
ＧＭＯグローバルサイン

総合カタログ
IDでデジタルライフをセキュアに。

すべてがインターネットにつながる世界で、
確かな身元識別と暗号化を実現するさまざまな電子認証サービスを提供。



クライアントセキュリティ

クライアント証明書　マネージドPKI Lite byGMO
すべてのデバイスにクライアント証明書。
アクセス認証強化と利便性向上を同時に実現し、組織の情報資産管理をセキュアに。

クライアント証明書とは、個人や組織を認証し発行される電子証明書で、身分証明書の役割を持ちます。その個人や組織が
使用するデバイスにクライアント証明書をインストールすることで、重要な情報が格納されたシステムへは、クライアント証明書
がインストールされた=許可されたデバイスのみアクセス可能にするといったアクセス認証を強化することができます。

クライアント証明書とは

本物の社員です。
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多彩な規模と用途に対応の
ライセンスパック

最少10ライセンスパック11万円
（有効期間1年）・1ライセンスあたり
月額917円からのリーズナブルな
料金設定。ライセンス数が多いほど
月額はさらにお安くなります。さらに
ライセンスパックも10から1000まで
幅広くご用意しており、業種・規模に
合わせた無駄のない組み合わせが
可能です。

専用サーバ不要
既存システムの利用可

導入のための専用サーバを建てる
必要が無く、既存のシステムの利用
が可能です。
連携に必要なシステム変更も少ない
場合が多く※、システム管理者はもち
ろん、エンドユーザの負担も増やさ
ずに企業の情報セキュリティを強化
します。
※利用環境によって異なります。

証明書かんたん取得と
選択可能な配布方法

申請・承認後に証明書の取得用URL
が記載されたメールが送付され、
そのURLにアクセスするだけで証明
書を取得することができます。また
証明書の発行方法も、ご利用用途に
合わせた方法をお選びいただけます。

ID・PW

知っている持っている OK

OK

マネージドPKI Lite byGMO
初期費用・年間保守費無料、
証明書一括管理が可能なSaaS型CAソリューション。

クライアントセキュリティ

特徴

管理機能

お客様のご利用用途に合わせて、証明書発行方法の選択や専用管理画面での各種設定・カスタマイズが可能です。

無料お試し
受付中

主な利用用途

ID・パスワードとの組み合わせで
アクセス認証強化

モバイルデバイスの業務活用で
利便性とセキュテリィ強化

証明書発行方法選択 セキュリティ設定 証明書設定 各種カスタマイズ

・ 管理者事前登録
・ ユーザ申請
・ 証明書一括申請
・ 証明書一括取得
・ API連携

・ 証明書プロファイル（証明書のひ
な形）の追加

・ 複数管理者設定

・ ファイル暗号化アプリケーション対応
・ スマートカードログオン対応
・ 証明書のエクスポート不可
・ 自動更新機能の有無 

・ ユーザインターフェースのデザイン
・ 証明書発行通知等の自動送信

メール
・ 利用規約
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おすすめプラン

中小規模組織向け 大規模組織向け

企業規模拡大やシステム拡張に合わせて、後から追加でご契
約いただくことが可能。運用リソースを考慮すると、有効期間
を長くするほうがよりコストダウンが実現します。

人員の増加等が合った場合は、最少10ライセンスから追加で
ご契約いただくことが可能。運用リソースを考慮すると、有効
期間を長くするほうがよりコストダウンが実現します。

※ご購入いただいたライセンスパックの利用期限は1年となります。
※ご購入いただいたライセンス数の10%分が予備ライセンスとして付与されます。

1ライセンスあたり851円/月
※3年契約の場合、1年ごとに契約し直すよりも

85,800円のコストダウンが実現

1ライセンスあたり229円/月
※3年契約の場合、1年ごとに契約し直すよりも

1,980,000円のコストダウンが実現

10ライセンス 25ライセンス 35ライセンス 1000ライセンス 3セット

3
3000ライセンス

例えば30人規模の組織の場合 例えば3000人規模の組織の場合

計357,500円 計8,250,000円

証明書有効期間別価格表（税込）

有効期間 1年 有効期間 2年 有効期間 3年

ライセンスパック 価　格 1ライセンスあたり
月額 価　格 1ライセンスあたり

月額 価　格 1ライセンスあたり
月額

10ライセンス 110,000円 917円 209,000円 871円 303,600円 843円

25ライセンス 247,500円 825円 470,250円 784円 683,100円 759円

50ライセンス 440,000円 733円 836,000円 697円 1,214,400円 675円

100ライセンス 770,000円 642円 1,463,000円 610円 2,125,200円 590円

250ライセンス 1,512,500円 504円 2,873,750円 479円 4,174,500円 464円

500ライセンス 2,200,000円 367円 4,180,000円 348円 6,072,000円 337円

1000ライセンス 2,750,000円 229円 5,225,000円 218円 7,590,000円 211円
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Enterprise Environment

RPC

CEP.CES

HTTPS

AEG Server

ACME

SCEPMDM
Integration

Active Directory

クライアントセキュリティ

他社サービスとの比較

GMOグローバルサイン 他　社

最少ライセンス数 10ライセンス 100ライセンス以上

初期費用・保守費用費用 無　料 有　料

100ライセンスの場合 77万円／（1年）
138万円／1年

（初期費用30万、月額9万×12ヶ月=108万）

利用用途
アクセス認証
メール暗号化

文書署名

限定された1つの用途のみ
またはアクセス認証のみなど

オプション

無　償
・ 画面カスタマイズ
・ 管理者追加
・ プロファイル追加
・ S/MIMEでの利用

有　償

テスト環境提供 1年間有効 60日間有効

証明書再発行 有効期間内であれば無償で再発行 不　明

関連オプションサービス「AEG」

AEG（Auto Enrollment Gateway）は、クライアント環境に電子証明書の自動インストールを可能にするサービスで、多様化した組織内
のシステム環境において、運用コストを下げることができる包括的なマネージドPKIソリューションです。グローバルサインのSaaS型認証局

（電子証明書ベンダー）とActive Directoryの連携を行えるため、Windows環境を導入している企業であれば、電子証明書のプロ
ビジョニングと管理を自動化することができます。
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GMOグローバルサインのサービスについて

1年契約の場合

発行日 366日 ３９７日

更に31日
プラス

更新前の証明書
契約期間

重複
期間

重複期間分
期間延長

更に30日
ボーナス

追加GMOグローバルサイン 
契約期間

GMOグローバル
サインで更新の場合

グローバルサイン
認証局 グローバルサイン

認証局

ＧＭＯグローバルサイン

総合カタログ
IDでデジタルライフをセキュアに。

すべてがインターネットにつながる世界で、
確かな身元識別と暗号化を実現するさまざまな電子認証サービスを提供。

お問い合わせ
専用ダイヤル 03-6370-6500

［ 受付時間 ］ 平日10:00〜18:00

GMOグローバルサイン株式会社
東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

https://jp.globalsign.com/グローバルサイン 

おトクな共通付属サービス

有効期間特典
SSLサーバ証明書はご契約の時点で31日分の有効期間がプラスされており、1年契約の場合は最大397日(1年1ヶ月)の有効期間となりま
す。またコードサイニング証明書・ S/MIME用証明書・文書署名用証明書は、更新手続きの際に有効期間の残りに加え、30日分の延長ボー
ナスが追加されます。

SSLサーバ証明書 
コードサイニング証明書・S/MIME用証明書・文書署名用証明書

お客様専用画面で簡単管理
お客様専用管理パネル『GSパネル』では、証明書の管理・手続
き、証明書情報の閲覧、ユーザの追加や権限の割り当て等の
ユーザ管理、経理書類の発行などの作業が可能です。
また、証明書によっては、
独自の機能が付属して
おります。

まとめ買い割引
事前にまとまった金額をご入金いただくことで、入金額に応じた
割引が適用されます（最大25%）。お客様専用管理画面（GS
パネル）よりお申し込み可能です。 

国内トップクラスのカスタマーサポート

万全のサポート体制
初めてご利用の方でも、弊社スタッフが電話・メールにてわかり
やすく丁寧にサポートいたします。また弊社ウェブサイトにて各種
FAQ・技術情報・設定マニュアルを
ご用意しております。

国内2拠点での相互サポート
地震などの災害やシステムトラブルなどの様々なリスクに備え、
東京都渋谷区と山口県下関市の2拠点による相互バックアップサ
ポート体制を取っております。

対応サービス
・ SSLサーバ証明書・コードサイニング証明書
・ 文書署名用証明書（USBトークン格納タイプ）
・ S/MIME用証明書

有効期間内なら何度でも無償再発行※

万一証明書を紛失された場合、有効期間内であれば何度でも
無償で再発行いたします。営業時間外でも数分程度で再取得でき、
システム障害等で秘密鍵や証明書を紛失しても、すぐに復旧作業
が行えます。 

※コードサイニング証明書・EVコードサイニング証明書のハードウェアトークンを紛失された
場合は、有償での販売となります。

万全のサービス保証
GMOグローバルサインの電子証明書は、万が一の際の「7日間完
全返金保証」「最大3,750万円の範囲での賠償責任」のサービ
ス保証制度が完備しており、安心してお申し込み・ご利用いただく
ことができます。

●記載されている内容は、2021年4月現在のものです。 最新情報はウェブサイトをご覧ください。 ●記載されているサービス内容などは予告なく変更される場合があります。 ●記載されている会社名・商品名などは、各社の商標および登録商標です。




