このままでは、
フィッシング詐欺の脅威は消え去りません。

[ インターネット上の脅威への認知度 ]

出典： 総務省 ICT 基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する研究調査（平成 25 年）

追加費用なしで乗換やアップグレード

他社からの乗り換え、または SureServer から SureServer EV へのアッ
プグレードをされる場合、1 年以内の残存期間分を無償で発行※すること
ができます。面倒な乗り換え作業も専門スタッフがサポートいたしますの
でスムーズに行えます。
次世代署名アルゴリズム SHA-2 への移行は無償対応いたします。

他社証明書または
当社 OV 証明書

ご契約いただいた SureServer EV

残存期間

残存期間無償

残存期間分を無償で発行

乗り換え

従来からの英語での組織名表記

わかりやすい日本語での組織名表記

※ EV 証明書の世界統一規格により、「ご契約いただいた SureServer EV」＋「残存期間無償」の合計は、
最大で 27 か月までとなります。



もっと安心､もっと安全なインターネット社会へ

世界最高水準の SSL サーバー証明書

https://www.cybertrust.ne.jp/sureserver/

SureServer の特長

サイバートラストは、認証局を国内に有した SSL サーバー証明書の認証事業者として、国内最長の運営実績を誇ります。
認証事業におけるグローバルスタンダードなセキュリティ監査である「WebTrust」にも毎年合格しています。

国内最速の発行スピード
サイバートラストはお客様をお待たせしません。
国際基準に準拠した厳格な審査でありながら、SureServer は最短で 30 分から、SureServer EV も当日での発行が
可能です。

業界トップレベルのデバイス対応率
iPhone、Android などのスマートフォンをはじめ、携帯電話三大キャリアの対応率は業界トップレベル。
また PC はもちろん、地上デジタル放送・ゲーム機などのデバイスにも幅広く対応しています。

業界オンリー・ワンなサポート
サーバー証明書を導入するには、申請手続きや設定などのプロセスが必要です。
サイバートラストは「もっと丁寧に」「もっとわかりやすく」をモットーに、きめ細やかなサポートをご用意しております。

管理・運用コストの削減
サイバートラストが考案した業界初のサービスで、証明書を運用管理する手間を大幅に削減できます。一年ごとにお支
払いをする分割払いサービス「2 年割」、「3 年割」、複数の証明書の満了日を調整できる「満了日合わせ」などで、
更新や支払いの手間を軽減いただけます。

シ ュ ア  サ ー バ ー

※最短発行には所定の条件があります

SureServer 導入企業

業界屈指の高い信頼性
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サイバートラストの SSL サーバー証明書 SureServer シリーズ

1 緑のアドレスバーで安全性をアピール

2 トップレベルのスマートフォン対応

SSL サーバー証明書は、認証レベルの異なる 3 つの種類が存在します。３種のうち、サイト運営者の実在性も審査するのが OV 証明書、さらに最も厳格に審査を行うものが EV 証明書です。
サイバートラストでは EV 証明書と OV 証明書をご提供しており、DV 証明書の取り扱いはありません。

種別 認証レベル 運営者の実在性審査 その他特長・注意点
EV ★★★ 厳格に実施 本物のサイトであることを証明でき、ブラウザ上で DV や OV と区別されてわかりやすく表示される。
OV ★★ 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 ★ な　し 身元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。

1 実在証明つき証明書で国内最速発行

2 日本でもっとも長い実績

3 EV 証明書国内最速発行

■ マルウェア・改ざん検知サービス Kenchi ■ Trusted Web シール Co-Brand
Trusted Web シールにお客様のロゴなどを掲示できるカス
タマイズをしていただけます。Web サイトを運営する企業の
ブランドを掲示できるため、Web サイトの一貫したブランドイ
メージを維持したまま利用者に信頼性と安全性を分かりやすく示せます。

Web サイトの改ざんの有無を定期的に確認し、安全確保を継続的に支援する Web セ
キュリティーサービスです。お申込みいただく事により365 日あなたのサイトを監視し、
改ざんが行われた際にはメールでご連絡。被害を最小限に抑える、安全なサイト運用の
ための安心サービスです。

SureServer オプションサービス

SureServer ラインアップ

複数の Web サイトを 1 つの IP アドレスで運営されている方にオススメのライセンス

SureServer MD

お客様からの高い評価

お手頃価格の企業認証付き OV SSL サーバー証明書フィッシング対策に最も有効な EV SSL サーバー証明書

クラウドなど、サーバー数が一定でない運用形態に最適なライセンス

SureServer for クラウド

さまざまな運用形態にもフィット

通常、1 つの IP アドレスに対して設定可能な SSL
サーバー証明書は 1 枚のみですが、SureServer 
MD は コ モ ン ネ ー ム（CN） の ほ か に、「Subject 
Alternative Name（SAN）」へ FQDN を追加可能
です。

サーバーリソースがトラフィックに応じて柔軟に増減
するクラウドサービスなど、サーバー台数を確定させ
ることが難しい場合に対応したライセンス体系となっ
ています。

有効期限 SureServer EV 標準価格（税別）

1 年 \150,000
2 年 \276,000

有効期限 SureServer 標準価格（税別）

6 ヶ月 \50,000
1 年 \75,000
2 年 \138,000
3 年 \198,000

SureServer EV を導入した Web サイトはアドレスバーが緑色に変化します。こ
れにより「安心してご利用いただける本物のサイトである」（つまり、フィッシン
グサイトでない）ことをお客様にアピールできます。

SureServer はサイト運営者の実在性審査を要する OV 証明書です。サイバートラ
ストはお客様からの入金を待たずに審査を開始できます。

管理・運用コストを削減する「2 年割」・「3 年割」

サイバートラストの電子認証センターが持つ国内 10 年以上の運用実績をベースに、
国内最大クラスの発行枚数を誇ります。

サイバートラストは最短当日で EV 証明書を発行します。

iOS および ver2.3 以降の Android に全機種対応。携帯電話やデバイス機器の対応
率も業界トップレベル。

sales.domain.co.jp

SureServer MD 1 枚で、IP アドレスを
共有している複数のウェブサイトで証明
書を利用可能

SureServer MD

www.domain.co.jp

partner.domain.co.jp
・・・

SureServer
for クラウド

SureServer for クラウドをお使いになれ
ば、サーバー台数が変動するシステムで
も 1 ライセンスで大丈夫！

Amazon EC2 や Microsoft Azure などの、
サーバー台数が可変なクラウド環境

SureServer の品質やサポートは、お使いの皆様より高い評価を頂いており、
はじめての方にも安心してご採用いただけます。

サイバートラストにして本当に良かったです

手厚くフォローしてくれるので頼もしいです

適切なアドバイスなどをいただけ心強いです

最新の SHA-2 証明書にも
対応。他社 SHA-1 からの
乗り換えも受け付けてます。

有効期間3年（SureServer EVの場合は2年）
の証明書が分割払いで購入できます。毎年購
入するよりも作業が軽減されるため、負担が軽
減します。

導入前に動作確認を行える
よう、ウェブサイトで無償
トライアル証明書をご提供。

実際の申請にさきがけ、無
償で事前審査を行うことが
可能です。

安心のサポート

導入前のご相談から手続きに関するわかりやすい説明、そして実際の導入まで、
きめ細かいご案内を、スタッフがお客様の立場に立って行います。

豊富なコミュニケーション
電話、メール、リモートデスクトッ
プサポート、チャットにより、お客
様を無料でサポート致します。

充実の導入サポートツール
CSR の正しい作り方から、証明
書の正しい設定の仕方まで、無
料ツールを提供しております。

■ 安心安全を支える基本サービス

有効期間3年

1年目 2年目 3年目

申請作業
お支払い

お支払いのみ お支払いのみ
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