ジオトラスト ストアフロントご利用方法
申請手順書
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ジオトラスト ストアフロントは、SSL サーバ証明書の申請システムです。
SSL サーバ証明書の新規申請手続きのほか、申請中・取得済み証明書のステータス情報
確認、見積書・請求書の発行などにご利用いただけます。
【ジオトラスト ストアフロントの動作推奨環境】
[OS]
Windows Vista SP2 以降
[ブラウザ] Internet Explorer 9 以降

1

ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ユーザ登録）

１. ユーザ登録
■初めてストアフロントを利用する場合
https://storefront.geotrust.co.jp/sf/welcome.do
初めてジオトラスト ストアフロントを利用する場合、まずは申請手続き
担当者（技術担当者）として、[ログイン画面]の[ユーザID登録はこちら]
の[登録する]ボタンをクリックし、必要事項をご入力いただき、ユーザ
ID登録をしてください。

登録時に入力するEメールアドレスが、ログイン用のユーザIDとなりま
す。
※登録Eメールアドレス（ユーザID）宛には、受付完了メール、SSLサー
バ証明書の発行通知メール、更新案内メールなど、各種Eメールが送
信されます。

>> よくあるお問合せ
申請から発行までの間、どのようなメールが届きますか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/index?p
age=content&id=SO24224
※登録Eメールアドレスは後から変更可能です。
※E メールアドレス（登録ユーザ情報）を変更すると、過去に取得・申請
した証明書の全てに変更が反映され更新案内メールの宛先となりま
す。

※この段階では、パスワードの設定はございません。

ユーザ情報の登録完了後に、登録 E メールアドレス宛に仮パスワード
が発行されます。初回ログイン時はその仮パスワードでログインしてく
ださい。

ログインしていただくとパスワードの変更画面が表示されますので、任
意のパスワードに変更してください。
※パスワードは、英大文字・英小文字・数字をそれぞれ1文字以上含
み、8文字以上で設定してください。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（見積取得）

２. 見積取得について
ジオトラスト ストアフロントでは、オンラインで見積書を取得できます。
【1】

ジオトラスト ストアフロントのトップページ、もしくはストアフロントに
ログインし左側のメニューから[見積書作成]メニューにアクセスし
ます。
【1】 [証明書選択]から、見積書を作成する製品を選択します。

【2】

【2】 キャンペーンコードをお持ちの場合はキャンペーンコードを入
力します。
※キャンペーンコードをご利用の場合はクーポン決済を利用する
ことが出来ません。

【3】

【3】 [有効期間]のプルダウンメニューから証明書の有効期間を選
択します。（製品により選択できる年数が異なります）

【4】 [お見積先の指定]箇所に見積書に記載する宛名を入力しま
【4】

す。
※ご入力いただいた内容が見積書の宛先として出力されます。

【5】 [お見積り]のボタンを押すと、見積書が発行されます。

【5】
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

３. ジオトラスト ストアフロントご利用方法（ドメイン認証の証明書）
３－１．ログイン
・ストアフロントに登録したユーザ ID とパスワードでログインしま
す。
・ログイン用のパスワードが不明の場合は、[こちら]のリンクから仮
パスワードを取得してください。仮パスワードはユーザ ID としてご
登録いただいた E メールアドレス宛に発行されます。
一旦、発行された仮パスワードでログインしていただき、ログイン
後に表示されるパスワードの変更画面で、任意のパスワードに変
更してください。
※パスワードは、英大文字・英小文字・数字をそれぞれ 1 文字以
上含み、8 文字以上で設定してください。

３－２．新規申請の開始
・メニューの[証明書新規・更新・乗換申請]リンクをクリックして、証
明書の申請画面に進みます。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

３－３．申請内容の選択・CSR 貼付
・申請種別を選択します。
新規申請

証明書を新規に申請する場合は[新規申請]をお選びください。

更新

以前にご取得された証明書を更新する場合は[更新]をお選びく
ださい。

乗換

以下ブランドから発行された証明書から、ジオトラスト製品に乗
換え申請される場合、[乗換]を選択してください。
【発行元】 Comodo、Globalsign、Entrust、GoDaddy、
Cybertrust、SECOM
※ワイルドカードは乗換できません。

※乗換をご選択いただいた申請の場合、証明書の有効期間の残存日数を追加しジ
オトラストの証明書を発行します。（最大 12 ヶ月）
※過去にジオトラスト証明書を取得されたことがないことが[乗換]可能の条件となりま
す。
※他社ブランドの証明書であっても、ルート証明書（発行元）によって [乗換] を受付
けられない場合があります。
※[乗換]の場合は、CSR の情報から証明書のご利用状況を確認します。

・[証明書選択]で製品種別を選択します。

・[キャンペーンコード]をお持ちの場合はキャンペーンコードを入力
します。
※キャンペーンコードをご利用の場合は、決済方法でクーポン決済をご利用すること
はできません。

・[有効期間] を選択します。
・[署名アルゴリズム] を確認します。
・[Certificate Transparency (CT)] を確認します。
CT へ登録する情報の一部を非公開（Name Redaction）とする場合は、「編
集する」をクリックの上、選択します。

・[CSR の提出]
ご利用になるサーバ（もしくはアクセラレータ等の機器）から 2048bit 以上の鍵長で生
成した CSR のヘッダー（-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----）からフッ
ター（-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----）まですべての行をコピーして入
力フィールドに貼り付けてください。
>> よくあるお問合せ
CSR とは何でしょうか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/index?page=content&i
d=SO24226
・選択、貼付の後、[次へ]ボタンをクリックして次のステップへお進みください。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

３－４．担当者情報の入力
【1】

【1】 [製品名]と[署名アルゴリズム][ Certificate Transparency]を
確認します。

【2】

【2】 CSR に含まれるディスティングイッシュネームの情報と実際
に発行される証明書に含まれる情報が、自動的に表示されますの
で、情報を確認します。
※他ブランドから証明書を切り替える場合、ディスティングイッシュネーム
の情報が完全に一致している必要があります。

【3】

【3】 有効期間を確認します。
・申請時に「年」でお選びいただいた有効期間は「月」に換算して表
示されます。（例：1 年の証明書をお選びいただいた場合 12 ヶ月）
※乗換をご選択いただいた申請の場合、証明書の有効期間の残
存日数を追加した月数で表示されます。

【4】

【4】 申請情報を入力します。
※[ユーザ情報コピー]のボタンを押していただくと、ユーザ登録さ
れている情報が項目にコピーされます。
申請企業・団体と申請担当者が異なる場合は、各項目に入力しま
す。
・申請企業・団体名 ： ウェブサイトの運営組織名を入力します。
※個人で開設するウェブサイトで証明書をご取得される場合は、
個人名を入力してください。
・[申請責任者情報（お名前：英語、電話番号、E メールアドレス、役
職：英語）]を入力します。
【5】

【5】 技術担当者<ユーザ情報>を確認します。
ユーザ登録した情報が表示されます。
※変更する場合は、登録されているユーザ情報を変更してから、再度申請
してください。
※証明書は発行審査完了後に、技術担当者のメールアドレス宛に発行通
知のメールが送信されます。
【6】

【6】 請求書情報の選択と入力をします。
請求書に記載する宛名を選択・入力します。
※ご入力いただいた内容が請求書の宛先として出力されます。
※宛名の変更はできませんのでご注意ください。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）
【7】認証方法を選択します。

【7】

・ファイル認証 ※ワイルドカードの場合は選択できません
申請完了後にジオトラストが認証用ファイル情報を提供します。
その認証用ファイル（HTM ファイル）を申請したコモンネーム直
下に配置（アップロード）します。ジオトラストが定期的にクローリ
ングし、認証を完了します。
・メール認証
ドメイン管理者として登録されている E メールアドレス、もしくは
ジオトラストが自動的に表示するエイリアスの E メールアドレス
を選択します。申請完了後ジオトラストはそのメールアドレス宛
に申請承認メールを配信します。 E メール受信者であるドメイ
ン管理者が承認し、認証が完了します。
申請承認メールの配信先には、ディスティングイッシュネームに
登録されているコモンネームのドメイン名を WHOIS というドメイ
ン名のデータベースで照会した結果の E メールアドレスを表示し
ます。
※申請時に表示される E メールアドレスは変更することはできま
せん。
申請承認メールの配信先 一覧

申請承認メールの送信先メールアドレスには、以下のうちいずれか 1 つを選択できます。
表示されたメールアドレスの中から申請承認メールの送信先とするアドレスを、1 つ選択します。これ以外の
メールアドレスは申請承認メールの送信先に指定できません。コモンネームに含まれるドメイン名の WHOIS に登録さ
れているメールアドレス（以下表参照）もしくはコモンネームに含まれているドメイン名のドメイン認証で指定されたエイ
リアス宛のみ選択可能です。
ドメイン名種別

例

申請承認メールの配信先

属性型 JP ドメイン名

www.example.co.jp

WHOIS に「登録担当者/技術連絡担当者」

表内の WHOIS に登録されている

www.example.or.jp

として登録されている E メールアドレス

メールアドレス、または自動的に

など

指定される以下のメールエイリア
スを選択可能です。

地域型 JP ドメイン名

example.chuo.tokyo.jp
など

※WHOIS 表示の E メールアドレスは選択
できません

admin@
administrator@

汎用 JP ドメイン名

www.example.jp
など

WHOIS に「公開連絡窓口」として登録され

hostmaster@

ている E メールアドレス

webmaster@

※メールアドレスを複数設定されている場

postmaster@

合は上位のアドレスが 1 件表示されます
gTLD

www.example.com

WHOIS に 「 Administrative Contact 」 、

www.example.net

「Technical Contact」として登録されている
など

E メールアドレス
※登録レジストラによっては WHOIS のアド
レスを参照できない場合があります。選択
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）
できない場合は サポート までお問い合
わせください。

※申請承認メールの配信先 E メールアドレスについては、下記 URL にも説明を掲載しています。
>> よくあるお問合せ
申請承認メールはどのメールアドレス宛に送信されますか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO24208

３－５．申請情報、利用規約の確認
【1】 申請情報を確認します。
・［申請情報確認］画面に、申請された内容が表示されます。
・修正する場合は、画面の最下部にある[戻る]ボタンをクリック
して、情報を修正します。

【2】利用規約の確認をします。
・申請情報に間違いがないことを確認した後に、ジオトラストの
SSL サーバ証明書利用規約をお読みいただき、同意いただけ
る場合は[同意する]へチェックを入れてください。
※SSL サーバ証明書のご購入にあたっては、本規約に同意い
ただく必要があります。
※ジオトラストの SSL サーバ証明書利用規約は英語版が正式
な規約となります。参考訳としての日本語版は下記 URL にて
掲載しています。
https://www.geotrust.co.jp/resources/repository/legal.html
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

３－６．決済方法の選択～申請完了（銀行振り込みの場合）
【銀行振り込みを選択した場合】
・[お振込予定日]の箇所に代金のご入金予定日を入力して[申
請]ボタンをクリックください。
※申請日から 60 日以内の年月日（西暦：YYYYMMDD）をご入
力ください。
※申請日から 60 日目までにご入金を確認できない場合、対象
の申請は自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。
・[申請]ボタンをクリックしたあと、[申請完了]画面が表示されま
す。
・請求書が必要な場合は、[請求書発行]ボタンをクリックしま
す。
・[申請完了画面]には、専用口座番号が割り当てられ、表示さ
れますので、表示された口座にご入金をお願いいたします。
※オーダー毎に専用口座を割り当てるバーチャル口座を採用
しています。バーチャル口座は、オーダーの都度、新しい口座
番号（１回限り有効）が割り当てられます。

※専用口座へ振込をされた後に、証明書の申請承認メールが
配信されます。証明書の発行をお急ぎの場合は、申請完了
後、お早めにご入金ください。
※後払いをご希望のお客様は申請完了後、以下の手順に沿っ
てカスタマーサポートまでお問合せください。
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/i
ndex?page=content&id=SO24212

請求書出力例
※出力される請求書にも振込先口座番号は記載されていま
す。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

３－７．決済方法の選択～申請完了（クレジットカード決済の場合）
【クレジットカード決済を選択した場合】
・クレジットカード情報を正しくご入力のうえ、[次へ]ボタンをク
リックしてください。
・カード番号（ハイフン無の半角数字）
・カードの有効期限（月/年）
・カードの名義人（ローマ字）

・[次へ]ボタンをクリックしたあと、[カード情報の確認]画面が
表示されますので、入力した情報をご確認ください。
・確認後、誤りがなければ[申請]ボタンを 1 回だけクリックし
てください。
・修正する場合は、画面の最下部にある[戻る]ボタンをクリッ
クして、情報を修正します。
※ブラウザの「戻る」ボタンは押さないでください。

・[申請]ボタンをクリックしたあと、[申請完了]画面が表示され
ます。
・請求書（注文明細書）が必要な場合は、[請求書発行]ボタ
ンをクリックします。
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ジオトラスト ストアフロントのご利用方法（ドメイン認証の証明書）

請求書（注文明細書）出力例
※ クレジットカード決済の場合は、請求書（注文明細

書）の請求額にて決済を完了しておりますのでお振込
なさらぬようご注意ください。

３－８．決済方法の選択～申請完了（クーポン決済の場合）
【クーポン決済を選択した場合】
・事前に入手しているクーポン番号を入力します。
8 桁-8 桁の英数字です。大文字小文字を区別します。

・[次へ]ボタンをクリックし内容に間違えないことを確認し、
[申請]ボタンをクリックすると、[申請完了]画面が表示されま
す。
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ジオトラスト ストアフロント配信メール

４. ジオトラスト ストアフロント配信メール
４－１．申請完了後の配信メール
【振込決済の振込先案内メール】

・申請を完了すると、申請手続き担当者（技術担当者）として登録
されている E メールアドレス宛にお振込み先をお知らせするメー
ルを配信します。申請の控えとして保存しておいてください。
・メールヘッダ
差出人

日本ジオトラスト <system@geotrust.co.jp>

宛先

※申請手続き担当者（技術担当者）として登録されている
E メールアドレス

件名

日本ジオトラスト お振込み先のご案内

・メール本文
リクエスト ID

申請毎に異なる 14 文字の半角数字が表示されます

コモンネーム

CSR から取り出されたコモンネームが表示されます

製品

※申請された証明書の製品をご確認ください

単価、ご請求金額

証明書代金が表示されます（税込）

振込銀行

三井住友銀行 しらゆり支店（371）

口座名

ニホンジオトラストカブシキガイシャ

口座種別

「当座」となります。

口座番号

※オーダー毎に専用口座を割り当てるバーチ
ャル口座を採用しています。バーチャル口座
は、オーダーの都度、新しい口座番号（１回限
り有効）が割り当てられます。

※後払いをご希望のお客様は申請完了後、以下の手順に沿って
カスタマーサポートまでお問合せください。
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/in
dex?page=content&id=SO24212

【振込決済のファイル認証情報メール】

・認証方法でファイル認証を選択し、支払いが完了（後払いの場
合は後払い手続き）するとファイル認証情報のメールが配信され
ます。
・メールヘッダ
差出人

日本ジオトラスト <system@geotrust.co.jp>

宛先

※申請手続き担当者（技術担当者）として登録されている
E メールアドレス

件名

ジオトラストクイック SSL 証明書 ファイル認証情報のご
案内

・メール本文
リクエスト ID

申請毎に異なる 14 文字の半角数字が表示されます

コモンネーム

CSR から取り出されたコモンネームが表示されます

製品

※申請された証明書の製品をご確認ください

認証用情報

指定ファイル名、認証用ファイルのダウンロードリン
ク先情報
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ジオトラスト ストアフロント配信メール

【クレジットカード決済の場合】
・申請を完了すると、申請手続き担当者（技術担当者）として登録
されている E メールアドレス宛に申請受付完了をお知らせする
メールを配信します。申請の控えとして保存しておいてください。
ファイル認証を選択した場合は、本メールの内にファイル認証情
報が含まれています。
・メールヘッダ
差出人

日本ジオトラスト <system@geotrust.co.jp>

宛先

※申請手続き担当者（技術担当者）として登録されている
E メールアドレス

件名

日本ジオトラスト 証明書申請受付完了のご案内

・メール本文
リクエスト ID

申請毎に異なる 14 文字の半角数字が表示されます

コモンネーム

CSR から取り出されたコモンネームが表示されます

製品

※申請された証明書の製品をご確認ください

単価、ご請求金額

証明書代金が表示されます（税込）

決済方法

クレジットカードで決済が完了していることを表示しています。
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【クーポン決済の場合】
・申請を完了すると、申請手続き担当者（技術担当者）として登録
されている E メールアドレス宛に申請受付完了をお知らせする
メールを配信します。申請の控えとして保存しておいてください。
ファイル認証を選択した場合は、本メールの内にファイル認証情
報が含まれています。
・メールヘッダ
差出人

日本ジオトラスト <system@geotrust.co.jp>

宛先

※申請手続き担当者（技術担当者）として登録されている
E メールアドレス

件名

日本ジオトラスト 証明書申請受付完了のご案内

・メール本文
リクエスト ID

申請毎に異なる 14 文字の半角数字が表示されます

コモンネーム

CSR から取り出されたコモンネームが表示されます

製品

※申請された証明書の製品をご確認ください

４－２．決済完了後の配信メール（E メール認証の場合）
・決済もしくはお支払いを確認後、申請時に指定した申請承認
メール配信先に申請承認メールを配信します。
※申請承認メールの受信者が、メール本文にある URL をクリック
して、リンク先画面に表示される[承認する]ボタンを押すと証明書
が発行されます。

差出人

sslorders@geotrust.com

宛先

※申請時に指定された申請承認メール配信先の E
メールアドレス

件名

[製品名] 申請確認メール

URL

申請された証明書の URL

申請者情報

お名前（英語）
申請手続き担当者（技術担当者）の E メールアドレス
申請手続き担当者（技術担当者）の電話番号

承認画面の URL
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４－３．確認および承認（注文の承認）
※E メール認証の場合
※以下は、申請承認メールを受信した担当者による作業となりま
す。
・申請承認メールにある承認画面の URL をクリックすると、図のよ
うな[承認画面]が表示されます。
・内容に間違いがないかどうかを確認し、問題がなければ[承認し
ます]のボタンを押して、申請を承認します。
承認します

申請が承認されて、申請手続き担当者（技術担当
者）宛に証明書の発行通知メールが配信されます。
発行されたサーバＩＤと中間ＣＡ証明書をサーバへイ
ンストールしてください。

承認しません

申請がキャンセルされます。

※[注文は確認のため順番待ちです]というメッセージは、申請情報に特定
のデータを含む場合に表示されます。手動のセキュリティ確認が終了する
まで発行されません。

>> よくあるお問合せ
セキュリティチェックとは何ですか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/ind
ex?page=content&id=SO24216
中間 CA 証明書をインストールする必要はありますか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/ind
ex?page=content&id=SO24204

４－４．決済完了後の配信メール（ジオトラストクイック SSL プレミアム ファイル
認証の場合）
【ファイル認証情報箇所】

申請完了メールに含まれている認証用ファイルをローカル PC に
ダウンロードし、そのファイルを申請した FQDN の直下にアップ
ロード（配置）します。

ジオトラストが申請直後から自動的にクローリングを開始し、認証
を実施します。 ファイル認証の状況は、申請情報ページの認証
方法欄の認証のステータスと最終認証日時を参照してください。
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５. ジオトラスト ストアフロントご利用方法（企業認証の証明書）
５－１．ログイン
・ストアフロントに登録したユーザ ID とパスワードでログインしま
す。
・ログイン用のパスワードが不明の場合は、[こちら]のリンクから仮
パスワードを取得してください。仮パスワードはユーザ ID としてご
登録いただいた E メールアドレス宛に発行されます。
一旦、発行された仮パスワードでログインしていただき、ログイン
後に表示されるパスワードの変更画面で、任意のパスワードに変
更してください。
※パスワードは、英大文字・英小文字・数字をそれぞれ 1 文字以
上含み、8 文字以上で設定してください。

５－２．新規申請の開始
・メニューの[証明書新規・更新・乗換申請]リンクをクリックして、証
明書の申請画面に進みます。
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５－３．申請内容の選択・CSR 貼付
・申請種別を選択してください。
新規申請

証明書を新規に申請する場合は[新規申請]をお選びく
ださい。

更新

以前にご取得された証明書を更新する場合は[更新]を
お選びください。

乗換

以下ブランドから発行された証明書から、ジオトラスト ト
ゥルービジネス ID に乗換え申請される場合、[乗換]を選
択してください。（ワイルドカード、EV は乗換できません）
【発行元】 ・Comodo、Globalsign、Entrust、GoDaddy、
Cybertrust、SECOM

※乗換をご選択いただいた申請の場合、証明書の有効期間の残存日数を
追加しジオトラストの証明書を発行します。（最大 12 ヶ月）
※過去にジオトラスト証明書を取得されたことがないことが[乗換]可能の条
件となります。
※他社ブランドの証明書であっても、ルート証明書（発行元）によって [乗
換] を受付けられない場合があります。
※[乗換]の場合は、CSR の情報から証明書のご利用状況を確認します。

・[証明書種類] を選択します。
・[キャンペーンコード]をお持ちの場合はキャンペーンコードを入力
します。
※キャンペーンをご利用のお客さまは、決済方法でクーポン決済をご利用することは
できません。

・[有効期間] を選択します。

・[署名アルゴリズム] を確認します。
・[Certificate Transparency (CT)] を確認します。
CT へ登録する情報の一部を非公開（Name Redaction）とする場合は、「編
集する」をクリックの上、選択します。

・[CSR の提出]箇所に、ご利用になるサーバ（もしくはアクセラレー
タ等の機器）から 2048bit 以上の鍵長で生成した CSR のヘッダー
（-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----）からフッター
（-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----）まですべての行
をコピーして入力フィールドに貼り付けてください。
>> よくあるお問合せ
CSR とは何でしょうか
https://knowledge.geotrust.com/jp/support/knowledge-base/index?page=
content&id=SO24226
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５－４．担当者情報の入力
【1】

【1】 [製品名]と[署名アルゴリズム][ Certificate Transparency]を
確認します。

【2】

【2】 CSR に含まれるディスティングイッシュネームの情報と発行さ
れる証明書に含まれる情報が、自動的に表示されますので、情報
を確認します。
※他ブランドから証明書を切り替える場合、ディスティングイッシュ
ネームの情報が完全に一致している必要があります。

【3】

【3】 有効期間と金額を確認します。
・申請時に「年」でお選びいただいた有効期間は「月」に換算して表
示されます。（例：1 年の証明書をお選びいただいた場合 12 ヶ月）
※乗換をご選択いただいた申請の場合、証明書の有効期間の残
存日数を追加した月数で表示されます。

【4】

【4】 申請企業・団体情報を入力します。
企業・団体名もしくは TDB コードを入力して検索します。
※企業・団体名前方一致検索(20 文字以内)または TDB コード完
全一致検索が可能です。
検索結果が表示されない場合は「（該当なし）」を選択して直接次
の[申請企業・団体名]の箇所へ入力します。

【5】

【5】 申請情報を入力します。
申請団体情報と申請責任者の情報を入力します。
※申請企業・団体情報検索で検索結果として表示された場合は、一部の
情報が入力補完されます。
※ 市区郡（英語）には、帝国データバンクの登録住所または登記事項証明
書記載の本店住所、職員録記載の住所から都道府県の一つ下のレベ
ル（市区町村郡名）を英文字でご入力ください
※ 申請責任者の E メールアドレスには、必ず申請責任者が受信可能なア
ドレスをご登録ください。

※申請責任者には申請の意思確認の電話連絡を行います。
【6】 技術担当者<ユーザ情報>を確認します。
ユーザ登録した情報が表示されます。
※変更する場合は、登録されているユーザ情報を変更してから、
18
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【6】

再度申請してください。
※証明書は発行審査完了後に、技術担当者のメールアドレス宛
に発行通知のメールが送信されます。

【7】 請求書情報の選択と入力をします。
請求書に記載する宛名を選択・入力します。
※ご入力いただいた内容が請求書の宛先として出力されます。
【7】

※宛名の変更はできませんのでご注意ください。

５－５．申請情報、利用規約の確認
【1】 申請情報を確認します。
・［申請情報確認］画面に、申請された内容が表示されます。
・修正する場合は、画面の最下部にある[戻る]ボタンをクリッ
クして、情報を修正します。

【2】利用規約の確認をします。
・申請情報に間違いがないことを確認した後に、ジオトラスト
の SSL サーバ証明書利用規約をお読みいただき、同意いた
だける場合は[同意する]へチェックを入れてください。
※SSL サーバ証明書のご購入にあたっては、本規約に同意
いただく必要があります。
※ジオトラストの SSL サーバ証明書利用規約は英語版が正
式な規約となります。参考訳としての日本語版は下記 URL に
て掲載しています。
https://www.geotrust.co.jp/resources/repository/legal.html

５－６ 決済方法の選択～申請完了
決済方法の選択～申請完了までは「３－６決済方法の選択～申請完了」と同
様です。
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６. SSL サーバ証明書各種手続き（キャンセル・再発行など）
・左メニュー部分にある[申請一覧・その他申請]の箇所を押すと、
現在ログインしているユーザ ID で、これまでに申請した証明書の
情報が一覧で表示されます。
・表示項目
1. リクエスト ID

5. 証明書申請日

2. コモンネーム

6. 有効期間

3. 申請団体名

7. ステータス

4. 製品名

※表示された[リクエスト ID（14 文字の半角数字）]をクリックする
と、申請された証明書の情報が表示されます。
・申請一覧から行える手続き・操作
再発行

有効期間内の発行済み証明書を再申請/再発行
します
※[再発行]は新たに CSR を貼り付けていただきます。
※ドメイン認証の製品はコモンネーム、企業認証の証明
書はディスティングイッシュネームが同一である必要が
あります。
※再発行は 3 回までです。4 回目以降は別途サポートま
でご連絡いただく必要があります。
※申請承認メールが配信されて、承認後の証明書発行
となります。
※ドメイン認証の証明書では初回取得時と同じ認証方
法が適用されます。
※認証方法にファイル認証を選択した場合は、この後
「再発行申請完了のご案内」という件名のメールが配信
されます。
その中に、認証用ファイル情報が含まれています。認証
用ファイル情報は、初回申請時とは異なります。

キャンセル

申請をキャンセルします
※[キャンセル]する時は、ログイン用パスワードの入力
が必要となります。
証明書発

申請がキャンセルされて、証明書の

行前のキ

発行認証が終了します。

ャンセル

※決済済みの場合は、返金します。

証明書発

証明書の有効期間開始日を起点とし
て 30 日以内で入金済みであれば全
額返金されます。
※30 日を過ぎている場合は、返金さ
れません。また無効な証明書となりま
すのでご注意ください。

行後のキ
ャンセル

請求書発行

申請した証明書の請求書を発行します。

証明書再送信

発行済みの証明書を申請の際に登録されていた
申請手続き担当者（技術担当者）の E メールアド
レス宛に再送信します。

申請確認

申請承認メール配信先に申請承認のメールを再

メール再送信

送信します。

（メール認証のみ）

※クイック SSL プレミアムのみ

認証用ファイル

認証用ファイルをダウンロードすることができま

ダウンロード

す。

※クーポン申請時は利用できません。

※[証明書再送信]は CSR の貼り付けは不要です。

（ファイル認証のみ）
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７. お問合せ窓口
７－１．お問合せ窓口
・ジオトラスト ストアフロントでの申請、技術的なお問合せは[日本ジオトラスト カスタマーサービス]までご連絡ください。
※ 日本ジオトラスト カスタマーサービス
電話番号

03-5114-4134
09:30 から 17:30 まで
※祝日・年末年始の休業期間を除く月曜日から金曜日

カスタマーサービス お問合せフォーム

・ご購入、製品についてのお問合せは[日本ジオトラスト 営業窓口]までご連絡ください。
※ 日本ジオトラスト 営業窓口
電話番号

03-5114-4776

営業窓口 お問合せフォーム

７－２． よくあるお問合せ
日本ジオトラストでは、お客様からよくいただくお問合せについての FAQ をウェブサイトに掲載しています。
ご購入の際は、是非ご参照ください。
日本ジオトラスト よくあるお問合せ
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